
NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

408 和彩ちょうじ 久喜市菖蒲町三箇1351-1 85-7711 サービス業 菖蒲

409 S.blue rose 合同会社（オアシス） 久喜市菖蒲町菖蒲293-1 53-7323 リラクゼーション 菖蒲

410 有限会社武蔵野花壇 久喜市菖蒲町下栢間1986 85-3268 草花レンタ 菖蒲

411 三須謙園芸資材商店 久喜市菖蒲町下栢間2017 85-4786 園芸資材　 菖蒲

412 もるげん 久喜市菖蒲町下栢間2037-1 85-7405 中華料理　 菖蒲

413 田口屋 久喜市菖蒲町下栢間2106 85-0496 川魚料理 菖蒲

414 理容イシザカ 久喜市菖蒲町下栢間2660-1 85-3638 理容 菖蒲

415 有限会社加藤電化 久喜市菖蒲町下栢間2732-1 85-0482 家電販売　 菖蒲

416 有限会社伊藤商店 久喜市菖蒲町下栢間2783 85-1396 石油販売　 菖蒲

417 有限会社小林自動車整備工場 久喜市菖蒲町下栢間2838 85-4011 自動車整備 菖蒲

418 関口商店 久喜市菖蒲町下栢間329 85-0484 菓子販売　 菖蒲

419 Heir Works bridge 久喜市菖蒲町下栢間494-1 47-0778 理･美容 菖蒲

420 美容室M 久喜市菖蒲町三箇1240-2 85-3818 美容室 菖蒲

421 有限会社学校裏 久喜市菖蒲町三箇1416 85-2526 食料品　　 菖蒲

422 尾身自動車 久喜市菖蒲町三箇1420 85-3331 自動車修理 菖蒲

423 細田釣具店 久喜市菖蒲町三箇2353 85-5877 釣具　　　 菖蒲

424 カメラのアライ 久喜市菖蒲町三箇2355-5 85-6703 カメラ　　 菖蒲

425 ソラニハナ 久喜市菖蒲町三箇315-3 85-3987 生花 菖蒲

426 阿良川屋 久喜市菖蒲町三箇352 85-5331 菓子販売　 菖蒲

427 café つむぎ 久喜市菖蒲町三箇419-1 48-6989 飲食店 菖蒲

428 鈴木自動車整備工場 久喜市菖蒲町三箇421 85-0322 自動車修理 菖蒲

429 道祖土商店 久喜市菖蒲町三箇422-3 85-0412 燃料　　　 菖蒲

430 株式会社フォンテ 久喜市菖蒲町三箇450-24 85-5770 菓子製造 菖蒲

431 株式会社菖蒲石油 久喜市菖蒲町三箇473 85-0767 石油　　　 菖蒲

432 岡野自動車 久喜市菖蒲町三箇5241 85-5446 自転車　　 菖蒲

433 有限会社大成 久喜市菖蒲町三箇688 85-1001 食料品　　 菖蒲

434 株式会社坂東太郎 久喜市菖蒲町三箇704 85-8001 飲食店 菖蒲

435 有限会社野口鍛冶店 久喜市菖蒲町三箇760 85-0422 鍛冶屋　　 菖蒲

436 菖蒲タクシー有限会社 久喜市菖蒲町三箇787-1 85-0006 タクシー　 菖蒲

437 コット･ア･コット 久喜市菖蒲町三箇787-5 48-7666 フランス料理 菖蒲

438 伊万里本舗 久喜市菖蒲町三箇793-3 87-0988 古美術 菖蒲

439 杉田種苗店 久喜市菖蒲町三箇826-4 85-0252 種苗店　　 菖蒲

440 ビューティマキ 久喜市菖蒲町三箇863-5 85-3773 美容業務一般 菖蒲

441 有限会社内田屋 久喜市菖蒲町柴山枝郷2520 85-1021 菓子製造販売 菖蒲

442 弥次喜多 久喜市菖蒲町小林1278 85-0467 居酒屋 菖蒲

443 つたや 久喜市菖蒲町小林1771-7 85-1398 中華料理 菖蒲

444 野川理容店 久喜市菖蒲町小林2098 85-1411 理容　　　 菖蒲
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445 浅田屋 久喜市菖蒲町小林2222 85-2170 菓子販売　 菖蒲

446 恭屋 久喜市菖蒲町小林227 菖蒲ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀ 85-8282 中華料理 菖蒲

