
NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

1 柳屋 久喜市久喜中央1-1-1伊藤ビル 21-0047 そば・うどん 久喜

2 Ｂｅａｕｔｙサロン1113
久喜市久喜中央1-1-20
クッキープラザﾞ2Ｆ

25-1204 美容室 久喜

3 化粧専科　え～ちいむ
久喜市久喜中央1-1-20
クッキープラザ2Ｆ

24-0480 化粧品小売 久喜

4
こだわりやま
久喜クッキープラザ店

久喜市久喜中央1-1-20
クッキープラザB1

26-7621 飲食業 久喜

5 まる紅洋品店 久喜市久喜中央1-2-6 21-0146 洋品販売 久喜

6 ㈲浜牛商店 久喜市久喜中央1-2-9 21-0053 食肉卸小売 久喜

7 ＷＩＬＬＩＡＭＳ 久喜市久喜中央1-3-14 53-8983 飲食店 久喜

8 和厨（わのくりや）
久喜市久喜中央1-3-25
クロスⅡビル１F

53-4939 居酒屋 久喜

9 たかのチェーン久喜店 久喜市久喜中央1-4-46 21-0185
ダンゴ・和菓子・寿
司販売

久喜

10 串カラ
久喜市久喜中央1-5-6
ＴＳビル1階Ｂ号室

53-8239 居酒屋 久喜

11 山喜家菓子店 久喜市久喜中央1-6-1 21-0227 和菓子小売 久喜

12 ノハラのタネ 久喜市久喜中央1-6-1 21-0153 小売業（種苗） 久喜

13 飯島理容室 久喜市久喜中央1-7-20 21-4803 理容 久喜

14 山中ふとん店 久喜市久喜中央1-8-24 21-0423 寝具製造販売 久喜

15 焼鳥とりとん 久喜市久喜中央1-9-23 24-1194 焼鳥 久喜

16 暮らしのファﾂションわたなべ 久喜市久喜中央1-10-23 21-0282 衣料品販売 久喜

17 愛宕茶屋 久喜市久喜中央1-15-23 22-4876
餅菓子製造販売・甘
味処

久喜

18 尾崎不動産㈱ 久喜市久喜中央2-2-5 21-0577
宅地建物取引・ビル
管理

久喜

19 スタジオ　ＢＵＺＺ
久喜市久喜中央2-2-6
AORIビル２Ｆ

48-7100 ダンス教室 久喜

20 割烹大喜 久喜市久喜中央2-4-24 21-1389 割烹 久喜

21 ROSE 久喜市久喜中央2-4-28 080-4664-6787 まつ毛エステ・ネイル 久喜

22 アースヘアー
久喜市久喜中央2-4-32
コバヤシビルＡ棟103号室

22-7003 美容院 久喜

23 ㈲久喜タクシー 久喜市久喜中央2-5-25 21-0502 タクシー 久喜

24 ㈲伊藤酒店 久喜市久喜中央2-6-23 21-0962
酒類・タバコ・
食品販売

久喜

25 中央自転車駐車場 久喜市久喜中央2-9-49 24-3822
駐車場業
（自転車、バイク）

久喜

26 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｃｏｌｏｒｓ
久喜市久喜中央2-9-49
田村ビル2Ｆ

24-2833 ショットバー 久喜

27 えのもと陶苑 久喜市久喜中央2-8-22 21-3562 陶磁器販売 久喜

28 ㈱エル・サイトウ 久喜市久喜中央2-9-23 22-3110
宝石・貴金属・
メガネ・時計販売

久喜

     (R2.3.5現在)

