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商 品 券 名　鴻巣コウノトリ商品券
発 行 総 額　８億1,250万円（25％のプレミアム付）
有 効 期 限　平成27年7月5日（日）～12月27日（日）まで
利用できない商品　● 換金性があり、広域的に流通しうるもの
　　　　　　　 ex：商品券・ビール券・図書券類、切手、印紙、

プリペイドカード、たばこ等
　　　　　　　● 不動産
　　　　　　　● 事業活動に伴い使用する原材料、機器類、仕入れ

商品等

10,000円1冊

鴻巣市内の取扱店舗でお買い物ができる
２5％もお得なプレミアム付商品券です

鴻巣コウノトリ商品券鴻巣コウノトリ商品券鴻巣コウノトリ商品券鴻巣コウノトリ商品券鴻巣コウノトリ商品券鴻巣コウノトリ商品券

販 売 単 位

このポスターのあるお店で使えます

　　　　　　　● 国・地方公共団体への支払い並びに公共料金等の支
払い

　　　　　　　● 通信販売等の決算資金としての利用
　　　　　　　● その他、加盟店が指定する商品等

つり銭について　つり銭は出ません

問い合わせ先　鴻巣市商工会
　　　　　　　TEL ０４８－５４１－１００８

平成27年7月5日（日）～12月27日（日）まで使えます。平成27年7月5日（日）～12月27日（日）まで使えます。

見
本

見
本

お買い物は、鴻巣市内のお店で！ 商工会員募集中！

事 業 所 名 業　　種 T E L
人形

㈲新井工務店 リフォーム工事 541-1025
福島薬局 医薬品・漢方薬・化粧品 541-0244
㈲松村製粉所 そば粉及びそば関連商品（乾麺など） 541-0448
産業観光館ひなの里 川幅グルメ商品、ひなちゃんグッズ、赤物 540-3333
こうのす商工葬祭 葬祭 541-0665
エビスヤ葬儀社 葬祭・仏具 541-0423
広田屋 人形 548-8888
新井化粧品店 化粧品販売・宅急便取扱 541-0813
和食レストラン とんでん鴻巣店 和食レストラン 542-7821
伊藤畳店 国産表も取り扱っています。期間中商品券利用サービス有 541-1519
㈲大一米菓　本手焼おおとり 煎餅・あられ 541-0373
㈱鷲屋製麺所 乾麺・生麺 541-0318
森田人形製作 三・五月節句人形・羽子板・和雑貨・各種お祝い人形 542-8693
㈱マル武人形 羽子板・破魔矢・ひな人形・五月人形ｅｔｃ･･･ 541-3517
中華龍栄 ラーメン店 543-0967
手作り店　美好 和生菓子・赤飯・すし詰め合わせ 543-3448
菊英ドライクリーニング クリーニング業 542-1515
黒沢薬局人形町店 医薬品販売 540-2277
久良一 うどん、そば 542-5542
セブンイレブン深井6丁目店 食品・雑貨・加工食品 542-1344
ドラッグセイムス人形店 医薬品・化粧品・食品 543-3484

このチラシに掲載されている取扱店は、平成27年5月30日現在のものです。それ以降に取扱となった
事業所様につきましては、商工会ホームページにてお知らせします。

事 業 所 名 業　　種 T E L
ギャラリーカフェ ストーク 喫茶 090-1122-9127
きょうえいドライ 人形町店 クリーニング 543-7071

本町1丁目
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ブルーミングブルーミー スーパーマーケット 544-0011
ゴトークリーニング クリーニング 543-8326
kichijyoj i　KIKUYA 陶磁器・生活雑貨・化粧品 540-7100
静岡ヤマサ園 お茶 542-7684
銀座コージーコーナー 洋菓子 540-7147
写真屋さん４５ ＤＰＥ・デジカメプリント 543-3745
クロワッサン 生活雑貨 543-7516
マツモトキヨシ ドラッグストア 543-8227
ZELE 美容室 580-3581
海鮮料理はなの舞 海鮮居酒屋 540-7311
サモサ アジアンレストラン 543-8070
こうのすや　つけしん こうのすコロッケ、お食事等 543-7331
火道 炒飯専門店 578-8775
ケンタッキーフライドチキン ファーストフード 540-7105
ロッテリア ファーストフード 540-7135
かんたろう 今川焼、たこ焼き 543-8210
ミスタードーナツ ドーナツ 598-7090
さくら平安堂 印鑑・印刷・雑貨 543-8242
王様のお菓子ランド お菓子 543-9882
一代元 ラーメン 578-7182
あるてすた 合鍵、靴修理、印鑑 543-8351
ギャラリーアイ 婦人衣料 543-8296
バレンザ・ポー 婦人衣料 501-5242
自由が丘まるやま 呉服 540-0529
JTBリノンツーリスト トラベル 544-0151
グッズランドリー 生活雑貨 577-6670
ハニーズ 婦人衣料 543-8156