447 成田ファーム時ャ夢工房 久喜市菖蒲町小林2836 85-3971 水道工事　 菖蒲

448 夜明工房 久喜市菖蒲町小林311-5 090ｰ1259ｰ6203 木工 菖蒲

449 加藤商店 久喜市菖蒲町小林3321 85-4163 廃棄物運搬 菖蒲

450 加登屋商店 久喜市菖蒲町小林3674 85-1417 燃料　　　 菖蒲

451 坂井酒造株式会社 久喜市菖蒲町小林3862-2 85-0149 酒販売　　 菖蒲

452 理容ツカコシ 久喜市菖蒲町小林4331 85-1418 理容 菖蒲

453 犬のアンティ 久喜市菖蒲町小林4514-1 85-0999 ペット 菖蒲

454 サフラン 久喜市菖蒲町菖蒲1052 85-0103 製パン　　 菖蒲

455 よし寿司 久喜市菖蒲町菖蒲118-1 85-0644 寿司　 菖蒲

456 松橋商店 久喜市菖蒲町菖蒲149 85-6340 煙草．雑貨 菖蒲

457 菖蒲野 久喜市菖蒲町菖蒲149 85-0054 菓子販売　 菖蒲

458 有限会社平沢商店 久喜市菖蒲町菖蒲150 85-0033 雑貨　　　 菖蒲

459 戸崎屋 久喜市菖蒲町菖蒲152 85-0527 洋服仕立て 菖蒲

460 折原理容店 久喜市菖蒲町菖蒲155 85-0552 理容業　　 菖蒲

461 インテリア長谷川 久喜市菖蒲町菖蒲160 85-0323 畳インテリア 菖蒲

462 中華料理 大樹 久喜市菖蒲町菖蒲1602-1 86-0084 中華料理 菖蒲

463 有限会社さどや洋品店 久喜市菖蒲町菖蒲162 85-0064 衣料品　　 菖蒲

464 有限会社ゼブラ商店 久喜市菖蒲町菖蒲162 85-0046 自転車　　 菖蒲

465 池田屋商店 久喜市菖蒲町菖蒲164 85-0118 陶器．建材 菖蒲

466 宮田呉服店 久喜市菖蒲町菖蒲165 85-0022 衣料品　　 菖蒲

467 フジミヤ 久喜市菖蒲町菖蒲166 85-0216 菓子製造販売 菖蒲

468 新釜屋商店 久喜市菖蒲町菖蒲168 85-0128 金物　　　 菖蒲

469 ツカヤ 久喜市菖蒲町菖蒲174 85-0011 雑貨　　　 菖蒲

470 山木家本店 久喜市菖蒲町菖蒲185 85-0727 割烹 菖蒲

471 山木屋酒店 久喜市菖蒲町菖蒲185 85-0077 酒販売　　 菖蒲

472 ニューライフねぎし 久喜市菖蒲町菖蒲187 85-0207 時計．メガネ 菖蒲

473 あやめ亭 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-0213 割烹 菖蒲

474 佐和 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-2983 居酒屋　　 菖蒲

475 松本屋 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-0408 川魚料理 菖蒲

476 生活･修理･専門 久喜市菖蒲町菖蒲191-14 85-1600 小売業 菖蒲

477 ミカ美容室 久喜市菖蒲町菖蒲204 85-0563 美容院　　 菖蒲

478 鶏銀 久喜市菖蒲町菖蒲221-4 85-0251 やきとり 菖蒲

479 蓮実電気店 久喜市菖蒲町菖蒲227 85-0212 家電販売　 菖蒲

480 新井屋 久喜市菖蒲町菖蒲228 85-0211 うどん 菖蒲

481 有限会社やざわ商店 久喜市菖蒲町菖蒲248 85-0065 衣料品　　 菖蒲

482 有限会社ケイエフテイ 久喜市菖蒲町菖蒲254 85-0140 衣料品　　 菖蒲

483 ヤングリーフ 久喜市菖蒲町菖蒲257-5 85-3517 パン製造販 菖蒲
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484 八百仙 久喜市菖蒲町菖蒲263 85-0124 食料品　　 菖蒲

485 いかりや呉服店 久喜市菖蒲町菖蒲266 85-0253 呉服　　　 菖蒲

486 大坂屋時計店 久喜市菖蒲町菖蒲268 85-0304 時計　メガ 菖蒲

487 棚橋精肉店 久喜市菖蒲町菖蒲268-5 85-0005 精肉　　　 菖蒲

488 じゃぱん亭菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲269 85-4411 弁当 菖蒲

