
事業所名 業種 事業所名 業種（取扱品目）

オリンピック朝霞台店 スーパーマーケット クリーニングリード クリーニング店

サイクルOlympic朝霞仲町店 自転車 サンレモン　朝霞駅南口店 クリーニング店

コモディ イイダ朝霞店 スーパーマーケット ㈲船津ドライクリーニング クリーニング店

コモディ イイダ北朝霞店 スーパーマーケット 藤宮工務店㈱ 建設業

コモディ イイダ東朝霞店 スーパーマーケット ㈲前田建築設計事務所 建築設計

サミットストア朝霞台店 スーパーマーケット ㈱新田商店 木材小売

スーパーバリュー朝霞泉水店 スーパーマーケット ㈲蕪木燃料店 燃料、リフォーム、ガス器具

西友朝霞根岸店 スーパーマーケット ㈲飯倉商事 ＬＰガス並びに器具販売、住宅設備販売

東武ストア朝霞店 スーパーマーケット 松尾行政書士事務所 行政書士

東武ストア朝霞台店 スーパーマーケット さかい動物病院 動物病院

マルエツ朝霞店 スーパーマーケット ASA朝霞中央専売所 新聞

マルエツ朝霞溝沼店 スーパーマーケット 読売 飯田新聞店 読売新聞

フードガーデン朝霞三原店 スーパーマーケット 増木工業株式会社　朝霞営業所 増改築、リフォーム、不動産

ライフコーポレーション朝霞店 スーパーマーケット

ドイト朝霞店 ホームセンター 瀧乃家（うどん・そば） 日本そば、うどん

ラーメンショップ ラーメン店

珈琲専門店ハニー 喫茶店

玉屋酒店 酒、食料品　他

(有)和泉屋酒店 酒類小売

サンクス朝霞岡1丁目店 セブンイレブン朝霞本町1丁目店 事業所名 業種（取扱品目） 鈴木屋書店 書籍、雑誌

サンクス北朝霞駅前店 セブンイレブン朝霞上内間木店 グリーンスーパー橋本 スーパーマーケット シナノ屋商店 ｽｸｰﾙ用品、実用品、自衛隊関連品

サンクス朝霞幸町店 セブンイレブン北朝霞駅前店 スーパー　まるたか 総合食品、青果、精肉 ひろた釣具店、広田工務店 つり具

サンクス朝霞駅東口店 ファミリーマート朝霞本町２丁目店 ファーマーズ朝霞 地場農産物 永峯寝具㈱ 寝具、寝装品

サンクス志木中宗岡店 ファミリーマート塩味朝霞溝沼店 銘茶 ㈲金子園 お茶、海苔、陶器 細沼燃料店 燃料店

セブンイレブン朝霞駅東口店 ファミリーマート朝霞根岸台４丁目店 宇山園 お茶、茶器、海苔、コーヒー 和光産業㈱ シルク印刷

セブンイレブン朝霞幸町１丁目店 ファミリーマート朝霞東弁財1丁目店 リカー＆フーズ吉徳 酒 ヘアーサロン　ロワール 理容

セブンイレブン朝霞田島1丁目店 ファミリーマート朝霞膝折三丁目店 加藤酒米店 米 オーダーメイドウィッグ・ナチュレーヌ オーダーメイド部分ウィッグ

セブンイレブン朝霞浜崎４丁目店 ローソン朝霞栄町５丁目店 チエノワ ブック ストア 書籍、文具 サンレモン　ユーミー店 クリーニング店

セブンイレブン朝霞駅南口店 ローソン朝霞仲町１丁目店 宮脇書店 朝霞店 書籍等 石川クリーニング クリーニング店

セブンイレブン朝霞三原３丁目店 ローソン朝霞西原２丁目店 山王商事 カラオケ機器等リース販売 朝霞石油 ガソリンスタンド

セブンイレブン朝霞三原5丁目店 ローソン朝霞根岸台１丁目店 アイパソコンスクール パソコン教室 細沼住宅設備㈱ 上下水道工事