久喜市内の６８４店舗で利用できる共通商品券です。
【額 面】５００円
【有効期限】共通商品券 : 発行から6ヶ月

敬老祝い商品券：令和２年１月３１日（金）



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

29 楓 久喜市久喜中央2-9-33 53-8888
とんかつ・
イタリアン

久喜

30 ポ・ポ 久喜市久喜中央2-9-38 21-0133 喫茶・スナック 久喜

31
お好み焼き・もんじゃ焼き・はー
とふる

久喜市久喜中央2-9-38 21-0018 お好み焼 久喜

32 髪切屋　Ｊ＆Ｎ 久喜市久喜中央2-9-38 22-4901 美容室 久喜

33 化粧品の店ポポ 久喜市久喜中央2-9-39 22-3416 化粧品販売 久喜

34 八百雅商店 久喜市久喜中央2-9-40 21-0232 青果卸小売 久喜

35 株式会社　うなぎ福本 久喜市久喜中央2-9-51 21-0258 川魚料理・うなぎ 久喜

36 寒梅酒造㈱ 久喜市久喜中央2-9-27 21-2301 酒造業 久喜

37 ㈲珀鷹 久喜市久喜中央2-10-23 21-0427 美容 久喜

38 幸松屋時計店 久喜市久喜中央3-1-4 21-0377 時計・メガネ 久喜

39 コットンまちだ 久喜市久喜中央3-1-57 21-4640 洋品・生地販売 久喜

40 サイトー呉服店 久喜市久喜中央3-1-58 21-0165 呉服販売 久喜

41 まつや呉服店 久喜市久喜中央3-1-59 21-0045 呉服販売 久喜

42 酒Ｂａｒ亀 久喜市久喜中央3-1-62 080-4185-9278 バー 久喜

43 林写真館 久喜市久喜中央3-8-22 21-0245 写真撮影 久喜

44 はんこ印刷センター 久喜市久喜中央3-9-38 28-4113
ハンコ小売
印刷・看板

久喜

45 ㈲金重本店 久喜市久喜中央3-9-39 21-0074 青果販売 久喜

46 株式会社　山中五郎商店 久喜市久喜中央3-9-45 23-5111 不動産 久喜

47 天然温泉森のせせらぎ なごみ 久喜市久喜中央3-9-45 23-5111 温浴サービス業 久喜

48 百貨堂 久喜市久喜中央3-9-49 21-0793 文房具販売 久喜

49 ㈲太陽堂 久喜市久喜中央3-9-53 21-0549 DPE・写真撮影 久喜

50 タムラ洋品店 久喜市久喜中央3-9-55 21-0138 衣料品販売 久喜

51 ㈲ひだか酒店 久喜市久喜中央3-9-59 21-0048 酒類販売 久喜

52
クキパープル
ブティックポプラ

久喜市久喜中央3-9-60 21-1009 婦人服販売 久喜

53 トラットリア　プレッツア 久喜市久喜中央3-9-60 26-1210 イタリアンレストラン 久喜

54 田中屋菓子店 久喜市久喜中央3-9-62 21-0009 和菓子製造販売 久喜

55 福芳 久喜市久喜中央4-1-1 23-2944 とんかつ 久喜

56 小泉酒店 久喜市久喜中央4-1-12 21-0008 酒類販売 久喜

57 松惣㈱ 久喜市久喜中央4-1-13 23-9621 ガソリンスタンド 久喜

58 ㈲シクロタカハシ 久喜市久喜中央4-1-14 21-0327 自転車販売修理 久喜

59 珈琲パウエル 久喜市久喜中央4-1-4 21-3224 喫茶 久喜

60 皇閣 久喜市久喜中央4-1-4 22-2957 中華料理 久喜

61 ダイマルフラワー 久喜市久喜中央4-1-4 23-8739 生花販売 久喜

62 らーめんさくら 久喜市久喜中央4-1-4 21-2717 ラーメン店 久喜

63 ＮＡＳＴＹ（なすてぃ） 久喜市久喜中央4-1-4 53-3399
アートデザイン
販売

久喜

64 株式会社中原 久喜市久喜中央4-1-5 22-8111 建材卸売 久喜

65 ㈱シｪーネ 久喜市久喜中央4-1-6 21-0268 靴・履物販売修理 久喜



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

66 大木化粧品 久喜市久喜中央4-1-8 21-0322
化粧品
和洋裁付属品販売

久喜

67 ネイルサロン・ステラー 久喜市久喜中央4-3-22 21-8778 ネイルサロン 久喜

68 スタジオＹＯＵ 久喜市久喜中央4-3-22 22-7717 舞踊教室 久喜

69 美容室Ｂ★ＲＵＳＨ 久喜市久喜中央4-3-22 21ｰ0333 美容室 久喜

70 churchill kids wear 久喜市久喜中央4-3-22 090-6037-5806 子供服販売 久喜

71 瀬田電機商会 久喜市久喜中央4-4-6 21-0249 家電品販売修理 久喜

72 サロンまつもと 久喜市久喜中央4-5-3 21-0537 健康関連 久喜

73 フラワーショップポプリ 久喜市久喜中央4-5-7 23-8488 生花販売 久喜

74 ＰＥＲＫ.(ﾊﾟｰｸ） 久喜市久喜中央4-5-7 23-9339 美容業 久喜

75 風庵 久喜市久喜中央4-8-19 24-5525 うどん・そば 久喜

76 渡邉理容店 久喜市久喜中央4-8-3 21-1381 理容 久喜

77 ㈲ハシモト 久喜市久喜中央4-9-11 22-8605 メガネ販売 久喜

78 acro(アクロ）
久喜市久喜中央4-9-20
相沢ビル2F

21-7781 美容業 久喜

79 真潮亭 久喜市久喜中央4-9-26 53-4807 飲食業 久喜

80 マルタカ 久喜市久喜中央4-9-45 21-2430 酒類・食料品販売 久喜

81 吉羽庵 久喜市久喜中央4-9-51 23-0008 米菓販売 久喜

82 ㈲東武フラワー 久喜市久喜中央4-9-61 22-0168 生花・造花販売 久喜

83 池上薬局 久喜市本町1-1-12 21-0349 医薬品・化粧品販売 久喜

84 関口ふとん店 久喜市本町1-1-14 21-0774 寝具販売 久喜

85 手打ちいしづか 久喜市本町1-3-31 21-0315 そば・うどん 久喜

86 武井米穀店 久喜市本町1-3-36 21-0158 米穀販売 久喜

87 バーバーズ 久喜市本町1-9-2 23-6850 理容業 久喜

88 ㈲グリーンライフ久喜 久喜市本町2-13-25 22-4335 整体･健康食品 久喜

89 藤乃園 久喜市本町2-8-16 22-7619 茶販売 久喜

90 ㈱グルメ　わしみ 久喜市本町3-10-18 44-8848 小売業 久喜

91 八百徳商店 久喜市本町3-15-37 23-2943 青果販売 久喜

92 レストランポティロン 久喜市本町3-4-7 23-1817 レストラン 久喜

93 ひらのや酒店 久喜市本町3-5-1 21-0208 酒類販売 久喜

94 モード・カズ 久喜市本町3-5-16 23-1774 美容 久喜

95 アイガモ農園㈱ 久喜市本町4-10-8 21-1308 農産物生産販売 久喜

96 坂田モータース 久喜市本町4-11-31 21-0219 自動車整備 久喜

97 美容室スワール 久喜市本町4-12-34 22-7641 美容 久喜

98 (有)松寿し 久喜市本町4-15-3 21-1239 寿司 久喜

99 ヘアーサロンナイトウ 久喜市本町4-2-43 23-2522 理容 久喜

100 彩テニススクール 久喜市本町4-2-47 23-1022 テニススクール 久喜

101 カフェレストラン　キッチン花吉 久喜市本町4-4-36 96-1937 レストラン 久喜

102 和菓子萩乃 久喜市本町5-14-5 23-2765 和菓子製造販売 久喜

103 ふとんの島﨑 久喜市本町5-15-14 21-0434 寝具販売 久喜

104 桑藤精肉店 久喜市本町5-15-30 21-0433 食肉卸小売 久喜



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

105 塩崎米穀店 久喜市本町5-4-21 21-0313
米穀・飼料・
肥料販売

久喜

106 橋戸薬局 久喜市本町5-6-25 22-8410 医薬品販売 久喜

107 関野屋 久喜市本町5-7-11 22-1529 そば・うどん 久喜

108 グローバル 久喜市本町5-7-9 23-3770
オートバイ販売・修
理

久喜

109 ㈱ますかわ電気 久喜市本町6-12-2 22-2768 家電品販売 久喜

110 菓子工房モニカ 久喜市本町6-12-20 21-8222 洋菓子製造販売 久喜

111 S D B 久喜市本町6-13-12 31-9985 自動車用品販売取付 久喜

112 ㈱東武家具 久喜市本町6-1-4 22-1231 家具販売 久喜

113 ㈲久喜葬祭社 久喜市本町6-14-23 22-4847 葬祭 久喜

114 ＫＥＴＵＰＡ（けつぱ）食品㈱ 久喜市本町6-15-6 080-2264-3372 菓子類 久喜

115 ㈱旬花 久喜市本町7-7-19 48-5001
飲食店・
ケータリング

久喜

116 ㈱グッディカキヌマ 久喜市本町8-1-30 21-0203 金物・工具販売 久喜

117 焼肉南大門 久喜市本町8-6-52 24-0290 焼肉 久喜

118 作業衣料マサクラ 久喜市本町2-13-16 21-0108 作業衣料 久喜

119 ㈲折原コンニャク店 久喜市本町2-13-27 21-0507
こんにゃく･ところて
ん製造直売

久喜

120 ㈲イノウ印刷 久喜市本町2-2-21 21-2925
印刷業
（各種印刷）

久喜

121 クリーニングパステル２１本町店 久喜市本町5-11-10 21-8863 クリーニング 久喜

122 ㈲神文光 久喜市本町4-11-35 21-1089 神具、仏具販売 久喜

123 メガネ専門店アワ野 久喜市南1-10-33 22-7654 メガネ販売 久喜

124 ヤザワ理容室 久喜市南1-9-21 21-0678 理容 久喜

125 machＥrie Ｎail (ﾏｼｪﾘ　ﾈｲﾙ） 久喜市南1-9-37 23-1123 ネイルサロン 久喜

126 蘭月 久喜市南1-9-41 21-2231 洋風居酒屋・宴会 久喜

127 へいとうはじめ・オフイス 久喜市南3-2-35 31-9849 旅行業 久喜

128 直技芸学院 久喜市南3-10-6 21-1131
着付・編物・
組紐・書道教室

久喜

129 カンナ美容室 久喜市南3-6-17 21-2039 美容 久喜

130 中山牛乳店 久喜市南3-6-7 21-1884 牛乳販売 久喜

131 理容室カトー 久喜市南4-6-6 21-2043 理容 久喜

132 ㈲東埼玉補聴器 久喜市南4-9-16 24-4800 補聴器及び関連品 久喜

133 ㈲島先電機商会 久喜市南5-2-10 21-0522 家電品販売 久喜

134 炭火焼肉ポレポレ 久喜市南1-11-41 29-2311 焼肉店 久喜

135 はま接骨院 久喜市久喜北2-2-54 31-7297 接骨院 久喜

136 (有)清水製菓 久喜市久喜北1-12-1 21-0305 米菓製造販売 久喜

137 大地ドッググッズショップ 久喜市久喜北1-12-12 21-7687 犬用品 久喜

138 大熊食堂 久喜市久喜北1-7-60 22-7539 食堂 久喜

139 萬来 久喜市久喜北1-9-50 21-1083 食料品販売 久喜

140 竹内商会 久喜市久喜北2-11-1 21-0471 着物しみ抜き 久喜

141 ヘアサロン　ファミリア 久喜市久喜北2-18-20 22-7151 美容業 久喜



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

142 パブスナックパシオン 久喜市久喜北2-31-1-108 23-3090 パブスナック 久喜

143 はんこ村ベルマッチ 久喜市久喜北2-4-13 40-3226
印鑑・印刷物等の制
作販売

久喜

144 ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＥ 久喜市古久喜　香取871-26 21-0605 美容室 久喜