489 有限会社小林 久喜市菖蒲町菖蒲272 85-0170 花輪　不動産 菖蒲

490 阿部豆腐店 久喜市菖蒲町菖蒲273 85-0262 豆腐製造　 菖蒲

491 まるか 久喜市菖蒲町菖蒲276-4 85-0236 食料品　　 菖蒲

492 飯田和菓子店 久喜市菖蒲町菖蒲278 85-4191 菓子販売　 菖蒲

493 田村商店 久喜市菖蒲町菖蒲284 85-0036 米穀．肥料 菖蒲

494 大屋書店 久喜市菖蒲町菖蒲288 85-0122 文具　書籍 菖蒲

495 平江屋 久喜市菖蒲町菖蒲291 85-0052 川魚料理 菖蒲

496 旭屋酒店 久喜市菖蒲町菖蒲291-1 85-0070 酒販売　　 菖蒲

497 八百庄 久喜市菖蒲町菖蒲292 85-0260 食料品　　 菖蒲

498 田中ガラス店 久喜市菖蒲町菖蒲296 85-0629 ガラス　菓 菖蒲

499 小さな花壇 久喜市菖蒲町菖蒲302 85-5781 花 菖蒲

500 有限会社ミヨシヤ薬局 久喜市菖蒲町菖蒲309 85-0174 薬局　　　 菖蒲

501 若松屋洋品店 久喜市菖蒲町菖蒲313 85-0210 衣料品　　 菖蒲

502 野本理容店 久喜市菖蒲町菖蒲353-1 85-0237 理美容　　 菖蒲

503 古沢理容店 久喜市菖蒲町菖蒲356 85-0641 理容業　　 菖蒲

504 荒井モータース 久喜市菖蒲町菖蒲363 85-0439 自動車修理 菖蒲

505 小倉美容院 久喜市菖蒲町菖蒲367-1 85-0254 美容院　　 菖蒲

506 金子寝具店 久喜市菖蒲町菖蒲374 85-0105 寝具店　　 菖蒲

507 今泉自動車整備工場 久喜市菖蒲町菖蒲376-1 85-0075 自動車修理 菖蒲

508 株式会社梅林堂 久喜市菖蒲町菖蒲377-2 87-2611 和菓子 菖蒲

509 井ノ山米店 久喜市菖蒲町菖蒲378 85-0348 米穀　　　 菖蒲

510 株式会社ジョワールせきね 久喜市菖蒲町菖蒲379 85-0643 衣料品　　 菖蒲

511 アトリエのん 久喜市菖蒲町菖蒲3814-2 85-6857 小売業 菖蒲

512 新井肥料店 久喜市菖蒲町菖蒲384 85-0106 肥料　　　 菖蒲

513 有限会社田中米穀本店 久喜市菖蒲町菖蒲436 85-0038 米穀　　　 菖蒲

514 シスター美容室 久喜市菖蒲町菖蒲454 85-7744 美容室　　 菖蒲

515 有限会社新井製パン工場 久喜市菖蒲町菖蒲498-3 85-0072 パン製造　 菖蒲

516 ミキハウス 久喜市菖蒲町菖蒲4994-1 85-0721 美容院　　 菖蒲

517 やまくさ 久喜市菖蒲町菖蒲5013-130 85-6754 山野草　　 菖蒲

518 モチダ 久喜市菖蒲町菖蒲5013-436 85-6324 文具　　　 菖蒲

519 秀龍 久喜市菖蒲町菖蒲5013-514 85-6227 タバコ　　 菖蒲

520 凰玉 久喜市菖蒲町菖蒲5013-674 090-3878-3185 サービス業 菖蒲

521 榮ラーメン 久喜市菖蒲町菖蒲512-1 85-8890 ラーメン 菖蒲

522 有限会社瀬田花屋 久喜市菖蒲町菖蒲5213-2 85-0173 花屋　　　 菖蒲
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523 松浦牛乳店 久喜市菖蒲町菖蒲524 85-1048 牛乳販売　 菖蒲