セブンイレブン朝霞北原2丁目店 ローソン朝霞本町店 旅スマ 旅行業

セブンイレブン朝志ヶ丘１丁目店 ローソン朝霞膝折１丁目店 ㈲たなかや 化粧品、日用品、合鍵、ﾌｧﾝｼｰ雑貨　etc

セブンイレブン朝霞宮戸4丁目店 ローソン朝霞膝折４丁目店 細田硝子店　アサカロックサービス ガラス工事、サッシ工事、カギ工事、額縁、油絵販売

セブンイレブン朝霞東洋大学前店 ローソン朝霞岡店 ㈲中央電化　朝霞店 家電製品販売及び修理、電気工事

セブンイレブン朝霞岡3丁目店 ローソン朝霞西弁財1丁目店 ㈱キクヤ電化 電化製品

セブンイレブン朝霞厚生病院前店 ミニストップ朝霞西弁財店 ふとんの河口 寝具一式 長寿庵 そば、うどん

スリーＳ にしお 寝具、寝具リース業、クリーニング、学生服代理店（中学のみ） 福寅 つけ麺

ウェルシア 朝霞駅東口店 スギドラッグあさか栄店 ふとんの保坂 蒲団、枕、寝具一式 太白楼 焼肉

ウェルシア 朝霞根岸台店 ドラッグセイムス 花の木店 マルサ生花店　（コモディイイダ内） 生花 ジャズ喫茶　海 ジャズ喫茶

サンドラッグ 朝霞台店 ドラッグセイムス 朝霞駅前薬局 Aoyama Fiower Market（エキア朝霞内） 生花 金子酒店 酒類、食料品

サンドラッグ 朝霞三原店 ドラッグセイムス 朝霞台店 アサカフローリスト 生花 ㈲折原硝子店 ガラス、サッシ販売

ドラッグエース　朝志ｹ丘店 ドラッグセイムス 膝折店 うちで花園　朝霞駅前店 生花 ㈲金子オート 自動車（車検、整備　等）

ドラッグエース　岡店 ウェルパーク北朝霞店 うちで花園 生花、鉢物 ㈱フラット（自動車整備） 自動車修理

ドラッグエース 朝霞本町店 ウェルパーク朝霞三原店 トミタサイクル 朝霞店 自転車販売 ㈲佐藤モータース 自動車修理

ドラッグエース　宮戸店 ウェルパーク朝霞本町店 カネコイングス 自転車販売 ㈲金子自動車販売 自動車販売

ココカラファイン朝霞店 トモズ（エキア朝霞内） ㈲しずおか 自転車販売、修理 埼玉トヨペット㈱朝霞支店 自動車販売、自動車整備

和真朝霞店 メガネ 朝霞タイヤ商会 自動車用タイヤ、ホイール、バッテリー等

メガネの富士 メガネ

事業所名 業種（取扱品目） メガネストアー朝霞店 メガネ、補聴器

水魚亭 そば屋 ルナ 鍵屋、錠前修理交換 販売＆買入 バラエティショップ栄屋 リサイクルショップ

中華そば　つけ麺　タナカ90 中華そば　つけ麺 有限会社　菅野補聴器 補聴器 ヘアーサロン茶屋 理容

長寿庵 そば （有）シヴィル・プランニング ラキアブランド、チャイルドシートレインカバーなど サンレモン　あさか栄町店 クリーニング店

そば・うどん　吾平 そば、うどん 渋谷商店 仏具 ㈲栗山工務店 新築・増改築、リフォーム

そば処　松月庵 そば処 ハンコ卸売センター　朝霞駅前店 印鑑業、軽印刷業 ㈲善や 住宅リフォーム

勝みよし ラーメン、定食 木村整体院 整体 ㈱鈴木建設 建設業

スペランツア イタリア料理 朝霞本町カイロプラクティック 整体

二本松亭 うなぎ屋 からだすまいる本舗 整体、カイロプラクティック イタリア料理　ボンパスト イタリア料理