取扱店一覧
…大型店舗（共通券のみご利用いただけます。）



スワヤスポーツ

東洋タクシー㈲東洋タクシー㈲

㈲水澤商店㈲水澤商店㈲水澤商店

㈲小室商店

事 業 所 名 業　　種 T E L
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サンマルクカフェ カフェ 540-7309
ブォーナビィータ 生活雑貨 577-6807
オリヒカ 紳士・婦人衣料 540-3888
ノジマ デジタル＆生活家電 544-2711
エスペニア 婦人衣料 543-8100
グローバルセレクション 携帯電話アクセサリー 577-6080
東京スターメガネ メガネ専門店 541-9991

 Ｄｕ 婦人衣料 543-8406
ティップトップ 婦人衣料 543-8269
ラパックスワールド バッグ・アクセサリー 540-7107
ミルフローラ ジュエリー 540-7104
ラクシア トータルボディケア 543-8162
リブロ 雑誌、書籍、文具 540-7124
おしゃれ工房 リフォーム専門店 542-6535
パシオス 総合衣料 544-0080
アスビーファム シューズ 540-7137
スマート・チューンズ工房 スマートフォン修理、買取 540-3136
エブリデイ・ゴールドラッシュ リサイクルショップ 542-9555
ミニヨン アクセサリー・雑貨 543-8043

長谷川タクシー㈲ タクシーの予約も受け付けています 541-5611
こうのすシネマ 映画館 544-9205
梅林堂　鴻巣店 和・洋菓子 542-6834
㈱長嶋屋 紳士洋品、婦人洋品、寝具、京呉服 542-1131
ジュエリーショップ　メルシィ ジュエリーの販売　修理　リフォーム 540-3255
黒沢薬局 医薬品、化粧品販売 541-0301
タヌマヤ 婦人洋品 541-0063
ホームベーカリー　キタオカ パン・サンド 541-0267
学生専科さどや 学生服・制服・体育着・靴・鞄・その他学校関連用品 541-3251
㈲サッシーのぐち ケーキ・焼き菓子 541-0713
㈱松村電気 家電品販売 542-2121
かのや　新井商店 酒類　小売 541-0061

本町2丁目
㈲近江商店 ガソリン等 541-0009
小沢金物店 家庭金物、工具 541-0167
セレモホール鴻巣 仏壇・仏具 544-0088
マナカ生花　駅通り店 花・園芸 542-9260
きょうえいドライ　鴻巣東口店 クリーニング 541-2343
㈱荘内コンタクトレンズ　フォーリオ メガネ、コンタクト 541-5005
キッチンＮｏｄａｙａ 洋食 542-4662
㈲西尾商会 上下水道衛生設備工事 541-0471

本町3丁目
福島薬局 医薬品・漢方薬・化粧品 541-0176
鴻巣テンプス レディースファッション（婦人服及び服飾雑貨） 541-4836
こじゃんと お好み焼・もんじゃ・鉄板焼き 543-3390
炭火焼肉　チャンプホルモン 牛・ホルモン焼肉 577-6332
ミヤタスポーツ パパママ応援ショップ 542-1272
ヘアーサロンスガマ 理容全般 541-4265
メンズショップ　マルミヤ 紳士服 542-1210
美容室　Ｆｏｒｔｕｎｅ ヘアカラー、パーマ、カット 543-2331
㈲オールスポーツ スポーツ用品 541-0370
㈲まるしげ食器店 陶磁器、漆器、ガラス器、家庭金物 541-0433
スワヤスポーツ 剣道具・柔道衣・刺繍 541-0404
木村木材工業 リフォーム 542-8111
水彩工房鴻巣本町店㈱久保田燃料 住宅設備機器、各種リフォーム 541-4711
ナミキ靴店 靴、ひなちゃんカード加盟店 541-0201
立川園 お茶・のり・茶器 541-1076
アンジュ 手作り雑貨 543-3696