145 ライダーズパーク　憧屋 久喜市古久喜131-1 21-7760
オートバイ販売・修
理

久喜

146 まごころ弁当　久喜本店 久喜市古久喜195-12 30-6529 弁当製造兼配達 久喜

147 理容アオシカ 久喜市古久喜247-9 21-3416 理容 久喜

148 らーめん屋ふきのとう 久喜市古久喜282-2 24-1922 飲食業 久喜

149 ㈲ホットファッション 久喜市古久喜39-1 21-7875 自動車販売 久喜

150 和風レストラン三代 久喜市古久喜425-1 22-7746
寿司・うなぎ・
ふぐ

久喜

151 (有)アルソアＫＯＳＵＧＧＥ 久喜市古久喜752-3 21-8363 化粧品 久喜

152 ヘアデザイン　バロック 久喜市古久喜823-3 22-0974 美容 久喜

153 トミタモータース　久喜営業所 久喜市古久喜58-1 21-0183
小売業（農業機械販
売・修理）

久喜

154 クリーニングパステル２１古久喜店 久喜市古久喜924-5 23-6007 クリーニング 久喜

155 ドックスタジオ・オリーブ 久喜市久喜本34-3 24-3396 ペット美容 久喜

156 美容鍼サロン・整体院　飛船
久喜市久喜東1-13-13
第2グレースマンション202

080-7936-1231 美容鍼・整体 久喜

157 ネオ大衆酒場ＨＡＣＨＩ
久喜市久喜東2-2-13
久喜シティホテル1Ｆ

070-1466-8778 飲食店(居酒屋) 久喜

158 ひだか酒店駅東店 久喜市久喜東3-17-11 23-4111 酒類販売 久喜

159 ㈲百貨堂　東口店 久喜市久喜東3-33-9 21-0638 文房具販売 久喜

160 クリーニングパステル２１久喜東店 久喜市久喜東5-31-11 23-5234 クリーニング 久喜

161 ㈲服部石材店 久喜市久喜東3-11-5 21-0406 石材加工販売 久喜

162
ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ
ＮＡＮＡ

久喜市久喜東1-11-21 070-5454-1416 飲食店(居酒屋) 久喜

163 焼とりけんちゃん 久喜市久喜東1-1-4 22-4014 焼鳥 久喜

164 おぐま 久喜市久喜東1-14-16 090-8485-9320 飲食店 久喜

165 幸　食品 久喜市久喜東1-18-3 23-5501 豆腐移動販売 久喜

166 お弁当のかまどや久喜東店 久喜市久喜東1-20-27 22-9040 弁当製造販売 久喜

167 マリアンボレ　サイトウ 久喜市久喜東1-29-36 23-8131 ネイルサロン 久喜

168 森住酒店 久喜市久喜東1-4-5 21-0646 酒類販売 久喜

169 エッフェル 久喜市久喜東1-6-2 090-6547-3169 スナック 久喜

170 ＭＯＴＯ・ＺＯＮＥ 久喜市久喜東1-7-28 21-2415 オートバイ用品 久喜

171 川野精肉店 久喜市久喜東2-12-3 23-0038 食肉卸販売 久喜

172 ㈱旅クラブ　ジャパン 久喜市久喜東2-14-13 22-6066 旅行 久喜

173 カラオケスタジオチロル 久喜市久喜東2-16-30 21-2748 カラオケ 久喜

174 理容テラカド 久喜市久喜東2-17-14 21-9321 理容 久喜

175 ㈱アルプス楽器 久喜市久喜東2-17-17 21-1197 楽器販売 久喜

176 ㈲高橋不動産 久喜市久喜東2-20-1 23-2551 不動産 久喜

177 ㈱うなぎ中村 久喜市久喜東2-2-31 22-1151 うなぎ 久喜



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

178 伊勢家菓子舗 久喜市久喜東2-27-15 21-9320 和菓子製造販売 久喜

179 NPO法人　コアラ小林 久喜市久喜東2-3-20 21-7031 居宅サービス事業 久喜

180 鈴木理容店 久喜市久喜東2-37-8 23-3835 理容 久喜

181 Patisserie 　ＡＳＳＯＲＴＩ 久喜市久喜東3-1-7 53-7346 洋菓子店 久喜

182 飛高酒店駅東店 久喜市久喜東3-17-11 23-4111 酒類小売販売 久喜

183 サイクルショップうちだ 久喜市久喜東3-18-13 21-9018 自転車販売修理 久喜

184 パティスリーティンク 久喜市久喜東3-34-9 22-3067 洋菓子製造 久喜

185 美容室べむ東店 久喜市久喜東4-1-17 23-3673 美容 久喜

186 サロン・ド・リベラル 久喜市久喜東4-24-8 21-0606 美容 久喜

187 ヘアーサロン五郎丸 久喜市久喜東4-4-7 21-3337 理容 久喜

188 料亭きのえね 久喜市久喜東4-20-21 22-3501 料亭 久喜

189 ホテル久喜 久喜市久喜東4-20-21 22-3501 ホテル 久喜

190 タチバナクリーニング 久喜市久喜東5-12-1 21-2669 クリーニング 久喜

191 ふとんの寿屋 久喜市久喜東5-15-4 21-1265
寝具・インテリア製
造販売

久喜

192 ミツワ薬品 久喜市久喜東5-17-8 21-2765 医薬品販売 久喜

193 さとみ美容室 久喜市久喜東5-22-52 21-2757 美容 久喜

194 ミノルオート 久喜市久喜東5-2-8 23-6405 オートバイ修理 久喜

195 手打えんどう 久喜市久喜東5-31-10 22-0081 そば・うどん 久喜

196 白光舎 久喜市久喜東5-3-28 21-2289 クリーニング 久喜

197 ファッション・べべ 久喜市久喜東5-6-3 23-1088 婦人服小売業 久喜

198 ㈱増田タクシー 久喜市久喜東5-9-4 21-0171 タクシー 久喜

199 ペットの保育園＆ホテルＯＰＰＯ 久喜市吉羽1-13-1-101 77-0694 ペット保育園＆ホテル 久喜

200 ＪＯＹ美容室 久喜市吉羽1-39-11 22-1301 美容室 久喜

201 ㈲甲子米菓 久喜市吉羽2-33-3 23-1057 煎餅製造販売 久喜

202 Reche Hair(ﾚﾁｴ　ﾍｱｰ） 久喜市吉羽2-31-25 88-0322 美容室 久喜

203 ㈲ドゥーブルシェフ 久喜市吉羽2-6-9 24-3001 洋菓子製造販売 久喜

204 ㈲寺島自動車 久喜市吉羽4-4-14 24-5651 新・中古車販売 久喜

205 久喜整骨院 久喜市吉羽4-3-3 22-8003 接骨業（整骨院） 久喜

206 カラオケ喫茶フラミンゴ 久喜市西186-10 23-9685 スナック 久喜

207
アルファ・ホリスティックビュー
ティー

久喜市西186-20 23-9293 エステティック 久喜

208 株式会社荻野電気 久喜市西187-10 22-0308 電気工事 久喜

209 ノハラ園芸センター 久喜市野久喜 1-1 21-0002 小売業（種苗） 久喜

210 ｍｏｒｉ 久喜市野久喜454-5 24-0038 理容 久喜

211 手作りパン工房　パントピア 久喜市青毛1300-2 44-8432 ベーカリー 久喜

212 お好み焼き居酒屋こがね 久喜市青毛3-13-19 21-2349 お好み焼き 久喜

213 ヘアーサロンＭＯＲＩ 久喜市青毛1246番地 23-5896 理容 久喜

214 カットプラザ　３８屋 久喜市青葉1-1-4-108 24-4138 理容業 久喜

215 ㈱温古堂書店 久喜市青葉1-1-4-106 21-0100 書籍販売 久喜

216 ㈲金重本店　久喜青葉店 久喜市青葉1-1-2-101 29-3050 青果販売 久喜

217 肉のうしひこ 久喜市青葉1-1-4-109 23-0689 食肉販売 鷲宮



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

218 合同会社　くき学園 久喜市青葉1-1-4-110 31-8120
放課後等
デイサービス

久喜

219 焼肉にんにく亭 久喜市青葉2-2-11 24-2929 焼肉 久喜

220 レディースファッション　ＴＯＭＯ 久喜市青葉2-6-2 22-7844 婦人服販売 久喜

221 タケダ靴店 久喜市青葉3-10-5 23-2258 靴小売・修理 久喜

222 ＢＯＵＮＤ．バウンド 久喜市青葉3-20-4　荒井ハイツ 23-7749 カラオケ　スナック 久喜

223 POLA THE BEAUTY 久喜店 久喜市青葉3-2-9 29-2988 化粧品小売り業 久喜

224 自家焙煎珈琲屋　どんぐり 久喜市青葉4-1-20 23-1418 喫茶 久喜

225 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｎ＆Ａ 久喜市青葉4-1-8 29-2866 美容院 久喜

226 ヴェジタブルショップ　モリタ 久喜市青葉4-1-9 23-1649 青果業 久喜

227 夜間対応型訪問介護　ケアナイト 久喜市青葉4-24-18 26-5000 介護事業 久喜

228 一心庵 久喜市青葉4-25-10 21-8887 そば・うどん 久喜

229 祐寿司 久喜市青葉5-1-1 21-8670 寿司 久喜

230 美容室べむ　青葉店 久喜市青葉5-1-2 22-8476 美容 久喜

231 理容花塚 久喜市青葉5-2-15 23-0893 理容 久喜

232 アトリエＭＩ 久喜市青葉5-4-2 23-2829 美容 久喜

233 ルミナスサロン 久喜市栗原1-12-13 21-5540 エステサロン 久喜

234 クリーニングパステル２１栗原店 久喜市栗原2-1-4 22-6863 クリーニング 久喜

235 和欧創作工房ヴィオロン 久喜市栗原2-1-19 23-1401 喫茶 久喜

236 吉田家 久喜市栗原3-1-25 21-6212 そば・うどん 久喜

237 リラクゼーションエステmios 久喜市栗原3-16-6 21-5103 エステ 久喜

238 リフォームの店　アラン・ベル 久喜市栗原3-17-24 22-5767
洋服リフォーム・ク
リーニング

久喜

239 ㈲埼玉職洗機材 久喜市栗原3-8-1 22-5297
クリーニング機材販
売

久喜

240 オーガニックサロン.ミモザ 久喜市栗原3-8-14 53-4123 美容室 久喜

241 ㈲ベルアール 久喜市栗原4-1-9 22-9493 不動産 久喜

242 メープルどうぶつ病院 久喜市栗原3-2-9 53-9946 動物病院 久喜

243 炭火焼肉寿庵 久喜市栗原4-2-1 24-1129 焼肉 久喜

244 ばんどう太郎　久喜店 久喜市上早見413-2 53-9081 飲食業 久喜

245 ベルツ 久喜市下清久698-31 25-0565 洋菓子製造販売 久喜

246 清久焼陶芸教室 久喜市所久喜350-1 090-2169-5343 陶芸教室 久喜

247 インテリアモリタ 久喜市下早見249-17 22-2829 室内装飾・内装業 久喜

248 ㈲ウィズ 久喜市下早見1125-33 23-4196 ベビーシッター 久喜

249 三笑くき 久喜市下早見1607 24-5880 福祉用具・医療機器 久喜

250 小菊 久喜市下早見399-5 22-8487 小料理 久喜

251 久喜エコ・リサイクルシステム 久喜市下早見字大谷1657-1 24-3766 古物品の回収、販売 久喜

252
はらぺこ　きっちん
ＫＡＺＥ－ＵＴＡ

久喜市上清久1090-8 23-6846 飲食業 久喜

253 ㈱ナチュラ 久喜市上清久1226-6 24-5912
ﾌﾗﾜｰｴｯｾﾝｽ販売卸
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催

