店舗名

取扱商品又はサービス

人

電話番号

形

有限会社 新井工務店

建築工事一式

048-541-1025

つきじ海賓鴻巣店

お寿司の配達及びお持ち帰り

048-541-8012

一般財団法人 鴻巣市観光協会

鴻巣市特産品

048-540-3333

スギドラッグ人形町店

医薬品・化粧品・食品・米・酒

048-577-6451

エビスヤ葬儀社

仏壇・位牌・葬儀

048-541-0423

広田屋人形

雛人形、五月人形、正月飾、海外向土産

048-541-8888

新井化粧品店

化粧品、日用品販売

048-541-0813

和食レストランとんでん鴻巣店

和食レストラン

048-542-7821

伊藤畳店

新畳・表替・裏返し

048-541-1519

本手焼おおとり &ジェラート工房 BAMBOLA

煎餅・あられ&ジェラート

048-541-0373

㈱鷲屋製麺所

乾麺 生めん

048-541-0318

森田人形製作

ひな人形、鎧兜、こいのぼり、羽子板、破魔弓

048-542-8693

㈱マル武人形

雛人形、五月人形、お正月飾り

048-541-3517

黒沢薬局 人形町店

処方せん調剤・医薬品・雑貨

048-540-2277

㈱菊英ドライクリーニング

クリーニング業

048-542-1515

セブンイレブン北本古市場2丁目

コンビニエンスストア

048-543-6587

ドラッグセイムス人形店

薬・化粧品・日用品・食品・酒・タバコ

048-543-3484

共栄ドライ 人形町店

クリーニング（衣類）

048-543-7010

本町１丁目
㈱静岡ヤマサ園 エルミ鴻巣店

お茶・コーヒー・海苔・佃煮・菓子・茶器等

048-542-7684

パシオスエルミこうのす店

総合衣料品

048-544-0080

ZELE鴻巣

カット・パーマ・カラー・ネイル・アイラッシュ等

048-580-3581

マツモトキヨシ エルミこうのすショッピングモール店

医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品

048-543-8227

ＪＴＢリノンツーリスト鴻巣店

ＪＴＢ旅行商品他

048-544-0151

リブロ 鴻巣店

書籍・文具・等

048-540-7124

ASBee fam鴻巣店

シューズ

048-540-7137

MINIYON（ミニヨン)

