
事業所名 住所 事業所名 住所
1 パティスリー　トリヨンフ 青山634-1 66 割烹むらさき 大塚20
2 ハリカ小川店 青山712 67 めし処　一力 大塚26
3 デジタルサイネージ工房　ナカバヤシ 青山845 68 農家のcafe & bar TRANSIT 大塚28-1
4 藤屋精肉店 大塚1-4 69 (株)二葉楼 大塚32-1
5 岡部文具店 大塚13-1 70 ボンズハウス 大塚33-1
6 凸坊輪店 大塚18 71 醸し家ダイニング 大塚39
7 花角生花店 大塚32 72 太田ホルモン 大塚45
8 いせや 大塚46-1 73 (有)福泉食堂　スナック紫蘭 大塚45
9 カジュアルショップ　オシヤ 大塚74-5 74 FUNKYDINING　くろまさ総本店 大塚74-1　GMビル1階
10 グレーシーやはた 大塚76 75 精華 大塚75-1
11 (有)カメラの秩父堂 大塚76 76 Curry＆noble 強い女 大塚171-7
12 メガネのしみず 大塚87 77 玉井屋 大塚178-2（晴雲酒造内）
13 サラダ館小川町駅前店 大塚88-3 78 車鮨 大塚280-1
14 村木米穀本店 大塚112 79 竹鮨 大塚930-8
15 松島薬局 大塚148-1 80 いわた家 大塚1138
16 小室釣具店 大塚160 81 コーヒーハウス　コスモス 大塚1151-1
17 (有)カネミ 大塚173 82 F ALLONE（エフアローン） 大塚1175-1
18 日野屋酒店 大塚175-3 83 (有)寿司忠 大塚1300-1
19 晴雲酒造 大塚178-2 84 割烹　角屋 大塚1301
20 宇根メガネ 大塚219 85 RYUGU DINER 小川91-1
21 みやこや 大塚236 86 女郎うなぎ　福助 小川97
22 武蔵鶴酒造(株) 大塚243 87 小川ぐらしの茄子おやじ 小川110-1
23 ドライクリナース明月 大塚250 88 有機野菜食堂　わらしべ 小川197-4
24 三代目清水屋 大塚1147-5 89 武州めん　本店 小川500-1
25 カネミ薬局 大塚1150-1 90 隠音酒場 南風 小川726-3
26 村田製菓店 大塚1161-2 91 鮨処　梅田 小川734-3
27 (株)門倉商店 大塚1169-1 92 カフェ・レストラン　シブレット 小川1081-1
28 (株)三星社 大塚1187 93 財）埼玉伝統工芸協会 小川1220
29 ドラッグストアセキ　小川町店 小川22-1 94 茶房　藤善 角山192-6
30 フラワーショップタグチ 小川29-2 95 インド料理　ラジュモハン 腰越646-3
31 (株)奥平石油店 小川48-1 96 (有)つくしや 下里1487
32 ㈲新井商店 小川59 97 松風庵 下古寺7-2（松岡醸造内）
33 ブティック　サントロア 小川105-1 98 そば処　ごうど 奈良梨952
34 金子園茶店 小川115 99 珈琲　あ花音 東小川3-10-1
35 リビングショップ　ヨシダ 小川120 100 パークヒル更科 東小川3-10-10
36 インテリア　タバタ 小川144-1 101 レストラン　シャランドリラ 靱負85-1
37 きもの＆レディースファッション　よしだ 小川151
38 デリカテッセン　アーチャン 小川370-4
39 武州めん 小川499-1
40 小熊電気商会 小川717-5 102 大木モータース 青山708-3
41 (株)小松屋本店 小川742-6 103 朋栄米穀ガス 大塚112
42 (有)久保製紙 小川1116-2 104 おがわ町総合法務事務所 大塚257-1
43 (株)竹澤　たけざわミルク明治宅配センター 角山477 105 (有)玉淀観光バス 大塚1225-5
44 島田商店 上横田919-8 106 髙野治療院 小川379-4
45 武蔵ワイナリー(株) 高谷104-1 107 運転代行和紙の都 小川442-4
46 デイリーヤマザキ小川日赤病院前店 高谷1203 108 (株)佐山商店 小川1065
47 升野屋 高谷1386-4 109 おがわ温泉花和楽の湯 角山26-2
48 (株)たばた 高谷2608-1 110 (株)武蔵野リフレッシュサービス 角山59
49 肉の大森 腰越207 111 (有)悠悠トラベル 腰越641-6
50 JA埼玉中央小川直売所 下横田675-3 112 ㈱ミララ 下横田867-2
51 松岡醸造(株) 下古寺7-2 113 (有)ヤマトヤ印刷 増尾187-1
52 ㈲信合屋 勝呂808-1
53 肉の大ふみ 東小川3-10-9
54 セブンイレブン東小川店 東小川4-6-10

55 (株)小川眼鏡
みどりが丘 2丁目81
(ヤオコーみどりが丘店内) 114 高橋鈑金店 大塚93

56 利根川商店 靭負697 115 ㈲山崎工務店 大塚682-5
116 ㈲関口工務店 小川1291-1
117 小川木材建具工業協同組合 高谷2504-18
118 (株)オカベ建設 高谷1632-3

57 ヘアーサロンタカナシ 大塚209-1 119 小久保工業㈱ 腰越182
58 理容きしだ 大塚1304-3 120 遠藤左官店 奈良梨570-1
59 理容室ぷろぺら 小川110-2 121 ㈱戸田電気工業 能増288-1
60 オザワ美容室 小川153-1 122 土屋畳店 増尾109
61 (株)ﾌｧｯｼｮﾝﾍｱｰﾓｰﾀﾞ美人風 小川736-1
62 ヘアーサロンスギタ 腰越49-1
63 理容にし 腰越486-2 2021/6/16 現在の事業所一覧です。
64 カットハウス　ピットイン 東小川3-10-13
65 髪切虫 東小川3-10-14
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