
NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

745 和風ｽﾅｯｸ記念日 久喜市鷲宮中央2-4-6 58-4787 スナック 鷲宮

746 鬼太鼓 久喜市鷲宮中央2-4-6 58-1118 飲食業 鷲宮

747 おしゃれの店ﾊﾟｰﾙ 久喜市鷲宮中央2-2-32 58-4540 化粧品・クリーニング 鷲宮

748 塚田理容所 久喜市鷲宮中央2-1-25 58-1585 理容 鷲宮

749 染谷商店 久喜市鷲宮中央2-1-1 58-0047
菓子・たばこ・自転車預
り

鷲宮

750 たかはし美容室 久喜市鷲宮中央1-9-1 58-0062 美容室 鷲宮

751 ﾋﾞﾊﾞ 久喜市鷲宮中央1-3-3 59-0234 衣料品 鷲宮

752 Country’s Kitchen 香楽 久喜市鷲宮中央1-25-2 53-6332 飲食業 鷲宮

753 ﾅｶﾀﾞ写真 久喜市鷲宮中央1-23-13 58-2570 写真 鷲宮

754 庄だな　鈴木酒店 久喜市鷲宮中央1-23-13 58-3373 酒類販売 鷲宮

755 倉持酒店 久喜市鷲宮中央1-20-14 58-0118 酒類販売 鷲宮

756 ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ　ﾋﾟｭｱ 久喜市鷲宮中央1-12-3 59-3799 美容室 鷲宮