アクセサリー・雑貨・バック

048-543-8043

こうのすや つけしん

こうのすコロッケ・川幅うどん他

048-543-7331

ORIHICA エルミこうのす

メンズ・レディーススーツとビジネスカジュアル

048-540-3888

ラフェスタ

レディース衣料品

048-541-5850

ブルーミングブルーミー鴻巣駅前店

スーパーマーケット

048-544-0011

長谷川タクシー有限会社

GPS配車システム：到着時間がわかります。

048-541-5611

こうのすシネマ

映画館

048-544-9205

㈱長嶋屋

ポイントをつけます

048-542-1131

ジュエリーショップ Merci

ジュエリー・アクセサリー

048-540-3255

黒沢薬局 本店

処方せん調剤・医薬品・化粧品・雑貨

048-541-0301

福友理髪店/PRANA

理・美容業

048-543-1575

ホームベーカリーキタオカ

パン・サンドイッチ・焼菓子

048-541-0267

松村電気

家電品

048-542-2121

鴻巣駅前 かのや酒店

こだわりのお酒・ワイン・焼酎等の販売

048-541-0061

サッシーのぐち

低糖質ケーキ＆フランス菓子

048-541-0713

黒沢薬局 駅前店

処方せん調剤・医薬品・雑貨

048-544-5500

学生専科さどや

市内小・中学生の学校必需品及び高校制服扱い

048-541-3251

エ
ル
ミ
こ
う
の
す
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

本町２丁目
有限会社 近江商店

ガソリン等

048-541-0009

㈲こうのす百貨堂

一般文具

048-542-2776

さわ

大小宴会受け承ります。

048-542-9510

マナカ生花 駅通り店

花・園芸

048-542-9260

共栄ドライ 鴻巣東口店

クリーニング（衣類）

048-541-2343

㈱荘内コンタクトレンズ フォーリオ

メガネ・コンタクトレンズ

048-541-5005

本町３丁目
ナミキ靴店

ひなちゃんカード、小中学校指定上履取扱店

048-541-0201

立川園

日本茶（贈答用高級茶から家庭用茶まで）

048-541-1076

スギドラッグ鴻巣本町店

医薬品・化粧品・食品・米・酒

048-594-6852

有限会社 福島薬局

医薬品・自家製剤・化粧品

048-541-0176

こじゃんと

お好み焼き・もんじゃ

048-543-3390

ミヤタスポーツ

体力つくりのお手伝い

048-542-1272

メンズショップ マルミヤ

紳士服

048-542-1210

美容室 Ｆｏｒｔｕｎｅ（フォーチュン）

ヘアカラー・パーマ・カット

048-543-2331

㈲オールスポーツ

一般スポーツ用品

048-541-0370

スワヤスポーツ

武道具全般・刺しゅう

048-541-0404

㈲まるしげ食器店

陶磁器・漆器・ガラス器・金物

048-541-0433

㈱クボタホームクリニック

住宅リフォーム、トイレ、コンロ、ガス給湯器

048-541-4711

本町４丁目
埼玉養蜂㈱

蜂蜜・蜂蜜加工品

048-541-1104

東洋タクシー

タクシー、車いすのまま乗れる福祉タクシー

048-541-3207

炭火ほるもん焼肉 七二〇「ふたまわり」

「国産牛焼肉」「新鮮豚ほるもん」

048-594-9363

㈲木村屋製菓舗

厳選された北海道産小豆100％使用

048-541-0340

有限会社 奥澤書店

書籍・雑誌・文具

048-541-0144

柳家

うなぎ

048-541-0245

伊田ベビー

育児乗物・玩具・園内遊具・介護用品・小売

048-541-0535

music shop ＪＡＭ

ＣＤ・ＤＶＤ販売

048-542-0591

末廣屋呉服店

きものと和装小物・舞扇

048-541-0624

cosmetics Otomeya

資生堂・カネボウ・コーセー等化粧品取扱い

048-541-0623

ホワイト急便 鴻巣本町店

クリーニング

070-3878-7636

しちりん亭

ホルモン焼き・焼肉

048-543-1029

㈱清水商店

金物・刃物・塗料・合カギ・錠前工事

048-541-1421

大正家

和食、鰻、日本酒、ふぐ等

048-541-0073

西洋料理メイキッス

ワンプレートランチ・サーロインステーキｅｔｃ

048-542-4953

玉屋化粧品店

眉スタイリング、フェイシャルエステなど

048-541-0840

Ｂｉｓｔｒｏ＆Ｗｉｎｅ ＣＡＶＯ

グラスワインとワインに合う料理をどうぞ！

048-501-8443

パル

オールディーズを流すカウンターバー

048-542-1890

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

本町５丁目
原口米穀店

米、灯油、日用雑貨

048-541-0549

カフェレストランリバティ

日替わりランチケーキセット

048-542-3923

有限会社 かのや商店

蔵元直送地酒・本格焼酎・ワイン

048-541-0440

弘栄堂

補聴器・時計・メガネ

048-541-3309

紅屋化粧品店

コーセー・コスメデコルテ・プレディア

048-541-3427

いづや化粧品店

資生堂化粧品・カネボウ化粧品・雑貨小物

048-542-3361

ほぐし家 もみ猿

整体

048-501-5045

手打うどん 長木屋

手打うどん・川幅うどん

048-541-0371

有限会社 吉岡雄心堂

印章彫刻一級技能士のはんこ・本・文具

048-541-0129

鴻巣ホルモン

国産牛などのホルモンを炭火焼きで味わえます。

