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相川食堂 七本木2598 33-4988 飲食業 ｶｯﾄﾊｳｽ　フクシマ 七本木2618-4 33-2822 サービス業・その他

相川石油 長浜1189-9 33-0099 卸・小売業 ㈲割烹　小菊 堤968 33-0339 飲食業

彩美容室 神保原町1155-6 34-2405 サービス業・その他 カナザワ文具 金久保76-10 33-0861 卸・小売業

㈲アライ 神保原町540-2 33-3051 卸・小売業 cafe ムスビ 大御堂740-1 33-4626 飲食業

イーグルエンタープライズ 嘉美1165 33-5278 サービス業・その他 上里種苗 金久保226 34-3522 卸・小売業

イエダ理容所 嘉美611-1 33-7473 サービス業・その他 上里レーシング自動車整備工場 金久保509-1 33-1625 サービス業・その他

イオンタウン上里（一部取扱いのない店舗あり） 金久保359-1 35-0600 大型店 ｶﾚｰﾊｳｽ　モロッコ 七本木2564-1 33-7862 飲食業

いずみや 神保原町246-2 33-4878 卸・小売業 か 関越商事㈱ 七本木5459 35-2112 サービス業・その他

磯野商店 黛23-3 33-0447 卸・小売業 き キトー商会 七本木2822 33-7120 卸・小売業

㈲いりプロパン 五明643-1 33-0825 卸・小売業 け K's Auto(自動車鈑金) 大御堂582-2 71-8508 サービス業・その他

いわしょうメモリアル 勅使河原1566-9 71-7227 サービス業・その他 こ コグレ・インサツ 神保原町310-2 33-0721 サービス業・その他

ヴィジョン体操クラブ 金久保174-2 33-2619 サービス業・その他 埼玉北部ヤクルト販売㈱上里センター 神保原町507-1 33-8983 卸・小売業

㈱ウエイ 神保原町1995 33-1324 卸・小売業 齊藤商店 嘉美1045 33-9257 サービス業・その他

㈱魚栄ストアー 神保原町479-2 33-2837 卸・小売業 ㈲サイハン 帯刀219 33-8131 卸・小売業

内山酒店 堤652-1 33-0327 卸・小売業 埼北三菱自動車販売㈱ 七本木3005 33-4010 卸・小売業

鰻・天婦羅　しんかい 嘉美818-5 33-3390 飲食業 酒井自動車鈑金塗装 大御堂525 33-0328 サービス業・その他

おおぎやラーメン　上里店 神保原町892-3 33-2800 飲食業 さくらけん 神保原町525-1 33-3125 サービス業・その他

ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟ　サカモト 七本木1722-1 33-2440 卸・小売業 さくら給食㈱ 嘉美1538 33-1881 飲食業

おおみや 三町562-10 33-0054 飲食業 佐藤サイクル 神保原町446 33-2342 卸・小売業

お好み焼ま専科　いいじゃん 七本木2106-5 34-4141 飲食業 佐波屋 神保原町268 33-6511 卸・小売業

お食事処酒処　どんたく 七本木3470-7 33-8028 飲食業 サンワード 金久保747-1 33-5533 卸・小売業

お茶の藤美園 嘉美440 33-2551 卸・小売業 JA埼玉ひびきの 上里農産物直売所 七本木165-3 33-6871 卸・小売業

鬼うどん　金田 七本木5407 34-1515 飲食業 ㈱シックスサービス 七本木2881 33-6000 卸・小売業

カーペイント工房㈲ 七本木2483-4 71-5298 サービス業・その他 渋澤酒店 三町575 33-0501 卸・小売業

カインズホーム上里本庄店 神保原町1845 35-1111 大型店 澁澤タイヤ 三町607-6 33-0957 卸・小売業

柏屋 七本木5341 33-3040 卸・小売業 シャディサラダ館神保原店 神保原町327-5 33-9001 卸・小売業
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㈲十字屋プロパン 三町736 33-0629 卸・小売業 て ㈲手計石油 神保原町873 33-4650 卸・小売業

㈲松栄庵 金久保558-1 33-4386 飲食業 東華園 神保原町418-5 33-4592 飲食業

じゅんちゃん寿司 帯刀778-3 33-3712 飲食業 とりせん　上里店 七本木2033-1 34-1955 大型店

上州屋 神保原町273-3 33-3037 飲食業 生そば　増屋 七本木3662-13 33-2767 飲食業

上武・リフォーム 八町河原2692-2 34-1467 サービス業・その他 ㈲納谷工務店 七本木2106-3 33-4265 サービス業・その他

食事処　あじさい 七本木2966-1 33-8025 飲食業 に 肉の天城 神保原町479-2 33-4411 卸・小売業

進学教室　優スクール 七本木5775 33-9818 サービス業・その他 ね 根岸農機具店 神保原町562-1 33-2904 卸・小売業

杉山寝具店 七本木2638-5 33-1797 卸・小売業 patisserie  Rue principale 七本木3702-8 71-6003 卸・小売業

寿し秀 七本木3480-4 33-9266 飲食業 PUB　金魚鉢 三町21-1 33-9992 飲食業

ｽﾅｯｸ　ひろりん 七本木2735-1 34-3901 飲食業 浜町みき整骨院 七本木2272-1 ウニクス上里2F 71-6127 サービス業・その他

㈲すみれ旅行社 金久保712-5 33-0505 サービス業・その他 Pizzeria da Mikino 大御堂740-1 33-4626 飲食業

セーブオン 上里七本木西店 七本木1447-2 35-2030 卸・小売業 ひだまり食堂 金久保290-1 33-5704 飲食業

セブンイレブン 上里神保原店　㈲イナリヤ 神保原町447-1 33-2353 卸・小売業 日野岩酒店 神保原町544-1 33-3041 卸・小売業

セブンイレブン 上里金久保店(7/29 OPEN) 金久保704-1 33-2150 卸・小売業 ファッション市場サンキ 七本木2558-1 七本木モール内 34-3181 大型店