757 居酒屋　さぼちゃん 久喜市鷲宮中央1-11-19 59-3039 居酒屋 鷲宮

758 喫茶・雑貨のちゅーりっぷはっと 久喜市鷲宮中央1-10-5 58-0143 喫茶店・雑貨 鷲宮

759 ㈱がれぇじｱﾙﾃｨｱ 久喜市鷲宮729-8 59-0558 自動車販売 鷲宮

760 ㈲池田油店 久喜市鷲宮6-12-1 58-2177 ガソリンスタンド 鷲宮

762 かご乃家 久喜市鷲宮5-28-6 58-5577 飲食業 鷲宮

763 花彩 久喜市鷲宮5-2-37 53-3580 生花 鷲宮

764 かどい 久喜市鷲宮5-13-12 59-0111 居酒屋 鷲宮

765 のんき家 久喜市鷲宮5-12-8 58-0030 そば・うどん 鷲宮

766 ㈱ﾀﾅｶ金物 久喜市鷲宮5-11-15 58-6511 金物 鷲宮

767 ㈲経師屋呉服店 久喜市鷲宮5-11-11 58-0002 呉服 鷲宮

768 石川農機具店 久喜市鷲宮5-11-1 58-0074 農機具販売 鷲宮

769 のむら電気商会 久喜市鷲宮4-7-27 58-0300 家庭電気器具販売 鷲宮

770 畳濱(資) 久喜市鷲宮4-6-5 58-0029 畳 鷲宮

771 呑処　おおとり 久喜市鷲宮4-2-37 59-5887 居酒屋 鷲宮

772 ﾍｱｰﾒｲｸﾃｨﾅ 久喜市鷲宮4-2-31 58-2879 美容業 鷲宮

773 福本分店 久喜市鷲宮4-22-22 58-2600 飲食業 鷲宮

774 ｶｯﾄｲﾝﾔﾏｸﾞﾁ 久喜市鷲宮4-21-1 58-9871 理容 鷲宮

775 手づくり弁当　きっちん・楓 加須市川口1-8-33 66-1134 弁当 鷲宮

776 整体ｻﾛﾝ　ﾍﾟｲﾝ･ﾌﾘｰ 久喜市鷲宮4-10-36 31-6185 整体院 鷲宮

777 本多農園 久喜市鷲宮385-1 58-1657 温室・フレーム栽培 鷲宮

778 クライミングジム　ウォルラス 久喜市鷲宮3-4-20 48-6724 クライミングジム 鷲宮

779 染谷輪業 久喜市鷲宮3136-1 58-0100 自転車販売・修理 鷲宮

780 和食　上州 久喜市鷲宮3-1-13 58-0244 飲食業 鷲宮

781 みどり美容室 久喜市鷲宮2-9-14 58-0141 美容室 鷲宮

782 ほんだや 久喜市鷲宮2-8-13 58-6955 美容室 鷲宮

783 本多屋化粧品店 久喜市鷲宮2-8-13 58-1193 化粧品 鷲宮

784 ﾋﾞｰﾝｽﾞｼｮｯﾌﾟ&ｶﾌｪ ｱﾙｶﾃﾞｨｱ 久喜市鷲宮2-7-17 31-8652 喫茶店 鷲宮
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785 ㈲光寿司 久喜市鷲宮2518-5 58-0228 寿司 鷲宮

786 三ヶ尻精肉店 久喜市鷲宮2-13-6 58-6834 精肉 鷲宮

787 うぶかた洋品店 久喜市鷲宮2-13-13 58-0017 衣料品 鷲宮

788 森田理髪店 久喜市鷲宮2-13-13 58-0204 理容 鷲宮

789 ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ成田 久喜市鷲宮2-1-3 58-0450 生花 鷲宮