花月（お好み焼き） お好み焼き ライフラボ 朝霞院 カイロプラクティック整体 ㈲林製麺所　朝霞駅前店 うどん、そばの販売

カレーハウスCoCo壱番屋東武朝霞駅南口店 カレー てもみん（エキア朝霞内） マッサージ あづま家 中華料理

西洋フード・コンパスグループ㈱ レストラン（宴会場有） 朝霞のちいさな鍼灸整骨院 整体、マッサージ、鍼 香港店　朝霞店 中華料理

食珈茶菓酒　すわん 洋食レストラン あさか指圧院 指技など 玄徳寿司 寿司店

IZAKAYA 幸乃や　 やきとり、やきとん、炭火焼専門店 鈴木鍼灸院 鍼、灸、整体 ハナ カフェ（ｈａｎａ ｃａｆｅ） カフェ、ケーキ、洋食

Chiken Dish（エキア朝霞内） 焼き鳥、持ち帰り専門、弁当 朝霞大沢薬局 薬局 ㈲魚福水産 鮮魚

大衆炭火焼き鳥　げんてん 焼き鳥 美松 婦人服 音季菓子処　青柳 和菓子

ピッツェリア＆バール　オリーブツリー（エキア朝霞内） ピザ、パスタ、ワイン ブティック　Ｙコレクション 婦人服、衣料品店 鈴木米店 米穀小売業

築地銀だこ（エキア朝霞内） お好み焼き、たこ焼き パリオ 宝飾、宝石、靴、鞄、アクセサリー、衣料 リキュールショップ　ワタナベ 酒類、米

とんかつ和幸（エキア朝霞内） とんかつ、持ち帰り専門、弁当 ミセス婦人服　パッシュ ミセスの人の婦人服 ≪肌着は扱ってません≫ 榮進堂時計店 貴金属、メガネ、時計

かまどか朝霞店 飲食業 コルテラルゴ（エキア朝霞内） レディースファッション、キッチン、生活雑貨 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝霞店 レンタルビデオ

栄蘭 飲食業 POUR（エキア朝霞内） レディースルームウェア ＡＳＡＫＡ アートスクール 授業料、画材

まーむ食堂 飲食業 ブルーブルーエ（エキア朝霞内） 雑貨 花屋　まるよし 生花店

味彩　中々 飲食業 ファッションセンターしまむら朝霞店 ファッション衣料、雑貨、寝具 鈴木ふとん店 寝具小売（製造）、貸ふとん、水丸洗い（布団）

昆布森 （ﾗｰﾒﾝ） 飲食業 ㈲大日屋 文具、はんこ印刷、ﾃﾞｰﾀ処理、ﾊﾟｿｺﾝ設定

錦寿司 寿司店 リンクス 文具、雑貨

ちよだ鮨（エキア朝霞内） 寿司、持ち帰り専門、弁当 カットハウス ３A 理容 藤川接骨院 接骨院

富士寿司 寿司居酒屋 メンズヘアーサロンナルミ 理容 ひなた接骨院 接骨院、はり、きゅう

居酒屋　極 居酒屋 Hair Studio にしだ 理容 指圧マッサージルーム　快 指圧　マッサージ

はなの舞 朝霞南口店 居酒屋 ヘアーサロン カット、イン、YＯＵ 理容全般 理容室　スタイル 理容室

お食事処 いこい 居酒屋 カット　イン　アイル　　 ファミリーカットサロン ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　Ｄｉａna 美容室

キッチン和 ランチ、居酒屋 スィンク美容室 美容室 サンレモン　朝霞駅東口店 クリーニング店

キッチンしんわ ベビーカステラ、弁当、ランチ、居酒屋 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 美容室 サンレモン　仲町２丁目店 クリーニング店