本町4丁目
埼玉養蜂㈱ 蜂蜜・蜂蜜加工品 541-1104
炭火焼肉　七二〇 炭火焼肉 594-9363
まるたけ寝具 寝具仕立、小売 541-3445
㈲木村屋製菓舗 日本一川幅どらやき・いがまんじゅう・いが栗まんじゅう 541-0340
奥澤書店 書籍・文具 541-0144
鮮魚のかねはち 刺身・魚介類の販売 541-0039
柳家 飲食(うなぎ・割烹） 541-0245
music shop JAM CD・DVD販売 542-0591
伊田ベビー 育児乗物・玩具・介護用品・介護保険取扱店 541-0535
末廣屋呉服店 きものと和装小物・シミ抜き・丸洗い 541-0624
化粧品の乙女屋 資生堂・カネボウ・コーセー・ディシラベネフィークエステ取扱い 541-0623
ソレイユ 喫茶・軽食 542-8470
東洋タクシー㈲ タクシー 541-3207
堀口履物店 サンダル・和装履物 541-3068
しちりん亭 ホルモン焼き　焼肉 543-1029
WELL SIDE 婦人服 541-2355
㈱清水商店 金物・工具・塗料・カギ・錠前 541-1421
ジャノメミシン鴻巣店 ミシンの販売・修理 543-4634
大正家 魚、貝類、アルコール類、食事（和食）等 541-0073
西洋料理　メイキッス 西洋料理 542-4953
玉屋化粧品店 カネボウ、リサージ・トワニー、各種エステ、カウンセリング 541-0840
㈱アサヒコミュニケーションズ 各種印刷・Ｗeb作成・企画提案 541-5152

本町5丁目
㈲新井製あん 生あん・練あん・もち草・上新粉等 541-0512
㈲サイトウ電気 電気工事 541-5121
モード．サロン．キヨ 婦人服全般 541-5903

事 業 所 名 業　　種 T E L
味庵 韓国料理 542-3422
原口米穀店 米・灯油・日用雑貨 541-0549
カフェレストランリバティ 日替りランチ　ケーキセット 542-3923
助六 やきとり、飲食 542-5861
直政 割烹 542-8613
弘栄堂 補聴器、時計、メガネ 541-3309
手打ちうどん　長木屋 手打ちうどん 541-0371
紅屋化粧品店 コスメデコルテ、プレディア 541-3427
いづや 化粧品、小物販売 542-3361
ほぐし家　もみ猿 ボディケア・フットケア 501-5045
マノ美容室 美容院 541-0336
㈲吉岡雄心堂 書籍、雑誌、文具、印鑑 541-0129
鴻巣ホルモン ホルモン焼肉、焼肉 542-1554
ホビーワイド 模型小売 543-0565
暮らしのうつわ　成田本店 食器、贈答品、家庭用品の販売 541-0040
メガネのナガシマ メガネ、補聴器販売 541-0836
ミツボシ薬品 中国の漢方薬・保健食品 541-0154
ゆき寿司 江戸前　活魚　寿司　飲食 542-1234
多茂登 お食事・喫茶 541-0540
ドラッグあさや鴻巣店 一般医薬品・食品・日用雑貨 541-0894
串あげ　木むら 串揚げ、飲食 543-0494
ふたば洋品店 洋品　小売り 541-1438

本町6丁目
山弘商店 日用品雑貨・清掃用品・結納品・和洋紙・線香 541-0027
㈲オカダヤ寝具店 寝装寝具、綿ふとん打ち直し、羽毛ふとんリフォーム等 541-0504
㈲水澤商店 住宅設備販売工事 541-0614
アライヤ写真館 写真 541-0253
イタノ洋品店 紳士、婦人、学生衣料 541-0554
ラジアルショップ鴻巣 タイヤ・カー用品 541-0021

本町7丁目
大石屋 酒小売 541-0503
明晃電気商会 家電販売・電気工事 541-0819
ENEOSゲートイン鴻巣S・S タイヤ交換・エンジンオイル他 541-0126
㈱小川商店 ガス器具一式及び設備工事 541-0126
CUT SALON Luce 理容 542-8328

本町8丁目
ヘアーサロン　ハッピー 理容 541-0875
おおぎや化粧品店 資生堂・カネボウ化粧品 542-0356
地球堂 印刷・生花 541-0831
漬金商店 奈良漬 541-0131
嶋田屋果実店 果物・盛篭 541-0044
㈲杉浦雑貨 日用品・雑貨 541-5702
㈲みしまや 婦人服 541-0157
レンタルスタジオココモ カラオケスタジオ 542-9339
萩原輪店 自転車、バイク販売修理 541-5682
㈲荒井電気・エルメックアライ 家電販売・電気工事・修理 541-0430
小林理容室 総合調髪・毛染め 541-5604
丸八酒店 酒類・食品販売 541-0071
田辺染物店 染物・洗はり・長浜・丹後ちりめん10％引き 541-0519
サントノーレ・コミヤ 自家製洋菓子・パン◎パパ・ママカード◎ひなちゃんカード 544-1122