048-542-1554

暮らしのうつわ 成田本店

陶磁器・その他和洋食器・生活雑貨・日用品

048-541-0040

メガネのナガシマ

メガネ・補聴器販売

048-541-0836

ミツボシ薬品

保健食品バイオリンク・中国漢方薬

048-541-0154

ゆき寿司

上ランチ寿司・10貫1600円味噌汁・コーヒー付

048-542-1234

ふたば洋品店

婦人衣料品

048-541-1438

本町６丁目
山弘商店

紙 荒物 雑貨

048-541-0027

㈲オカダヤ寝具店

寝装寝具・ふとん仕立直し（羽毛・綿）

048-541-0504

水澤商店

住設工事

048-541-0614

アライヤ写真館

御成人・七五三・証明写真撮影いたします。

048-541-0253

イタノ洋品店

婦人・紳士服・学生衣料（学生服・体育着）

048-541-0554

ラジアルショップ鴻巣

タイヤ販売

048-541-0021

本町７丁目
Cut salon Luce

理容室

048-542-8328

本町８丁目
ヘアーサロン ハッピー

癒やしのヘアーサロン

048-541-0875

おおぎや化粧品店

資生堂・カネボウ化粧品

048-542-0356

地球堂

生花全般

048-541-0831

有限会社 杉浦雑貨

日用品・雑貨

048-541-5702

(有)みしまや

婦人服販売

048-541-0157

萩原輪店

バイク・自転車・販売修理

048-541-5682

エルメックアライ

電気のことなら何でもお任せ下さい！！

048-541-0430

丸八酒店

酒、ビール、食品

048-541-0071

本宮町
田沼屋米茶店

米・茶・のり

048-541-0266

新藤商店

L・Pガス・ガス器具・灯油・日用雑貨

048-541-0622

コワフールアーテスト

女性のお顔剃りが大人気です！！

048-541-0739

薬局 おちあい

漢方薬とカウンセリング、化粧品、エステ

048-542-4483

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

雷電
ピザーラ鴻巣店

出来たてのピザをお届けします。

048-543-7800

有限会社 小室商店

ガス器具特売

048-541-0611

精肉・惣菜・take out中華「たぐち」

毎月29日は肉の日全商品3％引きです

048-541-0149

まるかんのお店 明るく楽しく

健康食品・基礎化粧品

048-543-5862

やわらかとんかつ とん兵衛

特選ロースかつ定食 川幅ロースかつ定食

048-590-5238

株式会社 藤井電気

家電はもちろん最新電気設備リフォームまで

048-541-0307

加美
山本青果

野菜、果実、米、惣菜、乾物、魚、ゴミ袋

048-542-1611

㈲遠忠屋タクシー

遠忠屋タクシー

048-541-0174

黒沢薬局 加美町店

処方せん調剤・医薬品・雑貨

048-542-6039

マナカ生花 加美店

花・園芸

048-543-0032

おおはし薬局

処方せん保険調剤

048-541-0058

かねそう輪店

自転車＆バイク販売整備

048-541-1356

㈲木村製麺工場

乾麺類

048-541-0173

ビューティーサロンパンジー

パーマ・カラー・カット・赤ちゃん筆等

048-542-3549

星野塗装

住宅塗り替え塗装工事

048-596-5021

宮地
じてんしゃのサイド商会

自転車・電動自転車 スポーツ車子供車販売修理

048-596-2974

炭火焼肉 三宝苑

国産牛などのお肉を炭火焼で味わえます。

048-541-2989

磯幸寿司

ご宴会お祝い事法事など予算に応じて承ります

048-541-3244

そば切り屋 金木庵

手打ちそば、うどん、揚げたて天ぷら、宴会等

048-542-1840

東
大和屋

和菓子各種

048-542-7001

ジュエル ヤマザキ

時計・宝飾品・メガネ・補聴器の販売及び修理・加工

048-541-3044

アイメガネ鴻巣東駅通り店

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ取扱い

048-542-0001

洋菓子店 3月のうさぎ

フランス菓子・うさぎクッキー

048-541-2682

十万石鴻巣店

和洋菓子

048-542-6699

天神
スリープ愛ランド

寝具

048-543-5282

若どりの松平

惣菜・鶏肉・ヤキトリ

048-541-4044

有限会社 武塚屋酒店

酒類・飲食料品

048-541-0545

毎日新聞鴻巣専売所 山本新聞舗

新聞販売

048-541-0309

東京靴流通センター 鴻巣店

紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等

048-543-3384

出光昭和シェル ニュー鴻巣給油所

フルサービス。タイヤや車検にも使えます。

048-541-5635

有限会社 丸福遠藤工務店

住宅リフォーム

048-541-1765

ドラッグセイムス鴻巣店

薬・化粧品・日用品・食品・酒・タバコ

048-540-6620

㈱秋山自動車整備工場

車検・点検・整備・板金塗装・自動車販売

048-543-0155

中華 かすみ

一品料理・ラーメン・ぎょうざ

048-543-3393

ビッグ・エー鴻巣天神店

食品 日用品

048-540-1686

株式会社 はせがわ鴻巣店

仏壇・仏具・墓石

048-541-4004

上尾三菱自動車販売㈱鴻巣店

新車・中古車販売・車両修理・板金塗装

048-543-6161

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