中華料理　ニュー富士見 中華料理 JOY美容室 美容室 ㈱ステップハウジング 建設・不動産

中華食堂　日高屋（エキア朝霞内） 中華料理 Ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ＧＯＬＤ 美容室

中華料理　一寛 中華料理 美容室　エスコート 美容院

刀削麺　朝霞 中華料理 美容室　リッシュ 美容室

ほどよい 中華料理、中華居酒屋 Salon de PlusBelle 美容室

花いろ　 日本料理 ヘアファクトリーNEMO 美容

ジャパニーズダイニング　聖 和食 c,f,s Setter 美容

珈琲えぽっく 珈琲豆販売、喫茶 ラ・カスタ・髪飛行切 カット、ヘアカラー、パーマ、ヘッドスパ

Bakery cafe ラパン　Asaka パン屋、カフェ 美容室and one 髪の健康と美しさを考える香草カラー専門店

Oven Fresh Café TWO HEART（エキア朝霞内） パン屋

アサカベーカリー 本町店 パンの製造販売

サーティワンアイスクリーム（エキア朝霞内） アイスクリーム、クレープ、パフェ ホワイト急便 本町１丁目店 クリーニング店

富久屋（エキア朝霞内） 和菓子 ホワイト急便 本町２丁目店 クリーニング店

こころ菓子ほそや　本町店 和菓子 ホワイト急便 本町３丁目店 クリーニング店

フロプロステージュ（エキア朝霞内） 洋菓子、ケーキ ㈲高橋クリーニング店 クリーニング店

ココフラン（エキア朝霞内） 洋菓子、ケーキ

甘味処　カフェ　くるみ あんみつ　など

ソフトクリームの店　シーバス ソフトクリーム

ホッと茶屋あさか 安らぎの場所

㈱フタバスポーツ 朝霞店

◆お問い合わせ先◆
朝霞市プレミアム付商品券実行委員会事務局（朝霞市商工会）
☎048-470-5959
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談話室　レジェンド
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共通券(赤い商品券）のみ使える加盟店

※平成２７年９月２８日現在（加盟店は随時更新します）

商品券の有効期間
平成２７年７月１８日（土）～平成２７年１２月３１日（木）
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Beauty & Relaxation Salon わたあめ
女性限定のフェイシャルエステ、アロマトリートメント
ドライヘッドスパ