524 杉村衣料店 久喜市菖蒲町菖蒲547 85-0159 衣料品　　 菖蒲

525 R ｈａｉｒ 久喜市菖蒲町菖蒲569-1-2 85-8871 美容室 菖蒲

526 トンカツ宮 久喜市菖蒲町菖蒲573-12 85-6665 とんかつ 菖蒲

527 雪みるく 久喜市菖蒲町菖蒲6008 090-3530-5348 小売業 菖蒲

528 有限会社新井電気 久喜市菖蒲町菖蒲6009-3 85-0411 電気工事　 菖蒲

529 株式会社金吉商店 久喜市菖蒲町菖蒲669-15 85-5951 機械工具　 菖蒲

530 矢部電気商会 久喜市菖蒲町菖蒲674-6 85-1605 家電販売　 菖蒲

531 茂木商会 久喜市菖蒲町菖蒲688-11 85-6043 自動車板金 菖蒲

532 有限会社東広アド・企画 久喜市菖蒲町菖蒲820-5 85-3169 広告代理業 菖蒲

533 有限会社ナビックスタカツーリスト 久喜市菖蒲町菖蒲873-1 85-7878 旅行業　　 菖蒲

534 株式会社立川電気商会 久喜市菖蒲町菖蒲877-1 85-0222 電気工事　 菖蒲

535 森永牛乳菖蒲販売所 久喜市菖蒲町菖蒲899-2 85-3722 牛乳販売　 菖蒲

536 株式会社田中屋（ラ・ル－チェ） 久喜市菖蒲町菖蒲905 85-0655 飲食 菖蒲

537 小川牛乳店 久喜市菖蒲町上栢間3705 85-5335 食料品　　 菖蒲

538 中野食品 久喜市菖蒲町上栢間3793-9 85-4019 食品加工販売 菖蒲

539 有限会社石井製麺工場 久喜市菖蒲町上栢間3828-2 85-2550 製麺業　　 菖蒲

540 有限会社三上モータース 久喜市菖蒲町上大崎156 85-1527 自動車修理 菖蒲

541 花新 久喜市菖蒲町上大崎644 85-2775 花屋　　　 菖蒲

542 サロンフェリース 久喜市菖蒲町新堀1550-2 85-4038 整体 菖蒲

543 叶屋 久喜市菖蒲町新堀1693-1 090-7255ｰ2323 喫茶店 菖蒲

544 株式会社ヤマタめん 久喜市菖蒲町新堀1892 85-0030 製麺業　　 菖蒲

545 スナックハナ 久喜市菖蒲町新堀1899-1-3 080-6589-1061 サービス業 菖蒲

546 新酒屋 久喜市菖蒲町新堀2137 85-0137 酒　食料品 菖蒲

547 クリーニングオオクボ 久喜市菖蒲町新堀230 85-0837 クリーニング 菖蒲

548 田中製麺株式会社 久喜市菖蒲町新堀2547 85-0130 製麺業　　 菖蒲

549 株式会社大熊ファーム 久喜市菖蒲町新堀2554 85-1344 農園 菖蒲

550 ウタ川芸術剥製社 久喜市菖蒲町新堀293-3 85-3833 剥製　　　 菖蒲

551 彩め庵 久喜市菖蒲町新堀401-1 85-7885 そば 菖蒲

552 ほりべストア 久喜市菖蒲町新堀430 85-0152 食料品　　 菖蒲

553 エル美容室 久喜市菖蒲町新堀431 85-3387 美容院　　 菖蒲

554 鎌田自動車整備センター 久喜市菖蒲町新堀439 85-0840 自動車修理 菖蒲

555 そめや 久喜市菖蒲町新堀448-1 85-0915 飲食 菖蒲

556 株式会社尚和自動車 久喜市菖蒲町新堀480 85-0396 自動車修理 菖蒲

557 大熊クリーニング商会 久喜市菖蒲町新堀480-2 85-0841 クリーニング 菖蒲

558 カフェクウワ 久喜市菖蒲町新堀483 31-9976 サービス業 菖蒲

559 和亭 久喜市菖蒲町新堀491 85-3336 中華料理 菖蒲

560 有限会社でんきのまつもと 久喜市菖蒲町新堀501 85-0419 家電販売　 菖蒲
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561 有限会社大浜 久喜市菖蒲町新堀520-1 85-0680 割烹 菖蒲

562 台湾料理 中山飯店 久喜市菖蒲町新堀547 85-0701 菖蒲

563 あやめ旅館 久喜市菖蒲町新堀550 85-0248 寿司 菖蒲

564 オートプラッツ 久喜市菖蒲町台2599-1 85-7841 自動車修理 菖蒲

565 愛輪自動車 久喜市菖蒲町台797 85-1487 自動車板金 菖蒲

566 ヘアーサロンオアシス 久喜市菖蒲町台807-3 85-5052 理容 菖蒲

567 野いちご 久喜市菖蒲町台808 85-6438 洋食 菖蒲
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