久喜

254 ほていや 久喜市上清久328-4 21-2650 そば・うどん 久喜

255 イタリア式食堂ブラン 久喜市上清久967-4 22-6492 イタリアンレストラン 久喜



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

256 弁天 久喜市上早見150 22-0240 スーパー・割烹料理 久喜

257 エバーグリーン埼玉久喜霊園 久喜市北中曽根1540-3 53-3561 墓石販売・霊園管理 久喜

258 美容室HAPPY 久喜市野久喜620-2 23-2788 美容 久喜

259 ㈱五郎 久喜市野久喜645-2 22-0567 ガソリンスタンド 久喜

260 ㈲ヤマナカ住宅サービス 久喜市野久喜645-2 22-1331 不動産 久喜

261 料亭　森乃家 久喜市六万部1032-1 21-4980 飲食店 久喜

262 トコロンーセキ 久喜市除堀142-4 23-9147 リース業 久喜

263 おしゃれサロンａｙｕ 久喜市除堀1523-2 22-3382 美容院 久喜

264 斉藤洋品店 久喜市除堀355 22-6556 洋品販売 久喜

265 三笠米菓本舗 久喜市太田袋437 21-0975 煎餅製造販売 久喜

266 ㈲石塚農機商会 久喜市樋ノ口536 22-8008 農機具販売修理 久喜

267 ㈱アルソアひぐち 久喜市北青柳1301 22-1361 化粧品販売 久喜

268 ほぐし屋むさし 久喜市北青柳67-1 31-6995 リラクゼーション 久喜

269 ファミリーファッションマサキヤ 久喜市北青柳75 21-2045 衣料品販売 久喜

270 麺通　伊武記 久喜市北青柳86-1 21-8877 ラーメン・つけ麺 久喜

271 高砂製菓㈱ 久喜市北青柳1337 23-1652 米菓製造業 久喜

272 情熱職人　久喜店 久喜市久喜新1152-2 29-2333 作業服販売 久喜

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

274
S.blue rose 合同会社
（カラダカフェサロン巡）

久喜市菖蒲町菖蒲293-1 53-7323 リラクゼーション 久喜

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

276 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　 久喜

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

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

279 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

280 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

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

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

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

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

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

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

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

288 阿良川屋 久喜市菖蒲町三箇352 85-5331 菓子販売　 菖蒲

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

290 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

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

292 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

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

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

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



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

296 ばんどう太郎　菖蒲店 久喜市菖蒲町三箇704 85-8001 飲食店 菖蒲

297 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

298 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

299 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

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

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

302 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

303 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

304 弥次喜多 久喜市菖蒲町小林1278 85-0467 居酒屋 菖蒲

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

306 浅田屋 久喜市菖蒲町小林2222 85-2170 菓子販売　 菖蒲

307 恭屋
久喜市菖蒲町小林227
菖蒲グリーンセンター内

85-8282 お総菜、仕出し 菖蒲

308 成田ファーム時ャ夢工房 久喜市菖蒲町小林2836 85-3971 ジャム製造販売 菖蒲

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

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

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

312 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

313 理容ツカコシ 久喜市菖蒲町小林4331 85-1418 理容 菖蒲

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

315 よし寿司 久喜市菖蒲町菖蒲118-1 85-0644 寿司　 菖蒲

316 松橋商店 久喜市菖蒲町菖蒲149 85-6340 煙草．雑貨 菖蒲

317 菖蒲野 久喜市菖蒲町菖蒲149 85-0054 菓子販売　 菖蒲

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

319 戸崎屋 久喜市菖蒲町菖蒲152 85-0527 洋服仕立て 菖蒲

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

321 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

322 中華料理 大樹 久喜市菖蒲町菖蒲1602-1 86-0084 中華料理・ラーメン 菖蒲

323 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

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

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

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

327 ツカヤ 久喜市菖蒲町菖蒲174 85-0011 雑貨　　　 菖蒲

328 山木家本店 久喜市菖蒲町菖蒲185 85-0727 割烹 菖蒲

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

330 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

331 あやめ亭 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-0213 割烹 菖蒲

332 佐和 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-2983 居酒屋　　 菖蒲

333 松本屋 久喜市菖蒲町菖蒲191 85-0408 川魚料理 菖蒲

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

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

336 鶏銀 久喜市菖蒲町菖蒲221-4 85-0251 やきとり 菖蒲
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337 蓮実電気店 久喜市菖蒲町菖蒲227 85-0212 家電販売　 菖蒲

338 新井屋 久喜市菖蒲町菖蒲228 85-0211 うどん 菖蒲

339 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

340 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

341 八百仙 久喜市菖蒲町菖蒲263 85-0124 食料品　　 菖蒲

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

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

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

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

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

347 阿部豆腐店 久喜市菖蒲町菖蒲273 85-0262 豆腐・総菜製造販売　 菖蒲

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

349 飯田和菓子店 久喜市菖蒲町菖蒲278 85-4191 和菓子製造販売　 菖蒲

350 パール美容室 久喜市菖蒲町菖蒲279 85-0208 美容院　　 菖蒲

351 田村商店 久喜市菖蒲町菖蒲284 85-0036 米穀．肥料 菖蒲

352 大屋書店 久喜市菖蒲町菖蒲288 85-0122 文具　書籍 菖蒲

353 平江屋 久喜市菖蒲町菖蒲291 85-0052 川魚料理 菖蒲

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

355 八百庄 久喜市菖蒲町菖蒲292 85-0260 食料品　　 菖蒲

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

357 小さな花壇 久喜市菖蒲町菖蒲302 85-5781 花 菖蒲

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

359 野本理容店 久喜市菖蒲町菖蒲353-1 85-0237 理容業　　 菖蒲

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

361 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

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

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

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

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

366 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

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

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

369 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

370 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

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

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

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

374 有限会社瀬田花屋 久喜市菖蒲町菖蒲5213-2 85-0173 花屋　　　 菖蒲

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

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

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

378 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｎ＆Ａ菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲6007-1 31-8381 美容室b 菖蒲
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379 雪みるく 久喜市菖蒲町菖蒲6008 090-3530-5348 かき氷・青果販売 菖蒲

380 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

381 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

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

383 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

384 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

385 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

386 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

387 株式会社田中屋（ラ・ル－チェ） 久喜市菖蒲町菖蒲905 85-0655 飲食店（イタリアン） 菖蒲

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

389 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

390 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

391 花新 久喜市菖蒲町上大崎644 85-2775 花屋　　　 菖蒲

392 サロンフェリース 久喜市菖蒲町新堀1550-2 85-4038 整体・ヨガ教室 菖蒲

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

394 株式会社ヤマタめん 久喜市菖蒲町新堀1892 85-0030 麺製造販売　　 菖蒲

395 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

396 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

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

398 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

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

400 彩め庵 久喜市菖蒲町新堀401-1 85-7885 そば 菖蒲

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

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

403 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

404 そめや 久喜市菖蒲町新堀448-1 85-0915 飲食 菖蒲

405 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

406 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

407 カフェクウワ 久喜市菖蒲町新堀483 31-9976 飲食店（カフェ） 菖蒲

408 和亭 久喜市菖蒲町新堀491 85-3336 中華料理 菖蒲

409 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

410 有限会社大浜 久喜市菖蒲町新堀520-1 85-0680 飲食店（割烹） 菖蒲

411 台湾料理 中山飯店 久喜市菖蒲町新堀547 85-0701 飲食店（台湾料理） 菖蒲

412 あやめ旅館 久喜市菖蒲町新堀550 85-0248 旅館業 菖蒲

413 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

414 愛輪自動車 久喜市菖蒲町台797 85-1487 自動車板金 菖蒲

415 野いちご 久喜市菖蒲町台808 85-6438 飲食店（洋食） 菖蒲

416 株式会社ふくしセンター･絆 久喜市菖蒲町下栢間208-4 87-0606 サービス業 菖蒲

417 アグリグリーン株式会社 久喜市菖蒲町小林3411-1 85-6070 農業 菖蒲

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

419 居酒屋あき 久喜市菖蒲町新堀1961-1 85-1567 酒場 菖蒲
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420 パロキア
久喜市菖蒲町菖蒲85-1
菖蒲文化会館１F