㈱しまむら　バースデイ朝霞店 子供衣料、ベビーフード、ベビー寝具、マタニティ・子供用品



事業所名 業種（取扱品目） 事業所名 業種（取扱品目） 事業所名 業種（取扱品目）

あいおい 和食居酒屋 季節料理　たかはし 定食、宴会 理容　タナカ 理容

得得うどん うどん スクールベン朝霞本店 学生服 ヘアーサロン　ヤマモト 理容全般

㈲林製麺所　膝折店 うどん、そばの販売 読売新聞　北朝霞 読売新聞 バーバー　クリハラ 理容全般

やぶ久（そば店） そば ヘアーサロン　しらかば 理容業、女性の顔そり、エステ

長寿庵 そば、うどん そば処　一利喜 そば、うどん、定食、宴会料理 美容室　シモン 美容室

ワン・ツウらーめん ラーメン店 中国家庭料理　mama 飲食業 美容室　栄 美容室

焼肉テジョン 焼肉 魚とや 活魚料理 富士クリーニング クリーニング店

小寺精肉店 精肉 大楽亭　北口店 中華料理 若松クリーニング クリーニング店

アサカベーカリー 膝折店 パンの製造販売 来来軒　北朝霞店 中華料理 ㈲東洋ランドリー クリーニング店

スイーツ アトリエ ソレイユ 洋菓子、焼菓子 たから亭 和食（寿司、刺身、天ぷら他） 光ランドリー クリーニング店

こころ菓子ほそや　膝折店 和菓子 牛串煮込みと串揚げ　さんちゃん 居酒屋 矢島クリーニング クリーニング店

御菓子司 喜楽屋 和菓子 函館海や　朝霞台店 居酒屋 ㈱伸光堂西部販売 新聞販売

キャスティング 釣り道具の販売 ジョナサン北朝霞駅前店 ファミリーレストラン 健栄商事㈱ 不動産賃貸

㈲高橋電気 電気器具 はやし商店 食品小売 カインズ㈱ 不動産管理、損害保険、建設

小泉電機工業㈱ 電気工事、器具販売 こころ菓子ほそや　北朝霞店 和菓子 聖教新聞志木販売店 聖教新聞、その他刊行物

㈲ナカタ エアコン洗浄、空調工事 TＳUTAYA  北朝霞店 レンタルビデオ

米穀店　義国 お米 ㈱ラビックス 文具、事務用品、ＯＡ機器、学童用品 更科（そば店） そば

コープみらいコープデリ朝霞センター 宅配サービス ㈲ノエビア東京アサカ販社 化粧品販売 わんまいる　まつなが 酒類

フローリスト　マスダ 生花 ヘアメイクエステ　ア・ミューズ 美容、美容関連商品 日産プリンス埼玉販売(株)新朝霞泉水店 自動車

㈲米利商店 生活雑貨 サイクルショップ　イグチ 自転車　自転車修理 ホワイト急便 泉水１丁目店 クリーニング店

埼玉自動車㈱ 自動車、レンタカー 松栄堂薬局 医薬品、医療雑貨、漢方薬、自家製剤 橋本運輸㈱ 引越し　全国発送　運送

㈲小寺自動車販売 自動車修理 ㈱フジサワホーム リフォーム、新築、不動産仲介

㈱大橋自動車工業 自動車販売、修理 かつみ不動産㈱ 賃貸、不動産売買 焼肉　梨花園 焼肉

㈱マイカー三喜 自動車、自動車用品、車検、修理、板金塗装 神谷酒店 酒屋

オートバックス254　朝霞店 車用品販売 大黒屋 いなり寿司 ホワイト急便 宮戸２丁目店 クリーニング店

Jファクトリー 二輪車販売 フードショップ ワタベ 青果、食品 ㈱伊藤電気工業 電気販売、工事

治良整体室 整体 伊藤ベーカリー パン ㈲ケイアール通信 電話機、ＦＡＸ機、コピー機、パソコン、取付工事

ワイズ朝霞整骨院 鍼灸、接骨院 岡田屋菓子舗 和菓子 JAあさか野内間木経済配送センター 肥料、農薬、生産資材、食品、生活用品等

富岡薬局 薬局 近江屋酒店 酒、食品 ㈲常盤畳店 畳

高梨理容店 理容店 ㈲鳥新 食肉、玉子、惣菜 (有)野本燃料店 燃料

パリ－美容室　　　　 美容室 ㈲くらづくり本舗　朝霞浜崎店 和菓子

ケン美容室 美容室 森永牛乳朝志ヶ丘販売所 牛乳販売