本宮町
コワフール　アーテスト メンズカット、レディース顔そりエステ 541-0739
田沼屋米茶店 食料品小売 541-0266
新藤商店 LPガス・燃料・日用雑貨 541-0622
薬局おちあい 医薬品等 542-4483

雷電
㈲小室商店 ガス器具・灯油販売 541-0611
たぐち 精肉・惣菜・テイクアウト中華 541-0149
斉藤一人さんのまるかんのお店　明るく楽しく まるかんのサプリメント・化粧品販売 543-5862
やわらかとんかつ　とん兵衛 とんかつ 540-6336
㈱藤井電気 電化製品全般・電気工事・リフォーム 541-0307
保りか和 焼そば、お好み焼き、鉄板焼き 541-5351

加美
黒沢薬局加美町店 医薬品販売 542-6039
㈲山本青果 野菜・果実 542-1611
㈲遠忠屋タクシー タクシー 541-0207
ぷちショップ　ナオイ ビール・焼酎・洋酒・その他酒類 541-0277
マナカ生花　加美店 花・園芸 543-0032
田中輪店 自転車 541-0837
かねそう輪店 自転車・バイク販売整備 541-1356
㈲木村製麺工場 乾麺類 541-0173
ヘアーピクシー 美容 541-1542
ビューティサロン　パンジー パーマ、カラー、縮毛矯正、着付、カット 542-3549
星野塗装 内外装塗り替え、防水工事住宅塗装、その他 596-5021
じてんしゃのサイド商会 自転車、電動自転車、子供車、スポーツ車、販売修理 596-2974
中国料理　金鶏 中国料理各種・定食セット等 596-2322

宮地
㈲小橋屋商店 酒類・飲料・森永乳製品 541-3627
炭火焼肉　三宝苑 焼肉、ホルモン焼 541-2989
磯幸 寿司・割烹・フルーツサービス 541-3244
㈲コミタ商会 自動車部品・タイヤ・バッテリー・オイル 572-2221
そば切り屋　金木庵 自家仕込みそ使用　冷汁そば。10/31まで 542-1840

東
大和屋製菓 和菓子・団子 542-7001



事 業 所 名 業　　種 T E L
ジュエルヤマザキ 宝飾品・時計・眼鏡・補聴器の販売と修理 541-3044
アイメガネ鴻巣東駅通店 メガネ・補聴器・コンタクトレンズ 542-0001
エネスタ鴻巣 ガス機器・システムキッチン・バス等 544-2520
洋菓子店　3月のうさぎ 生洋菓子（フランス菓子）・クッキー・かわいいギフト 541-2682
㈱十万石ふくさや鴻巣店 和洋菓子 542-6699
柏木建設㈱　鴻巣支店 リフォーム、その他建設業全般 542-3461
㈲ヒライ贈商 贈答品・記念品・名入れＰＲ品販売 542-3637
経急送 軽自動車運送・運転代行・ハンドキャリー 543-7090
パリミキ鴻巣店 メガネ、補聴器、コンタクトレンズ 542-9222

天神
若どりの松平 若どりの唐揚、焼きとり他 541-4044
㈲武塚屋酒店 酒類・食品 541-0545
㈱山本新聞舗 毎日、日経、東京、埼玉新聞 541-0309
㈱ミノル設計　 建築設計 543-1458
小山一商店 日用品・雑貨 541-0172
丸新石油㈱　ニュー鴻巣給油所 給油・洗車、カー用品 541-5635
㈲丸福遠藤工務店 リフォーム 541-1765
西川チェーン　スリープ愛ランド 寝具店 543-5282
田口自動社整備工場 自動車整備 541-0070
ドラッグセイムス鴻巣薬局 医薬品・化粧品・食品 540-6620
上尾三菱自動車販売㈱鴻巣店 自動車販売・設備・保険業務 543-6161
ビッグエー鴻巣天神 食品・酒・日用品 540-1686
創作洋菓子　梛の樹 洋菓子 598-8979

市ノ縄
㈲萩原農機 農業機械販売・修理(家庭菜園機械・トラクター･コンバイン等） 597-3628

鴻巣
ドラッグストアセキ 鴻巣免許センター前店 ドラッグストア 540-3200
ヤオコー鴻巣免許センター前店 食品スーパー 540-7211
浅見サッシ店 アルミサッシ・エコガラス・エクステリアの販売施行 542-0422
下遠野時計メガネ店 時計・メガネ・宝飾 541-3758