48-7839 飲食店 菖蒲

421 生け花教室 久喜市菖蒲町菖蒲669-1 85-1074 生花教室 菖蒲

422 エルメックツチダ 久喜市伊坂126 52-1082 電気器具 菖蒲

423 ㈱Marina Japan 久喜市伊坂1266-10 88-7820 旅行 菖蒲

424 EN café 久喜市伊坂145-1 53-4200 飲食 菖蒲

425 居酒屋　いろり 久喜市伊坂1827-1 52-3941 飲食 菖蒲

426 キミ美容室 久喜市伊坂300-2 52-3415 美容 栗橋

427 読売新聞栗橋北部店 久喜市伊坂388-1 52-8050 新聞販売 栗橋

428 割烹　酒田 久喜市伊坂394-6 52-6988 飲食 栗橋

429 Slyme hair's factoy 久喜市伊坂405-1 52街区6 53-1257 理容 栗橋

430 mio鍼灸整骨院 久喜市伊坂505-1-47-27 53-5863 整骨院 栗橋

431 野本商店 久喜市伊坂509-1 52-1071 クリーニング取次 栗橋

432 カゲヤマ理容室 久喜市伊坂550-10 52-2226 理容 栗橋

433 クラル 久喜市伊坂673-1　58区街1 52-6665 整骨院 栗橋

434 ㈲グリーンネス 久喜市伊坂706 52-0502 酒 栗橋

435 ジュバンスサロン　I 久喜市河原代550 52-6869 美容 栗橋

436 麵屋　みつば 久喜市河原代677 53-1328 飲食 栗橋

437 ㈱フセイニィ　トレーニング 久喜市河原代50-4 090-3088-2244 車買い取り 栗橋

438 旬の味　春日乃 久喜市河原代77 53-0302 飲食 栗橋

439 あおだな 久喜市北広島207 52-0673 飲食 栗橋

440 おおたけ 久喜市北広島572 52-2697 飲食 栗橋

441 魚楽 久喜市狐塚31 52-4366 飲食 栗橋

442 坂巻種苗 久喜市栗橋1375-3 52-0362 種苗 栗橋

443 ㈱河野商事 久喜市栗橋403-4 53-0088 飲食 栗橋

444 石渡豆腐店 久喜市栗橋北1-14-38 52-0324 豆腐製造・販売 栗橋

445 みちくさ 久喜市栗橋北1-15-13 080-1182-9606 飲食 栗橋

446 栗橋構内　野本タクシー㈲ 久喜市栗橋北1-1-6 52-0066 タクシー 栗橋

447 ひまわり化粧品 久喜市栗橋北1-1-9 52-2002 化粧品 栗橋

448 和菓子　小野 久喜市栗橋北1-3-7 52-6050 菓子製造・販売 栗橋

449 あきば洋品店 久喜市栗橋北1-4-5 52-0080 洋品 栗橋

450 斎藤茶店 久喜市栗橋北1-4-57 52-0169 茶 栗橋

451 ＴＯＰ電器 久喜市栗橋北1-5-8 52-2145 電気器具 栗橋

452 ひろ 久喜市栗橋北2-1-31-8 52-3310 飲食 栗橋

453 ビューティ　かわしま 久喜市栗橋北2-1-34 52-2095 美容 栗橋

454 トータルプラン㈲ 久喜市栗橋北2-1-6-2 52-2721 旅行 栗橋

455 リバー美容室 久喜市栗橋北2-2-3 52-0357 美容 栗橋

456 ナカジマ 久喜市栗橋北2-3-1 52-0329 時計・メガネ 栗橋

457 小林美容室 久喜市栗橋北2-3-3 52-0246 美容 栗橋

458 ㈲宝来屋 久喜市栗橋北2-4-12 52-0157 菓子製造・販売 栗橋

459 太田商店 久喜市栗橋北2-4-7 52-0403 荒物 栗橋

460 吉岡燃料店 久喜市栗橋北2-5-13 52-0018 燃料 栗橋
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461 ㈲志ほや 久喜市栗橋北2-5-2 52-0041 パン製造・販売 栗橋