サンレモン　膝折店 クリーニング店 カラオケ　せっちゃん カラオケ 渡辺ドライクリーニング店 クリーニング店

ホワイト急便 膝折１丁目店 クリーニング店 キムラ化粧品 化粧品、洋品 ＡＳＡ志木東口 新聞販売店

(有)ホワイト急便練馬 クリーニング店 模型のタナカ 模型

ホワイト急便 工場前店 クリーニング店 富士鶴ふとん店 寝具及び洋品 芽ぶき屋根のかつみや そば、うどん店

初雁木材 木のリフォーム、木の家具 タカチホ電機 朝志ケ丘 家電製品販売及び修理 朝霞パブリックゴルフ場 ゴルフ場

株式会社　丸虹 建築リフォーム 昭和薬局 薬局 ㈲コーエイ工業 （七福鳴子） 鳴子

アトリエ　ワイズ オーダーカーテン　家具、インテリアコーディネート 小野理容店 理容室 ㈱こばやし産業 設備維持管理

(有)松川鉄工所 建設 サンレモン　浜崎店 クリーニング店 和田金属工業㈱ ステンレス製建具の製造、販売

今井クリーニング店 クリーニング店 尾迫左官 左官業

中田クリーニング クリーニング店

小谷クリーニング クリーニング店 足立燃料合名会社 LPガス　灯油　ガス器具 住設販売

焼肉　高砂 焼肉他 清光舎クリーニング店 クリーニング店 株式会社　カーテン・じゅうたん王国朝霞店 カーテン・じゅうたん

賀寿吉 そば 平井クリーニング店 クリーニング店 オートショップ飯倉 バイクの販売・修理

スーパーヤマユー スーパーマーケット ホワイト急便 朝志ヶ丘４丁目店 クリーニング店 ㈱飯倉自動車 自動車

こころ菓子ほそや　溝沼店 和菓子 ㈱フジモト建装 リフォーム、住宅修理補修等 ㈱桜メンテナンス ハウスクリーニング・エアコンクリーニング

アサカグリーン ゴルフ練習場 ㈱林住宅設備 家の設備品の施行販売 美容室いちごのポエム 美容室

塩味醤油醸造 醤油製造販売 ㈱松井工務店 建設・不動産 五島工業㈱ ブロック塀、フェンス、門扉、舗装（駐車場等）

パナハート シダ 電気製品、一般家電 ㈱クリーントップイルマ ハウスクリーニング、エアコン ㈱ウスダ 各種建設資材販売

㈱阿部商店 ガス 有限会社　タカノ建築設計事務所 リフォーム

朝霞リハビリ治療院 鍼灸、接骨院、医療マッサージ かつや朝霞台店 かつ丼 アルファサービス ビルメンテナンス

りよ美容室 美容室 カレー＆イザック カレー

洗濯工房はぎわら クリーニング店 日高屋　北朝霞店 中華料理 田島ストアー 青物ストアー

サンレモン　豊中店 クリーニング店 笑笑　北朝霞駅前店 居酒屋 醍醐サービス 家事代行サービス

(有)幸信綜合印刷 印刷業 日本海庄や 北朝霞店 居酒屋 松尾クリーニング クリーニング店

㈱冷暖坊 空調 月の庵　朝霞台店 居酒屋 ホワイト急便 田島団地前店 クリーニング店

㈲中田水道設備 上下水道工事、住宅設備機器 四季の里 和風居酒屋 大東ハウス㈱ プレハブ建設

グリーンスペース株式会社 植木の伐採、剪定、除草、消毒 Ｃａｆｅ　Cｏｚｙ（カフェ コージー） 軽食喫茶

さくら商事㈱ 葬儀業 かふぇぎゃらりー＆陶芸工房　八右衛門 食事、飲物、食器　等 ㈲林製麺所　根岸台店 うどん、そばの販売

日本料理　司 日本料理 中国料理　将ちゃん 中国料理

大楽亭　南口店 中華料理 朝霞市農産物直売組合 農産物直売所 御船（飲み食い処） 飲食業

焼鳥日高　朝霞台南口店 焼鳥 サウンド　スタジオ　アベルⅠ 音楽スタジオ 肉のしげた 食肉

備中屋 飲食 北朝霞メディカルクリニック 美容クリニック、エスティティック ブーランジェリー　アーブル パン屋

喫茶　ルビー 喫茶店 エアー 美容業 ㈲須藤酒店 酒屋

居酒屋　志ぶや 居酒屋 理容室　ウイング 理容 相澤酒店 酒屋