中央
花の店　ダン・エモン 生花・鉢物　その他 541-8717
そば処　おおつか そば・うどん・ラーメン・丼物・セット物 542-7722
馬車道　鴻巣文化センター店 レストラン 540-1497

生出塚
㈱マツモト電化 家電販売・リフォーム 543-0884
きょうえいドライ ビチェーズ店 クリーニング 543-3456
おうちサポート協和 家電販売・修理・リフォーム 542-6162
マミーマート生出塚店 生鮮食料品を中心としたスパーマーケット 542-7132
パソコン修理ハウス パソコン販売・修理・セットアップ 543-3240

箕田
鈴木自動車工業㈱ 自動車販売・整備・車検(民間車検場)・保険業 596-5581
おかむらでんき 家電販売・電気工事 596-0019
スーパービバホーム鴻巣店 日用品・工具・資材全般 595-2811
千明だんご北鴻巣店 お団子・お煎餅他和菓子 596-0585

  MEGAドンキホーテ北鴻巣店 ショッピングセンター 596-3810
黒沢薬局　メガドンキ店 医薬品、化粧品販売 596-6843

  ドラッグセイムス鴻巣宮前店 医薬品・化粧品・食品 595-1475
ヘアーサロンきのした 理容 596-0255
和風レストラン　とき 和食・うどん・そば 596-1523

  和処　小松や 天ぷら・うどん・そば他　ご宴会・お弁当(要予約） 596-3564
㈲ボディーピット 自動車修理 597-1116

稲荷町
㈲吉田新聞店 新聞販売 596-0188

愛の町
洋服の青山　鴻巣店 紳士・婦人衣料・洋品 597-3993
ヘアーサロン・クラウン 理髪業・顔そり等 596-2841

  カットサロン　Ｆｉｒｓｔ 理容、レディースシェービング 595-3293
㈲ライズ 自動車・バイク・自転車 596-8960

ひばり野
Hair Salon Toko.toko 理容 542-1011

八幡田
  ㈱ファイブイズホーム 鴻巣店、鴻巣鎌塚店 住宅販売 595-2910
ケーズデンキ鴻巣店 家電製品販売 595-2778
㈲コウノ電化センター 家電販売・リフォーム 596-5196

神明
  ベーカリーパーム パン 595-0150
美容室　フォルテシモ 髪と地肌にやさしいオーガニックカラーがおすすめ！ 597-2400
カスミフードオフ・ストッカー鴻巣店 食品全般 596-1800
アベイル鴻巣店 衣服 595-2893
鈴木酒店 酒類小売 542-1538

  モードきみえ ダンス用品、カラオケドレス、婦人服、シューズ 596-4008
いさみ屋酒店 酒類、調味料、飲料水、食品 596-2972

  パナハート・カワカミ 家電品・修理・電気工事・リフォーム 596-3094
山崎クリーニング店 クリーニング全般、ジュウタン・カーペット・毛布寸法直し等 596-3164

  ㈲大塚建材工業 建設全般 596-9578
赤見台

  アノンクリーニング北鴻巣駅前店 クリーニング業 596-1071
養老乃瀧　北鴻巣店 生ビール・地酒・サワー類・焼きとり 596-4341

  きょうえいドライ　北鴻巣店 クリーニング 597-2255
すし玄　北鴻巣店 寿司　お持ち帰り専門店 597-2557

  矢島生花店 生花・鉢物 596-3396
ウェルシア薬局北鴻巣駅前店 ドラッグストア 597-3038
マミーマート北鴻巣店 生鮮食料品を中心としたスパーマーケット 596-7620

事 業 所 名 業　　種 T E L
AOKI鴻巣店 紳士・婦人衣料・洋品 596-0788

栄町
  レストラン蔵王 レストラン、喫茶、宴会、クラス会、同窓会、パーティ 542-5449
吉見屋食堂 手打ち川幅うどん、手打ちうどん、手打ちそば 541-5324
中央住宅消毒 住宅白蟻消毒 クリーニング ハチ、害虫駆除 小動物捕獲 541-2821
㈲大国屋商店 燃料・食品・クリーニング 541-0864
オグチスポーツ スポーツ用品 542-3667
ドラッグストアセキ 鴻巣栄町店 ドラッグストア 540-6780

宮前
セブンイレブン鴻巣宮前店 食品・雑貨・酒等 597-3033
㈲アートクリーンプロタイムズ鴻巣店 一般工事・リフォーム建設業全般 595-1633
関根住宅建設㈱ 新築・リフォーム建設業全般 596-0160
ベルク鴻巣宮前店 食品スーパー 595-2320