462 ひたちや 久喜市栗橋北2-6-11 52-0051 金物 栗橋

463 乙女屋 久喜市栗橋北2-6-7 52-0008 鮮魚 栗橋

464 北葛くじら食房 久喜市栗橋北2-8-36-3 52-4425 くじら肉卸・販売 栗橋

465 エステ・ラボ・さかにわ 久喜市栗橋北2-8-8 52-2146 エステ・化粧品 栗橋

466 ㈲境屋金物店 久喜市栗橋中央1-10-5 52-0336 金物 栗橋

467 みどり鮨 久喜市栗橋中央1-1-13 52-0657 飲食 栗橋

468 Lounge Dining 背水の陣 久喜市栗橋中央1-1-15 55-0057 飲食 栗橋

469 森田自転車預り所 久喜市栗橋中央1-12-1 52-1537 自転車預り 栗橋

470 ㈲玉屋 久喜市栗橋中央1-12-3 52-5258 洋品 栗橋

471 秋庭自転車預り所 久喜市栗橋中央1-12-6 52-2202 自転車預り 栗橋

472 エステサロン　花や來人 久喜市栗橋中央1-12-7 52-5125 エステ・化粧品 栗橋

473 パン工房　ＨＩＲＯ 久喜市栗橋中央1-13-1 52-2001 パン製造・販売 栗橋

474 堀越自転車預り 久喜市栗橋中央1-13-10 52-0369 自転車預り 栗橋

475 珈琲茶房　ハーモニー 久喜市栗橋中央1-13-5 52-0143 飲食 栗橋

476 acero
久喜市栗橋中央1-14-13
小林ビル２階

48-6294 美容 栗橋

477 ＭＡＧＯＫＯＲＯ 久喜市栗橋中央1-16-7 52-3010 飲食 栗橋

478 土田物産㈱ 久喜市栗橋中央1-17-1 52-2111 製粉・製麺 栗橋

479 グリーンショップ　フェニックス 久喜市栗橋中央1-19-13 52-7140 花鉢物 栗橋

480 ㈱コヤナギスポーツ 久喜市栗橋中央1-19-21 52-0151 スポーツ用品 栗橋

481 ㈲青木電器商会 久喜市栗橋中央1-19-23 52-0524 電気器具 栗橋

482 Hair Art GRAGE 久喜市栗橋中央1-2-1 52-0359 理容 栗橋

483 あっぷる 久喜市栗橋中央1-2-10-1 52-4388 音楽ＣＤ 栗橋

484 鳥政 久喜市栗橋中央1-2-10-3 52-2003 精肉 栗橋

485 のまっしょ 元 久喜市栗橋中央1-2-10-5 53-0817 飲食 栗橋

486 嬉乃 久喜市栗橋中央1-2-10-6 55-3277 飲食 栗橋

487 魚栄 久喜市栗橋中央1-2-14 52-0822 鮮魚 栗橋

488 (名)三笠屋 久喜市栗橋中央1-2-20 53-1147 菓子製造・販売 栗橋

489 のもと屋　作吉 久喜市栗橋中央1-2-3 52-0627 飲食 栗橋

490 栗橋タクシー㈲ 久喜市栗橋中央1-2-6 52-0160 タクシー 栗橋

491 ㈱小島商事 久喜市栗橋中央1-5-11 52-0367 産業廃棄物 栗橋

492 大竹商店 久喜市栗橋中央1-5-3 52-0088 燃料 栗橋

493 ヤジマ理容所 久喜市栗橋中央1-8-11 52-3086 理容 栗橋

494 パリジェンヌ 久喜市栗橋中央1-8-36 52-3383 菓子製造販売 栗橋

495 吹禅堂 久喜市栗橋中央1-8-6 52-6328 仏具 栗橋

496 ㈱吉田屋呉服店 久喜市栗橋中央2-10-11 52-0078 呉服 栗橋

497 ㈱ほりこし 久喜市栗橋中央2-10-3 52-1048 洋品 栗橋

498 ㈱べっこうや 久喜市栗橋中央2-14-11 52-0055 日用品・他 栗橋

499 理容　渋澤 久喜市栗橋中央2-17-14 52-1064 理容 栗橋

500 宇津城商店 久喜市栗橋中央2-18-16 52-1307 菓子 栗橋

501 お茶の白石 久喜市栗橋中央2-19-15 52-0127 茶 栗橋



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

502 ㈲セキ薬局 久喜市栗橋中央2-3-1 52-0034 薬局 栗橋

503 好多家 久喜市栗橋中央2-6-14 52-0388 飲食 栗橋

504 ㈲板屋洋品店 久喜市栗橋中央2-9-13 52-0021 洋品 栗橋

505 東屋商店 久喜市栗橋中央2-9-7 52-2105 履物 栗橋

506 燦燦・33ツーリスト 久喜市栗橋東1-10-3 52-4440 旅行 栗橋

507 フィールプラス 久喜市栗橋東1-12-30 66-0456 広告・デザイン 栗橋

508 伊豆屋分店 久喜市栗橋東1-1-6 52-1372 青果 栗橋

509 いとよし 久喜市栗橋東1-4-48 52-1535 洋品・化粧品 栗橋

510 ラーメン　みみずく 久喜市栗橋東2-10-27 52-3329 飲食 栗橋

511 モードプラネット 久喜市栗橋東2-1-14 090-165-8544 洋品 栗橋

512 島野時計カメラ店 久喜市栗橋東2-1-2 52-0358 時計・カメラ 栗橋

513 フラワーパレット 久喜市栗橋東2-12-11 55-1187 生花 栗橋

514 ヘアールーム　アスコット 久喜市栗橋東2-14-11 52-2020 美容 栗橋

515 ㈱たくまろ（ヒロ美容室） 久喜市栗橋東2-1-6 44-9177 美容 栗橋

516 食事処おっちゃんこ 久喜市栗橋東2-1-11 ラーメン・定食 栗橋

517 ㈱竹林 久喜市栗橋東2-3-8 52-2732 漬物製造 栗橋

518 ㈱ベストプラン 久喜市栗橋東2-4-11 52-9777 保険 栗橋

519 ニューおしだ 久喜市栗橋東2-6-13 52-0316 クリーニング取次 栗橋

520 和　美容室 久喜市栗橋東2-7-13 52-6728 美容 栗橋

521 ㈲井上酒店 久喜市栗橋東2-7-27 52-0317 酒 栗橋

522 久保接骨院 久喜市栗橋東2-8-11 52-5268 接骨院 栗橋

523 Assist Nail Salon & School 久喜市栗橋東3-10-1-1F 52-9887 ネイルサロン 栗橋

524 カットハウス　スギノ 久喜市栗橋東3-10-19 52-1052 理容 栗橋

525 ベニ美容室 久喜市栗橋東3-1-29 52-1061 美容 栗橋

526 ㈲田沼商店 久喜市栗橋東3-1-3 52-0311 燃料 栗橋

527 ㈱仁井田設備 久喜市栗橋東3-13-12 52-0162 燃料 栗橋

528 中田屋 久喜市栗橋東3-14-20 52-0222 酒 栗橋

529 島田青果店㈲ 久喜市栗橋東3-2-36 52-2159 青果 栗橋

530 バーバーラクダ 久喜市栗橋東4-10-19 52-2802 理容 栗橋

531 ㈲ナガヌマでんき 久喜市栗橋東4-16-29 52-0540 電気器具 栗橋

532 ㈲まんぷく 久喜市栗橋東4-19-11 52-2175 ゲーム 栗橋

533 萬屋 久喜市栗橋東4-23-1 52-2629 飲食 栗橋

534 総合葬祭あんのん 久喜市栗橋東4-23-12 53-1174 葬祭 栗橋

535 中華料理福楽 久喜市栗橋東4-4-3 52-8168 飲食 栗橋

536 中島豆腐店 久喜市栗橋東5-12-27 52-7132 豆腐製造・販売 栗橋

537 ㈲ソーシャルネット梅原 久喜市栗橋東5-22-26 52-7178 介護タクシー 栗橋

538 居酒屋　ひろ家 久喜市栗橋東5-9-11 52-9319 飲食 栗橋

539 ㈱矢島生花店 久喜市栗橋東6-11-17 52-2866 生花 栗橋

540 ナマステネパール　栗橋店 久喜市栗橋東5-9-27 30-6527 飲食 栗橋

541
ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｎ＆Ａ
ベイシア栗橋店

久喜市栗橋東6-15-1 55-0315 美容室 栗橋

542 ㈲アイズ電気 久喜市栗橋東6-23-6 52-2011 飲食 栗橋



