
コクボスポ－ツ 滑川町福田827-5 56-2985

ショッププラザ　きくや 滑川町福田827-1 56-2649

ハッピーコスメタケイ（タケイ薬局） 滑川町福田665-4 56-2023

藤 田 屋 商 店 滑川町福田1197 56-2615

㈲ 堀 口 商 店 滑川町福田3679-2 56-3751

ビューティーサロン・イヴ 滑川町福田1546-11 56-3226

かねや食堂 滑川町福田153-1 56-3027

とり料理 鳥治 滑川町福田1376 56-2169

和食処 福 滑川町福田828-6 56-5988

らーめん ゆう喜 滑川町福田1585-5

株式会社　鈴 晃 滑川町福田912-1 56-4550

㈲鈴木自動車整備工場 滑川町福田582-2 56-2828

㈱カ－ボディショップ 長谷部 滑川町福田1169-2 57-0710

斉藤自動車整備工場 滑川町福田2165 56-4038

森林自動車工業 滑川町福田155-2 56-3030

北武オ－トサ－ビス 滑川町福田1604 56-6409

㈲ 松 本 電 気 滑川町福田3229-1 56-3160

栗原農機具店（あさひや） 滑川町福田1727-4 56-2040

スーパードライ こばやし 滑川町福田158-1 56-2050

高根カントリ－倶楽部 滑川町福田4045 56-2511

キャンドル＆フラワー　ラバンヌーボ 滑川町福田45-2

千葉賀津子税理士事務所 滑川町福田912-1 53-4662

お茶の茶久楽 滑川町和泉226 57-1911

江 森 自 動 車 滑川町和泉131 56-2151

　

㈲笹屋商店 滑川町山田764 56-3841

スズラン理容室 滑川町山田1678 56-3788

たこえもん　　※東松山にも店舗あり 滑川町山田1901-3 56-4802

たこえもん　（いなほてらす） 東松山市下青鳥714-1

㈲野沢総合防水 滑川町山田2392 56-3798

㈲にえだ木材商事　（東松山事務所） 東松山市東平1817-8 39-3111

うどん・そば・パスタ・ピザ　麦の香 滑川町土塩578-3 81-6762

堀口自動車工業 滑川町土塩224-4 56-3726

セブンイレブン 森林公園駅南口店 滑川町都9-1 56-5885

㈱マルイ 滑川町都52-4 57-0880

おおむらさきゴルフ倶楽部 滑川町中尾1185 56-5555

㈲小林住設 滑川町伊古505-2 56-2533

伊古の里・フィッシングパーク 滑川町伊古1846-1 57-0505サ－ビス・その他
建設関連

サ－ビス・その他

滑川町地域通貨（共通商品券） 取扱店舗 一覧

自動車関連

建設関連

飲食業
自動車関連

小売業

小売業
理・美容業

飲食業

小売業

理・美容業

飲食業

自動車関連

建設関連

サ－ビス・その他

小売業

飲食業

福 田

和 泉

山 田

土 塩

都

中 尾

伊 古



滑川町地域通貨（共通商品券） 取扱店舗 一覧

小 林 輪 店 滑川町羽尾1262-1 56-3622

ファミリーマート 山喜屋滑川店 滑川町羽尾4974 56-2008

滑川農産物直売所 滑川町羽尾1348-1 56-2535

㈱木村養鶏場 滑川町羽尾1497 56-2611

Puntalto （ホンジュラスコーヒー豆輸入販売） 滑川町羽尾3690-5 77-3547

ヘア－サロン　キムラ 滑川町羽尾312-5 56-4266

理 容　よし野 滑川町羽尾3742-4 56-2570

やきとり・居酒屋　来 夢 滑川町羽尾396-3 56-2393

ら～めん　朱の吉 滑川町羽尾2365-2 56-5735

いたくら商店 滑川町羽尾3874-1

和風レストラン 俊　　※東松山にも店舗あり 滑川町羽尾3458-4 56-5919

麺蔵 禅　（いなほてらす） 東松山市下青鳥714-1

小久保自動車 滑川町羽尾2405-2 56-2022

森林公園交通(ハイヤー・タクシー) 滑川町羽尾1745-3 57-0055

吉野農機商会 滑川町水房192 62-4904

ウェルシア 森林公園駅前店 滑川町みなみ野1-1-2 57-1711

季節料理　神　楽 滑川町みなみ野4-2-6 25-4651

焼　肉　　  彩 滑川町みなみ野2-19-7 56-4566

㈲ 小 澤 興 業 滑川町みなみ野3-7-1 56-3166

美容室　Ｌｕｃｙ 滑川町月輪1550-7 57-0157

Ｓｍａｒｔ　ｃｌｏｔｈｉｎｇ 滑川町月輪784-6 63-2477

洋食　キッチン ひより 滑川町月輪1634-5 53-6026

TSUKI  NO  WINE 滑川町月輪1350-4 61-2600

kitchen ありむ 滑川町月輪1521-17 61-0312

居酒屋　いこい 滑川町月輪894-7 62-1133

會津野　茂三郎 滑川町月輪879-1 62-0202

カ－ドリ－ム滑川店 滑川町月輪438-1 62-6225

ひので自動車 滑川町月輪1522-2 81-3251

車屋　こづち商会 滑川町月輪1597-5 56-4924

フラワーサロン　LUCIA ROSE 滑川町月輪992-14 81-7955

ドラッグストア セキ　つきのわ店 滑川町月の輪5-27-1 61-0300

ウェルシア 滑川つきのわ店 滑川町月の輪7-29-1 62-5880

nico  tukinowa 滑川町月の輪2-27-1 59-9025

マコ美容室 滑川町月の輪3-8-7 62-7523

理容室　GIKOU 滑川町月の輪7-15-2 53-6595

HAIR SALON Occhi　ヘアサロン オッチ 滑川町月の輪7-3-14 81-7743

会席割烹　なごり路 滑川町月の輪7-25-5 62-4959

割烹　月乃輪 滑川町月の輪6-13-12 62-2247

焼とり　岡ちゃん 滑川町月の輪6-7-20 62-8555

スナック　ソネット 滑川町月輪999-12 63-1322

やきとり　りん 滑川町月輪961-4 62-1862

おおむらさきエステサロン 滑川町月輪982-1 62-5265

現在

小売業

理・美容業

自動車関連

サ－ビス・その他

小売業

飲食業

自動車関連
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建設関連

小売業

飲食業

理・美容業

飲食業

飲食業
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飲食業
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