790 白石電機商会㈲　 久喜市鷲宮2-12-7 58-0315 電気機器販売 鷲宮

791 門前飯店 久喜市鷲宮2-12-14 58-6012 中華 鷲宮

792 斎藤履物店　 久喜市鷲宮2-12-10 58-0218 靴・履物 鷲宮

793 中山菓子店　 久喜市鷲宮2-11-8 58-0208 菓子 鷲宮

794 ㈲魚光 久喜市鷲宮2-11-13 58-0154 食料品 鷲宮

795 ｽｽﾞｴｰﾌｫｰﾄ　 久喜市鷲宮2-11-11 58-0020 写真 鷲宮

796 島田菓子舗　 久喜市鷲宮2-10-15 58-0067 和菓子製造販売 鷲宮

797 鈴木時計店　 久喜市鷲宮2-10-12 58-0114 時計 鷲宮

798 ㈲成田呉服店　 久喜市鷲宮2-10-11 58-0026 衣料品 鷲宮

799 ㈲門井ﾓｰﾀｰｽ　 久喜市鷲宮2052 58-0316 自動車整備 鷲宮

800 高橋酒店　 久喜市鷲宮1-9-17 58-0061 酒類販売 鷲宮

801 川口屋京染店 久喜市鷲宮1-2-18 58-0206 染物 鷲宮

802 満留賀 久喜市鷲宮1-1-34 58-6683 そば・うどん 鷲宮

803 末広　 久喜市鷲宮1-1-30 58-4231 鮮魚 鷲宮

804 多幸焼 久喜市鷲宮1-10-6 57-3326 たこ焼き＆カフェ 鷲宮

805 ㈱TORASUKO 久喜市鷲宮1-10-43 58-2981 総合輸入卸業 鷲宮

806 信濃屋呉服店　 久喜市鷲宮1-10-11 58-0079 呉服 鷲宮

807 白雪米菓　　 久喜市八甫912 58-0210 米菓製造小売 鷲宮

808 小沢園芸 久喜市八甫439-1 58-1044 園芸 鷲宮

809 宝泉　 久喜市八甫3058-16 58-2099 飲食業 鷲宮

810 食堂　宝泉　 久喜市八甫3058-14 58-4251 食事処 鷲宮

811 ㈲高栄車輌　　 久喜市八甫2803-1
58-5615
（自）

自動車修理・塗装 鷲宮

812 鶴峯飯店   久喜市八甫1503 58-7234 中華 鷲宮

813 フアィン美容室 久喜市八甫1370 58-0120 美容室 鷲宮

814 ワタサン 久喜市東大輪2048-3 59-5610 自動車板金 鷲宮

815 森永東鷲宮ﾐﾙｸｾﾝﾀｰ 久喜市東大輪1649 58-0797 乳製品 鷲宮

816 渡辺自動車整備工場　 久喜市東大輪1505-2 58-2061 自動車整備 鷲宮

817 鷲宮養蜂園 久喜市東大輪1207-1 58-9188 はちみつ製造販売 鷲宮

818 関東ﾃﾚﾋﾞｻｰﾋﾞｽ 久喜市中妻650-4 58-1625 家電小売・修理業 鷲宮

819 矢野農園 久喜市中妻259 59-5556 農業 鷲宮

820 いなほ寿司　 久喜市中妻1617-3 58-2094 寿司 鷲宮

821 ﾍｱｰｻﾛﾝﾉﾎﾞﾙ　 久喜市中妻1602-9 58-5688 理容業 鷲宮

822 ㈱宮城商店　 久喜市中妻1588-27 58-0101 酒類販売 鷲宮

823 酒処　紬　 久喜市中妻1588-21 59-1215 居酒屋 鷲宮

824 ㈲但木米店　 久喜市中妻157 58-7800 米 鷲宮
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825 Nail&Eyelashes AQUART 久喜市青毛1-7-1 23-7706 ネイルサロン 鷲宮

826 一の園 久喜市西大輪5-15-6 58-4605 お茶 鷲宮

827 ㈱)鷲宮ﾀｸｼｰ 久喜市西大輪5-14-16 58-0840 タクシー 鷲宮

828 佐々商事　 久喜市西大輪5-11-7
048-

754-1486
食料品 鷲宮

829 くるまやラーメン 鷲宮店　 久喜市西大輪5-11-16 59-4130 飲食業 鷲宮

830 矢納製菓㈱　 久喜市西大輪4-9-6 58-0635 米菓・和菓子製造小売 鷲宮

831 ㈲大けやき　 久喜市西大輪4-10-2 59-5858 飲食業 鷲宮

832 岡本美容室　 久喜市西大輪380 58-0819 美容室 鷲宮

833 佐野手打ラーメン麺達 久喜市西大輪3-7-5 48-5696 ラーメン店 鷲宮

834 とんかつ　つかさ　 久喜市西大輪3-11-3 59‐0139 食事処 鷲宮

835 手打ちそば　砂場 久喜市西大輪3-11-14 58-5898 そば・うどん 鷲宮

836 Ｃａｆｅ　茶ぽっと 久喜市西大輪3-10-3 59-0957 喫茶店 鷲宮

837 出張こども撮影ainoko 久喜市西大輪1927-4 58-2111 写真館 鷲宮

838 北海道ﾗｰﾒﾝ　大酋長  久喜市西大輪1864-1 59-0203 居酒屋 鷲宮

839 全身もみほぐし楽楽 久喜市西大輪1612-1清水ﾋﾞﾙ1Ｆ
090-5430-

9876
マッサージ 鷲宮

840 山口商店　 久喜市上内896-2 58-1774 たばこ・クリーニング 鷲宮

841 フラワー美容室 久喜市上内896-2 22-3679 美容室 鷲宮

842 ﾗｲｽｼｮｯﾌﾟ　いいじま 久喜市上内890-4 58-1328 米 鷲宮

843 食事処　もっちゃん 久喜市上内889 飲食業 鷲宮

844 ＣＯＣＯ美容室　 久喜市上内478わし宮団地2-3-107 58-9984 美容室 鷲宮

845 ㈲ﾀｹｲ　 久喜市上内478わし宮団地2-3-106 58-1331 理容・美容 鷲宮

846 ㈲だるまや　　 久喜市上内478わし宮団地2-2-105 58-1323 菓子 鷲宮

847 鷲宮自動車販売　 久喜市上内478わし宮団地2-18-103 58-4111 自動車販売 鷲宮

848 ﾌｧﾐﾘｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ   久喜市上内300-12 59‐3113 クリーニング 鷲宮

850 ㈲山口石油 久喜市上内1727 58-0145 ガソリンスタンド 鷲宮

851 ㈱すずき技研 久喜市上内1690 58-1778 自動車整備 鷲宮

852 石蕗 久喜市上内1571-4 58-7140 飲食 鷲宮

853 鈴屋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 久喜市上内1546 58-0168 クリーニング 鷲宮