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

543 荒井商店 久喜市栗橋東6-23-7 52-3484 菓子 栗橋

544 岡安輪業 久喜市佐間1244 52-0795 自転車 栗橋

545 田村商店 久喜市島川142-2 52-0710 食品 栗橋

546 (無)さぼり家 久喜市高柳2257-4 53-6519 飲食 栗橋

547 フジカーブライト 久喜市高柳2436-63 55-2477 カーコーティング 栗橋

548 ㈱オーガニック南栗橋 久喜市中里66 52-2195 エステ 栗橋

549 VISION watercraft 久喜市中里892 52-8814 水上バイク販売修理 栗橋

550 ㈲長島商店 久喜市間鎌1-1 52-0040 総合食品 栗橋

551 ビューティーサロン　パール 久喜市間鎌339-16 52-7171 美容 栗橋

552 ヘアーサロンワタナベ 久喜市間鎌488-1 52-1164 理容 栗橋

553 そば処　さとかた 久喜市松永10-2 52-3110 飲食 栗橋

554 バーバー　サトウ 久喜市松永341-4 52-7351 理容 栗橋

555 ㈱島田石油 久喜市松永41 52-0232 ガソリンスタンド 栗橋

556 岩崎速算学院 久喜市緑1-22-8 52-5333 学習塾 栗橋

557 白銀クリーニング店 久喜市緑1-25-11 52-0649 クリーニング取次 栗橋

558 生そば　蛇の目屋 久喜市緑1-3-12 52-5669 飲食 栗橋

559 マドンナ美容室 久喜市緑1-7-2 52-4778 美容 栗橋

560 学習塾K'club 久喜市緑1-8-13 52-4581 学習塾 栗橋

561 生文堂 久喜市緑1-8-6 52-2483 菓子製造・販売 栗橋

562 日豊産業株式会社 久喜市北広島673-1 52-5944 廃棄物処理 栗橋

563 ブーランジェリー横田 久喜市南栗橋1-11-4 52-4442 パン製造販売 栗橋

564 J.Iソロバン教室 久喜市南栗橋12-14-17 52-7926 そろばん教室 栗橋

565 読売センター　栗橋南部 久喜市南栗橋1-2-2 52-6060 新聞販売 栗橋

566 南栗橋駅前整体院 久喜市南栗橋4-19-36 31-6493 整体 栗橋

567 ㈾幸彩 久喜市南栗橋4-11-4 52-3486 学習塾 栗橋

568 もつ焼　けんぱち 久喜市南栗橋4-1-9 52-4328 飲食 栗橋

569 モニ美容室 久喜市南栗橋4-19-12 52-5943 美容 栗橋

570 明響音楽教室 久喜市南栗橋4-19-2 53-0308 音楽教室 栗橋

571 ㈲新谷クリーニング 久喜市南栗橋5-3-1 52-8174 クリーニング取次 栗橋

572 ㈱丸ばえ総合事務所 久喜市南栗橋5-9-1 53-6201 旅行 栗橋

573 美容室　ディーズスタイル 久喜市南栗橋6-1-2 47-0465 美容 栗橋

574 学研　かりん教室 久喜市南栗橋6-16-10 53-0284 学習塾 栗橋

575 ㈱ＭＯＲＩ　ＨＯＵＳＥ 幸手市幸手1954-9 0120-57-1027 装飾品卸・販売 栗橋

576 カットハウス　グローブ 加須市諏訪2-3-28 62-5138 理容 栗橋

577 餃子の庶民亭 加須市旗井1780 72-2992 飲食 栗橋

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

579 ジャングル記念日　             久喜市鷲宮中央2-4-6 58-4787 スナック 栗橋

580 鬼太鼓 久喜市鷲宮中央2-4-6 58-1118 飲食業 栗橋

581 おしゃれの店パール 久喜市鷲宮中央2-2-32 58-4540 化粧品・クリーニング 鷲宮

582 塚田理容所　　　　　　　　　　　久喜市鷲宮中央2-1-25 58-1585 理容 鷲宮

583 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



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

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

585 ブティック　ビバ 久喜市鷲宮中央1-3-3 59-0234 衣料品 鷲宮

586 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

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

588 ヘアースタジオ　ピュア 久喜市鷲宮中央1-12-3 59-3799 美容室 鷲宮

589 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

590 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

591 ㈱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

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

593 鶴峯飯店                   久喜市鷲宮6-6-27 58-7234 中国料理 鷲宮

594 かご乃家 久喜市鷲宮5-28-6 58-5577 飲食業 鷲宮

595 和食亭 かどい 久喜市鷲宮5-13-12 59-0111 飲食業 鷲宮

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

597 ㈱タナカ金物　　　　　　　　　　久喜市鷲宮5-11-15 58-6511 金物 鷲宮

598 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

599 畳濱(資) 久喜市鷲宮4-6-5 58-0029 畳 鷲宮

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

601 整体サロン ペイン・フリー 久喜市鷲宮4-10-36 31-6185 整体院 鷲宮

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

603 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

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

605 和食　上州 久喜市鷲宮3-1-13 58-0244 飲食業 鷲宮

606 みどり美容室　　　　　　　　　　久喜市鷲宮2-9-14 58-0141 美容室 鷲宮

607 ほんだや 久喜市鷲宮2-8-13 58-6955 美容室 鷲宮

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

609
ビーンズショップ＆カフェ
アルカディア

久喜市鷲宮2-7-17 31-8652 喫茶店 鷲宮

610 三ヶ尻肉店　　　　　　　　　　　久喜市鷲宮2-13-6 58-6834 精肉 鷲宮

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

612 フラワーショップナリタ　　　　　久喜市鷲宮2-1-3 58-0450 生花 鷲宮

613 ㈲魚光　　　　　　　           久喜市鷲宮2-11-13 58-0154 食料品 鷲宮

614 スズエーフォート　             久喜市鷲宮2-11-11 58-0020 写真 鷲宮

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