大間
京　美容室 カット・パーマ・ヘアーダイ 596-5444
そば処　咲くら 手打ち　そば 542-3333
三孝理容 理容 542-3388
加登屋金物 金物全般 541-2302
コープみらいミニコープ大間店 野菜・果物等食料品一般 543-3133

  きょうえいドライ　鴻巣西口店 クリーニング 543-5566
そば茶房　さいや 十割そば 543-0423
そば処　いちい 手打ちそば専門 541-5465
パン工房　ファイン 手作りパン・関連商品 543-8833

糠田
㈱オリジナルペイント 塗装工事 596-8167

滝馬室
ガレージ　アルファ 自動車整備・車検・販売 541-0984
美よ志菓子舗 生菓子、袋物菓子 541-0779

  黒沢薬局滝馬室店 医薬品販売 540-6556
寿し屋のいしい 寿し各種 542-7204
橋本屋商店 米穀肥料・小麦粉・玄米お買上精米サービス 541-0343

逆川
坂口ラーメン ラーメン 543-8668

  といだ印刷 ケイネット・チラシ・名刺・伝票等各種印刷 541-8603
㈱ヤオコー鴻巣逆川店 食料品 540-0611

小松
らーめん秀山 ラーメン、他 542-6960
黒沢薬局小松店 医薬品販売 540-5454
理容室ヤマ 理容 543-3883

松原
美容室　ティンカーベル 美容 542-5044
㈲カトウ工務店 新築・リフォーム・修繕 541-1014

  おしゃれの店　エレガンス 化粧品販売 543-0348
酒の川嶋屋 酒類 543-4644
フレンドマート　角屋 酒・食品・たばこ 541-7937
寿司・和食　鮨源 寿司・和食 542-3566

氷川町
ファッションセンターしまむら鴻巣店 衣料品・服飾小物・寝具・インテリア 540-6691
エネスタ鴻巣西 ガス機器・システムキッチン・バス等 598-6770
もみじや 和菓子・いがまんじゅう 542-0150

笠原
㈱小松屋農材 種苗・農園芸資材・農薬・グリーンハウス 541-3727
経堂コンクリート㈱ コンクリート二次製品　販売 541-3019

常光
樋口屋 きもの・振袖・和装小物・きもののお手入れ 541-3963

上谷
千明だんご だんご・他和菓子 541-2270
千明だんご上武倉庫前店 お団子・お煎餅他和菓子 541-2516
ラーメン一代元　鴻巣上谷支店 ラーメン 594-8105

安養寺
竹内輪業 自転車・バイク 541-1434

原馬室
ヘアーサロンYAGI 理容 541-5572
㈱ブループライド ハウスクリーニング 514-9043

登戸
チェリー薬局 医薬品 597-1075
畑中酒店 酒・一般食品 596-2977

緑町
マルコー たばこ、食品、雑貨 596-3281

堤町
兼六舎クリーニング クリーニング 596-8516

寺谷
鴻巣フラワーサービス 花き園芸植物・資材仲卸 595-1187
ベーカリーオリーブ パン 597-1117
パンジーハウス 鴻巣農産物直売所（花・野菜・米・資材） 596-8122
てらや本館・別館 鴻巣うどん・地産地食堂 596-6500

筑波
サイド商会　吹上店 自動車修理、アフターサービス万全 548-7369
TEN－KATSU 中華＆創作料理 548-0145
梅寿し すし、宴会 548-2349
そば処　つくば そば 549-1218

吹上本町
㈱十万石ふくさや　吹上店 和洋菓子 549-0022



経営（税務・労務・金融・創業等）のご相談は『鴻巣市商工会』へ お買い物は、鴻巣市内のお店で！ 商工会員募集中！

事 業 所 名 業　　種 T E L
カフェ　ド　ヴェリテ コーヒー・紅茶・パスタセット・ケーキセット 549-0701
ヘアースタジオ　M-1 理容 548-0942
瀧乃家 飲食 548-5455
だんご屋商店 和菓子販売 548-2074
ふとんのふなやま 寝具 548-2063
理容平賀 理容 548-2379
中村屋 雑貨 548-0146
焼肉飯店　一富士 焼肉 548-0143
フレッシュストアー ニワ 青果物及び食品 548-0403
ヘアーサロンモリタ 女性のお顔そり 548-1240
今井薬局 医薬品・介護用品・雑貨 548-2179
ヨシノヤ洋品店 婦人服、たばこ 548-2075
石田洋服店 衣料品 548-0637
森田理容室 理容 548-0967
㈲吉田商店 ＬＰＧ／住宅設備機器・各種燃料 548-0232
タムラサイクル 自転車・バイク販売修理 548-0116
加藤理容所 理容 548-2616
㈱吹上米穀 米穀・雑穀・サービス券進呈（吹上サービス商品） 548-0003
たかのチェーン　吹上駅前店 だんご、寿司、弁当、和菓子、朝生製造販売 548-4158
㈲野口商店 ガス・灯油・住設機器 548-0108
原肉店 そうざい、肉類 548-0027
みどり薬局 医薬品 547-2023
ムサシヤ 吹上町内小学校制服体操着取扱店 548-0002
㈲吹上鳥正 牛・豚・鶏肉　精肉業 548-0229
たかはし酒店 酒・飲料・たばこ・食品 548-2270