ゴルフパーク朝霞台 レッスンチケット ㈲ケーワイティー クリーニング店 大洋電気 電化製品

サウンド　スタジオ　アベルⅡ 音楽スタジオ ㈱伊藤允光建築設計 設計、登記 あづま湯 銭湯

チケットぴあ　ＶＯＸチケット朝霞台 チケット販売 株式会社　不二商会 住宅設備関連 茶房小もの　かとれあ ファッション小物、ランチ

メガネフラワー 朝霞台店 眼鏡、コンタクトレンズ ㈲力建設 一般住宅新築、リフォーム　等 ㈱本多オートサービス 自動車修理等

AOKI朝霞台店 紳士服、婦人服 株式会社　須田建設 一般建設業、リフォーム工事 ヘアーサロン　志賀 理美容

朝霞台駅前整骨院 整骨院 ㈱アトラス 葬儀屋 サロンド　ﾘｯﾌﾟｽ 美容

朝霞台カイロ整体ルーム カイロプラクティック　整体 ｈａｉｒ ｍａｋｅｕｐ　ｏｖeｒｔｕｒｅ 美容室

サンレモン　あさか台店 クリーニング店 ほしの屋　　 飲食業 美容室　ティアラ 美容室

クリーニング小柳 クリーニング店 炭火焼 じんじん 焼肉 ホワイト急便 根岸台はやし店 クリーニング店

㈱光陽 建設、リフォーム 炭火串焼　雨や鳥 焼鳥、酒、一品料理 ホワイト急便 根岸台４丁目店 クリーニング店

㈱リゾン 不動産、リフォーム 食彩屋はげまる 居酒屋（ランチあり） ㈲インテリア内田 内装業

㈲飯倉設備工業 上下水道、衛生設備、水回りの修繕工事、その他 牛角　三原店 焼肉店 U・P・Ｓ㈱ 設備　内装工事

鳥孝 精肉、焼き鳥 ㈲関根商店 木材販売

そば処　満留賀 うどん、そば、丼物 大衆割烹 津久葉 大衆割烹 読売新聞　朝霞中央 読売新聞

一福鮨 寿司店 そば処　大村庵 日本そば、うどん、丼物 産経新聞朝霞専売所 新聞送達業

chef suda パリの食堂 洋食料理 マクドナルド 朝霞三原店 レストラン、ファーストフードサービス

アサカベーカリー 西弁財店 パンの製造販売 Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＳＨＡＮＡＮＡ カフェバー 東武トップツアーズ㈱埼玉南支店　（志木市） 旅行業

焼き菓子屋TEKUTEKU 焼き菓子製造販売 ピザーラ志木店 ピザ及びパエリアの宅配サービス（持ち帰りも可能） 森本司法書士事務所　（志木市） 司法書士

㈱メゾン・ド・プルミエ ケーキ 大星青果店 青果・食品 大東ガス　エネライフサービス株式会社（志木市） 生活用品（ガス機器等）の販売、修理

サロン・ド・フルール エステ、ハーバルスチーム、美容整体 手作りのパンのマルジュー パン、菓子販売 ㈲フラワー丸亀　（新座市） 生花、鉢物、肥料、他

エムザインテリア館 オーダーカーテン、家具、照明 ケーズクレープ クレープ オートボディショップ河村（新座市） 自動車整備　車検

わたなべ薬局 薬局 TＳUTAYA  三原店 レンタルビデオ、書籍 (株)伸光堂　西部販売（新座市） 新聞販売

おしゃれハウス・Ｓｈｉｎ 理容 酒の専門店　大提灯 酒屋

ヘアーサロン  ステップ 理容、やさしく訪問カット ガーデニングマーケット 飯倉園 鉢花、演芸資材、植木

ドール美容室 美容 兵賀畳店 畳

㈲中野商会 クリーニング店 大明電機㈱ 家電製品

㈲渡邉金物店 堅直金物全般、利器工具全般、電動工具全般、家庭刃物全般

ふえきサイクル 一般自転車、ロードバイク、自転車修理

みはら通り整骨院 整骨院

ドラッグストアー いわい 薬局

アトリエ　びーなす 婦人服

正札堂洋品店 婦人服、学生服、洋品、肌着

洋服の青山 朝霞三原店 洋服
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