616 鈴木時計店　　　　　　　　　　　久喜市鷲宮2-10-12 58-0114 時計 鷲宮

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

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

619 高橋酒店　　　　　　　　　　　　久喜市鷲宮1-9-17 58-0061 酒類販売 鷲宮

620 川口屋京染店　　　　　　　　　　久喜市鷲宮1-2-18 58-0206 染物 鷲宮

621 満留賀　　　　　　　　　　　　　久喜市鷲宮1-1-34 58-6683 そば・うどん 鷲宮

622 末広　　　　　　　　           久喜市鷲宮1-1-30 58-4231 鮮魚 鷲宮

623 多幸焼 久喜市鷲宮1-10-6 57-3326 飲食業・たこ焼き 鷲宮

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



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

625 ㈱白石建設 久喜市鷲宮1-12-18 58-3131 建築業 鷲宮

626 大酉茶屋　田々 久喜市鷲宮1-8-6 58-1577 飲食業・おでん 鷲宮

627 理嬉 久喜市鷲宮245-1 57-2878 自動車部品小売業 鷲宮

628 白雪米菓　　　　　　　　　　　　久喜市八甫912 58-0210 米菓製造小売 鷲宮

629 ㈲高栄車輌　　　　　　　　　　　久喜市八甫2803-1 58-5615 自動車修理・塗装 鷲宮

630 ファィン美容室 久喜市八甫1370 58-0120 美容室 鷲宮

631 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

632 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

633 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

634 株式会社　三紀木材ホーム 久喜市中妻775-1 59-1187 建築業 鷲宮

635 しいなのCafé 久喜市中妻775-1 53-7511 飲食業（カフェ） 鷲宮

636 いなほ寿司　　　　　　　　　　　久喜市中妻1617-3 58-2094 寿司 鷲宮

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

638 ㈲但木米店　　　　　　　　　　　久喜市中妻157 58-7800 米 鷲宮

639 一の園 久喜市西大輪5-15-6 58-4605 お茶 鷲宮

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

641 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

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

643 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

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

645 ファミリーサロン　リアン 久喜市西大輪3-4-10 38-9138 理容室 鷲宮

646 串かつ元貴 久喜市西大輪3-17-2 57-1597 串かつ 鷲宮

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

648 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

649 プライベートサロン Ｄiamond 久喜市西大輪1897-10 090-3315-0121 エステサロン 鷲宮

650 紅葉 久喜市東大輪139-19 57-2222 飲食店 鷲宮

651 行政書士小川正志事務所 久喜市西大輪3-3-19 88-7379
行政書士（相続、
遺言、後見等）

鷲宮

652 ㈲金重本店　わし宮店
久喜市上内字亀尻581-1
わし宮団地第2街区第1号棟
第101号室

57-0123 青果販売 鷲宮

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

鷲宮

654 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

655 丹頂バーバー 久喜市上内478わし宮団地2-3-106 58-1331 理容 鷲宮

656 ファミリークリーニング 久喜市上内300-12 59-3113 クリーニング 鷲宮

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

658 ㈱すずき技研 久喜市上内1690 58-1778 自動車整備 鷲宮

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

660 美容室Ｊ－１　　　　　　　　　　久喜市上内1442-2 59-1933 美容 鷲宮

661 サイクルショップかながみ　　　　久喜市上内1442-2 58-8283 自転車修理販売 鷲宮

662 埼玉産業 久喜市上川崎315-4 58-2249 自動車整備 鷲宮

663 のん美容室　　　　　　　　　　　久喜市桜田3-9-5 58-3188 美容室 鷲宮

664 ナチュレ 久喜市桜田3-2-1-2 59-0009 健康食品 鷲宮



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

665 ボン・シック 久喜市桜田3-2-1-2 57-1205 婦人服 鷲宮

666 トクノ 久喜市桜田3-2-1-2 59-0190 化粧品 鷲宮

667 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

668 一銭屋本家 久喜市桜田3-2-1-2 58-6570 鉄板・定食 鷲宮

669
和ジアンダイニング
ＫＯＳＨＩ－ＫＯＳＨＩ

久喜市桜田3-1-12-2 59-4455 飲食業 鷲宮

670 東鷲宮整体院 久喜市桜田3-1-12 59-6040 整体院 鷲宮

671
アジアンカフェダイニング
　ＣＨＩＴＡ　ＣＨＩＴＡ

久喜市葛梅3-4-1 53-5538 飲食業 鷲宮

672 相武酒店　　　　　　　　　　　　久喜市葛梅9-1 58-0937 酒類販売 鷲宮

673 レストラン　くるみ亭 久喜市葛梅606-24 53-7400
ハンバーグ
ステーキ

鷲宮

674 ヘア・サロン ワタナベ㈲       久喜市葛梅606-24 58-2469 理容 鷲宮

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

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

677 洋菓子倶楽部エーデルワイス 久喜市葛梅3-1-25 59-6233 洋菓子 鷲宮

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

679 サンライズ　　　　　　　　　　　久喜市葛梅1-4-4 59-3128 パン製造小売 鷲宮

680 絆整体院
久喜市葛梅1-4-3
グリーンベル101 59-4225 整体院 鷲宮

681 学用品　トクノ 久喜市外野146 58-0088 学用品 鷲宮

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

683 ㈲ヒロ電
久喜市栄1-2-2
鷹ノ羽ビル1Ｆ

59-0345 小電製品小売業 鷲宮

684 はなび屋 久喜市栄1-1-17 31-8674 中華料理 鷲宮