854 ﾊﾟﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ　ｹﾙﾝ 久喜市上内1443-3 58-6155 飲食業 鷲宮

855 美容室Ｊ－１　 久喜市上内1442-2 59-1933 美容 鷲宮

856 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟかながみ　 久喜市上内1442-2 58-8283 自転車修理販売 鷲宮

857 ㈱蛸屋 久喜市上内1442-2 58-2715 菓子製造販売 鷲宮

858 埼玉産業 久喜市上川崎315-4 58-2249 自動車整備 鷲宮

859 のん美容室　　 久喜市桜田3-9-5 58-3188 美容室 鷲宮

860 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝｼｽﾀｰ 久喜市桜田3-2-1-2 58-3633 美容業 鷲宮

861 ﾅﾁｭﾚ 久喜市桜田3-2-1-2 59-0009 健康食品 鷲宮

862 ﾎﾞﾝ・ｼｯｸ 久喜市桜田3-2-1-2 57-1205 婦人服 鷲宮

863 ﾄｸﾉ化粧品店 久喜市桜田3-2-1-2（イオン東鷲宮店1階） 59-0190 化粧品 鷲宮

864 ドゥルガ　ダイニング 久喜市桜田3-2-1-2 58-1277 インド・ネパール料理 鷲宮

865 ㈱日本亭・鷲宮店　　 久喜市桜田3-1-4 58-7644 弁当 鷲宮
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866 和ｼﾞｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　KOSHI-KOSHI 久喜市桜田3-1-12-2 59-4455 飲食業 鷲宮

867 東鷲宮整体院 久喜市桜田3-1-12 59-6040 整体院 鷲宮

868 ㈱山忠ﾀｲﾔ 久喜市高柳2552-1 52-7564 タイヤ販売 鷲宮

869 ｻｻｷﾎﾞﾃﾞｰ 久喜市古久喜378-16 25-5781 自動車整備 鷲宮

870 ㈲田島商事　 久喜市久本寺290 58-1511 飲食業 鷲宮

871 相武酒店　 久喜市葛梅9-1 58-0937 酒類販売 鷲宮

872 理容ﾏｰｾﾙ 久喜市葛梅82-6 58-2095 理容 鷲宮

873 レストラン　くるみ亭 久喜市葛梅606-24 53-7400 ハンバーク・ステーキ 鷲宮

874 ﾍｱ・ｻﾛﾝ　ﾜﾀﾅﾍﾞ ㈲   久喜市葛梅606-24 58-2469 理容 鷲宮

875 ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ　ﾄﾓｴ 久喜市葛梅534-3 58-6530 美容業 鷲宮

876 アイリス 久喜市葛梅450-63 080-1348-9417 天然石販売 鷲宮

877 開成ｾﾐﾅｰ　 久喜市葛梅3-7-2 58-6326 学習塾 鷲宮

878 ﾃｸﾉ販売㈱ 久喜市葛梅3-6-1 59-3031 鑑賞用魚・販売 鷲宮

879 洋菓子倶楽部　ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ 久喜市葛梅3-1-25 59-6233 洋菓子 鷲宮

880 薫豆料理　ほそ井 久喜市葛梅2-13-2 59-5788 お食事処 鷲宮

881 ｻﾝﾗｲｽﾞ　 久喜市葛梅1-4-4 59-3128 パン製造小売 鷲宮

882 絆整体院 久喜市葛梅1-4-3ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙ101 59-4225 整体院 鷲宮

883 学用品　トクノ 久喜市桜田3-2-1-2（イオン東鷲宮店2階） 58-6779 学用品 鷲宮

884 いよ電気　　 久喜市中妻1588-26 58-1696 電気器具販売 鷲宮

885 ㈲ﾋﾛ電 久喜市栄1-2-2 59-0345 小電製品小売業 鷲宮

886 はなび屋 久喜市栄1-1-17 31-8674 中華料理 鷲宮
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