吹上富士見
㈲小林電気商会 家電・上下水道設備工事 548-6066
富士見野菓子店 和菓子製造販売 548-7545
中国料理　恵玉 中国料理 549-1492
アノンクリーニング吹上団地店 クリーニング 549-1439
フードオフストッカー吹上店 食品スーパー 548-2677
小林薬局 医薬品、化粧品、エステ 549-0812
コミュニティカフェ　幸茶店 ランチ、ドリンク、学習支援 598-7614

南
㈲魚七 ランチ、刺身販売のみ利用可。宴会利用不可。 548-5911
セブンイレブン吹上南店 食品・雑貨・酒等 548-8430

大芦
㈲柳建設 土木・建設・リフォーム 548-0530
吹上バッテリー　 自動車電装修理 548-2950
埼玉礦油㈲ENEOS吹上西 ガソリン、軽油、オイル等※鴻巣市内初「樹脂エマルジョンコーティング洗車」 548-4532

荊原
㈱エムエスシー コンピュータハードウェア販売・ＨＰ作成・ソフトウェア開発 547-3111

北新宿
AOKI鴻巣吹上店 紳士・婦人衣料・洋品。 547-0188
ヤオコー鴻巣吹上店 食品スーパー 547-1211
GINZA LOVELOVE吹上店 ブランド品(バッグ・財布・時計・ジュエリー) 548-9500

  宮脇書店　鴻巣店 書籍 547-3700
アイメガネ鴻巣ウニクス店 補聴器　メガネ　コンタクト 547-0001
タリーズコーヒー　ウニクス鴻巣店 コーヒー等 548-5294

  シャトレーゼ　ウニクス鴻巣店 小売業 548-6888
ペットパーク鴻巣 ペット用品・生体（犬、猫）販売 594-8241
ホームバザー鴻巣店 生活雑貨品 598-5541
boom hair plus 鴻巣店 美容室 549-2442

鎌塚
御宴会・お食事処　あたらしや うどん・丼物・定食・宴会 548-0047
あたらしや酒店 食品、酒等 548-0045
馬車道　鴻巣鎌塚店 レストラン 549-0659
㈱会議録センター 会議録作成 548-3075
黒沢酒店 酒類 548-6377
吹上さく泉工業㈲ 水道工事・設備工事全般 548-0214
㈲宇田川工務店 リフォーム住宅設計各種施工、診断等 548-2851
江戸廣鮨 ランチ　にぎり御膳　ちらし御膳各970円（税込） 548-2650
西友　吹上店 スーパーマーケット 549-2280
メガネフラワー吹上店 メガネ・コンタクト 547-3069
ファッションセンターしまむら吹上店 衣料品・服飾小物・寝具・インテリア 547-1045
梅林堂　吹上店 和・洋菓子 548-0054
ドラッグストアセキ　吹上店 ドラッグストア 547-3900
クール美容室 美容 549-1456
㈲後藤衛生社 浄化槽清掃・点検・ごみの片付け 549-2271
セブンイレブン吹上鎌塚店 食品、雑貨、酒等 548-2568
大丸クリーニング商会 クリーニング・ポイントサービス 548-5544
ボイス・カラオケスタジオ カラオケ 548-5567
㈲フラワーショップせきね 花・園芸 549-0187
本店タカハシ吹上店 衣料品販売 548-0055

下忍
アングル（美容室） 美容室 548-3177
ASTRO HOBBY JAPAN・RCネットサービス・全日本空撮サービス ラジコン製品・マルチコプター（ドローン）空撮サービス 548-6969
魚好 鮮魚・食品 548-0830

袋
ア
ピ
タ
吹
上
店

アピタ吹上店 大型ショッピングモール 547-1771
ハリカミプレ ギフト、雑貨 549-1356
クロシード 靴（子供、婦人、紳士） 598-4566
ラ・フェスタ レディスファション 548-3121