セブンイレブン 上里嘉美店 嘉美1280-1 34-3330 卸・小売業 藤島商店 金久保101-1 33-1910 卸・小売業

そ 蕎麦　しみず 七本木1398-1 76-8661 飲食業 藤屋洋品店 長浜1019-3 33-0330 卸・小売業

㈱たかとも 七本木3160 33-2930 卸・小売業 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｨ　イイジマ 三町942-1 33-0044 卸・小売業

高橋自動車㈱ 七本木2913-2 33-2048 卸・小売業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　渋沢 七本木820-2 33-0206 サービス業・その他

㈲田島電器 神保原町776-9 33-2946 卸・小売業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　スギヤマ 神保原町313-1 33-1713 サービス業・その他

たち川 三町864 33-0860 飲食業 ﾍｱｰｻﾛﾝ　セキグチ 七本木3490-7 33-1999 サービス業・その他

田中理容店 神保原町267-19 33-5969 サービス業・その他 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ナミキ 金久保804-1 33-0393 サービス業・その他

田沼自動車 七本木928-3 33-0157 サービス業・その他 HAIR K FACTORY 三町814-5 34-2796 サービス業・その他

ち 中国飯店 七本木327-1 33-2017 飲食業 ㈱ベルク　上里ＳＣ店 金久保359-1 35-0300 大型店

塚越製菓店 神保原町312-4 33-1088 卸・小売業 ㈱ベルク　七本木店 七本木2558-1 34-2700 大型店

塚田酒店 神保原町690 33-3018 卸・小売業 弁当弁 七本木5505 71-8610 飲食業

て ㈱テイスト 大御堂85-13 71-8809 サービス業・その他 ほ 北部自動車工業 神保原町1562 33-6320 サービス業・その他
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保険やさん２４ 神保原町268 34-3737 サービス業・その他 四ッ谷ランドリー 七本木5635 33-0515 サービス業・その他

ほっともっと上里七本木店 七本木2565-1 33-9575 飲食業 萬屋 五明564-1 33-0635 卸・小売業

ﾎﾞﾃﾞｰｼｮｯﾌﾟ　アメリカ屋 七本木1 33-3274 サービス業・その他 ラーメン一代元 上里店 七本木2968-3 33-3970 飲食業

堀口商店 金久保804 33-0982 卸・小売業 ラダーオート 長浜702-1 33-0091 サービス業・その他

㈲堀込設備 神保原町331-8 33-0959 サービス業・その他 龍門 七本木2923-65 34-1777 飲食業

本庄デンカ㈲ 堤669-9 33-1057 卸・小売業 理容室　ティーポ 七本木977-7 34-0489 サービス業・その他

㈱前木屋 神保原町522-4 33-3010 卸・小売業 レストラン青山 七本木2572-10 33-4210 飲食業

マツモトキヨシ 上里七本木店 七本木2560-4 34-0818 大型店 ﾚｽﾄﾗﾝ　やまふる 七本木2038-5 33-5269 飲食業

丸山登記測量事務所 七本木3663-3 33-4622 サービス業・その他 ろ ろくろ 七本木5355 33-7994 飲食業

三鷹寿司 七本木3553-3 33-8113 飲食業 わ Y．Yモータース 嘉美185-2 33-8899 サービス業・その他

ミニストップ 上里三軒西店 七本木1257-5 34-2800 卸・小売業

みやまえクリーニング 七本木3022-1 33-6435 サービス業・その他

ﾒｶﾞｾﾝﾀｰトライアル 神保原店 神保原町495 35-2200 大型店

メガネのイタガキ 七本木2272-1 ウニクス1階 35-3535 サービス業・その他

む 村島製菓 三町746 33-0530 卸・小売業

ﾓｰﾀｰﾗﾝﾄﾞ　サカモト 神保原町169-3 35-2063 卸・小売業

㈱森村自動車 神保原町841-1 33-3181 卸・小売業

㈱ヤオコー　上里店 七本木2272-1 35-2711 大型店

焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ　コチカル 七本木3662-12 33-8021 飲食業

やど住設㈲ 勅使河原1176 33-0353 サービス業・その他

山岸商店 三町949-4 33-5637 卸・小売業

山口豆腐店 神保原町532-1 33-2360 卸・小売業

山下商店 神保原町796-2 33-3930 卸・小売業

豊寿司 七本木5789 33-5014 飲食業

夢みるぱさり 三町828-4 33-1123 飲食業

よ ヨコムラ薬局 嘉美814-5 33-8118 卸・小売業
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