事 業 所 名 業　　種 T E L
梅辰亭 弁当、揚げ物 548-3006

ア
ピ
タ
吹
上
店
専
門
店

たき家道頓堀　くくる たこ焼き 547-1735
分福屋厚之助 たいやき 548-9033
ミスタードーナツ ドーナツ、ドリンク、飲茶 547-1791
四六時中 飲食 547-1775
ラーメン十勝 ら－めん 549-2306
オーブン亭 洋食（ハンバーグ、パスタ） 548-8011
静岡ヤマサ園 お茶 547-1900
まめぞう コーヒー 548-7709
フラワーショップ　ラン 花 548-8815
クリーニング　ふじ クリーニング 548-9277
オンフルール エシテティックサロン＆ヨガスタジオ 548-8548
ステイジクルー 美容室 548-0861
シーべレット ファンシー雑貨 547-1747
サンフォート２１ 写真、プリント 548-2547
ベルナール ベーカリー 548-8411
茶月 寿司 547-1050
ジュアン レディスファション 547-1047
ギャルフィット／ジニー レディスファション 547-1748
レディースランド　ココ レディスファション 548-8033
ビーサイド レディスファション 548-3992
マミーリブレ レディスファション 547-0505
エスプリ・ピノーレ レディスファション 548-8989
さが美 呉服 547-1753
パステル バラエティグッズ 549-3039
コジマ バッグ 548-2888
タツミヤ 婦人服 548-9089
誠美堂 宝石、アクセサリー 598-7651
ザ・クロックハウス 時計 548-5995
パリ　ミキ メガネ、補聴器 548-6605
マックハウス ジーンズ、カジュアル 549-1321
ロッテリア（フードスクエア） ハンバーガー 547-1767
夢屋書店 本 547-1060
リフォームサンワ 洋服のお直し 548-4455
ＪＴＢリノンツーリスト 旅行業 548-5711

ワークマン吹上店 作業着・作業靴・軍手 548-7785
上新電機㈱鴻巣店 家電製品、リフォーム、おもちゃ 549-3811
タイヤセレクト吹上 タイヤ・ホイール・オイル・バッテリー・その他カー用品 547-1665

前砂
根岸輪業 新・中古車自動車販売・修理・車検 548-0803
葬儀式場　吹上平安会館 葬儀・法要・供物・ギフト・他 547-2355
78coffee 珈琲豆（粉）　雑貨　アンティーク 538-8527
梅や 居酒屋 549-1445

三町免
お米と肥料のかねすぎ商店 お米・肥料・農薬（ご来店時天然力茶で一服） 548-2543

明用
㈲早田硝子店 期間中、内窓・収納網戸取付工事時　製品代5％引 548-5060

新宿
クリーン薬局 医薬品 548-6392
酒のやまや　鴻巣吹上店 酒、食品全般 501-8510
ホンダカーズ吹上 ホンダ車の販売及び整備 548-0351
ケーヨーデイツー吹上店 日用品、工具、資材。購入後のアフターサービス料等には使用不可 549-2366

屈巣
HAIR SALON wakayama 爆睡マッサージ、ヘッドスパ、レディースシェ－ブ等 569-1011
メイ･ワン “強力万能環境クリーナー”各種 569-5731
みのざわや ラーメン・ギョーザ他 569-5500
出光興産川里給油所 ㈲坂口石油 ガソリン・オイル等 569-0920
ヘアーサロン　ヨシハラ 理容 569-0782
和食の店　すしたつ うなぎ・すし 569-0787

広田
一福 大福、いがまんじゅう 569-0300
野口屋商店 食料品・日用雑貨 569-0020
東屋酒店 酒類・本格焼酎・業務店卸 569-1182
福井耐火㈱ 陶芸壺修理等 569-0069
荒川商店 食品・日用品・宴会・仕出し 569-0028
㈲大山モータース 自動車・バイク・自転車修理・販売 569-0031
松崎洋品店 総合衣料・学生用品一式 569-0044
アバンセ川里店 生鮮食料品 569-3378

北根
木暮美容室 美容 569-0070
田嶋製菓舗 いがまんじゅう、各種和菓子 569-0054
㈱イシワタ 農機具販売・修理及び給排水工事・LPガス販売・工事 569-0613

関新田
㈲尾沢電化センター Panasonic太陽光発電取付工事認定店・各種電気設備・設計・施工・家電製品・販売修理 569-0120
花久の里 花音里うどん、特産品（野菜、いがまんじゅう）等 569-3811
鴻巣カントリークラブ ゴルフ場 569-1141

新井
きょうえいドライ　本店 クリーニング 569-2222