鴻巣
有限会社 萩原農機

農業機械・販売・修理

048-541-3628

張替工房 武蔵屋

襖・障子・網戸・畳等張替え、リフォーム取扱い

048-541-7633

下遠野時計メガネ店

時計・メガネ・宝飾

048-541-3758

ドラッグストアセキ 鴻巣免許センター前店

医薬品・化粧品・日用品・食品

048-540-3200

ヤオコー鴻巣免許センター前店

食品スーパー

048-540-7211

生出塚
マミーマート生出塚店

生鮮食品を中心としたスーパーマーケット

048-542-7132

株式会社 協和電化サービス

家電販売及び修理

048-542-6162

株式会社 マツモト電化

家庭電化製品販売・修理・電気工事

048-543-0884

ホワイト急便 ひばり野店

クリーニング

070-3878-7636

共栄ドライ ビ・チューズ店

クリーニング（衣類）

048-543-3456

中央
創作洋菓子 梛の樹

洋生菓子・焼菓子・パン・イートインスペース有

048-598-8979

そば処 おおつか

そば・うどん・ラーメン・ご飯物

048-542-7722

レストランなごみのや

営業時間11～17時お得なランチ実施中

048-540-8080

箕田
スーパービバホーム鴻巣店

園芸・ペット・家庭用品・資材・大工用品他

048-595-2811

MEGAドン・キホーテ北鴻巣店

衣料・住居・食品の総合ディスカウントストア

048-596-3810

ヘアーサロン きのした

理容業

048-596-0255

ヘアーサロン きのした

理髪店 婦人の顔そりできます

048-596-0255

和処 小松や

てんぷら・うどん・そば

048-596-3564

和風レストラン とき

大宴会場有、慶事、法事にご利用下さい

048-596-1523

愛の町
洋服の青山 鴻巣店

紳士服とレディース全般（スーツ、礼服他）

048-597-3993

有限会社ライズ

自動車、バイク、自転車

048-596-8960

寺谷
パンジーハウス

野菜・米・果実他農産物及び花き園芸

048-596-8122

ベーカリーオリーブ

毎日焼きたてのパンを提供しております。

048-597-1117

てらや

鴻巣うどん及び地産地食堂

048-596-6500

八幡田
㈱ニトリ鴻巣店

家具とホームファッション品の販売

048-597-5522

ケーズデンキ鴻巣店

家電製品は安さとサービスで比べて下さい！！

048-595-2778

㈲コウノ電化センター

家電販売・電気工事・リフォーム

048-596-5196

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

神明
モードきみえ

ダンス用品・カラオケ用品

048-596-4008

ベーカリーパーム

パン

048-595-0150

㈱カスミフード オフ ストッカー鴻巣店

食品スーパーマーケット

048-596-1800

アベイル鴻巣店

衣料品・服飾小物

048-595-2893

山﨑クリーニング店

一般クリーニング（洋・和服・カーペット等）

048-596-3164

いさみ屋酒店

酒類、飲料水、お菓子、アイス、調味料

048-596-2972

川上電化サービス

パナソニック家電品、リフォーム、電気工事

048-596-3094

美容室フォルテシモ

オーガニックカラー・カット・各種パーマ

048-597-2400

クリーニングそめや鴻巣店

クリーニング

048-597-5851

赤見台
富清洋品店

近隣小中学校洋品・婦人服

048-596-0359

共栄ドライ 北鴻巣店

クリーニング（衣類）

048-597-2255

矢島生花店

生花・鉢花

048-596-3396

ウエルシア薬局北鴻巣駅前店

医薬品・化粧品・雑貨・食品

048-597-3038

マミーマート北鴻巣店

生鮮食品を中心としたスーパーマーケット

048-596-7620

アノンクリーニング北鴻巣駅前店

クリーニング業

048-596-1071

養老の瀧 北鴻巣店

御座敷宴会場40名様位迄御座います。

048-596-4341

漢方のしみず快生堂

漢方薬・医薬品・化粧品

048-596-6610

AOKI鴻巣店

紳士服・小売業

048-596-0788

そうごう薬局北鴻巣店

処方せん受付・医薬品販売

048-577-5361

すし玄 北鴻巣店

お持ち帰り専門店、江戸前にぎり寿し、巻物

048-597-2557

栄町
目利きの銀次 鴻巣西口駅前店

居酒屋

048-541-3188

レストラン蔵王

レストラン、大小宴会、クラス会、同窓会

048-542-5449

大国屋商店

田間宮小学校指定体育着上履きあります

048-541-0864

ホワイト急便 大国屋商店

クリーニング

070-3878-7636

ドラッグストアセキ 鴻巣栄町店

医薬品・化粧品・日用品・食品

048-540-6780

登戸
チェリー薬局

処方せん（一部負担金）店内全商品

048-597-1075

畑中酒店

酒類、クリーニング、宅急便

048-596-2977

宮前
うどん かどや

是非うどんを食べに来て下さい

048-596-0428

株式会社 ベルク 鴻巣宮前店

スーパーマーケット

048-595-2320

セブンイレブン鴻巣宮前原店

コンビニエンスストア

048-595-0019

有限会社アートクリーン

リフォーム全般

048-595-1633

糠田
㈱オリジナルペイント

一般塗装から特殊塗料取扱してあります

048-597-2943

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

大間
パン工房ファイン

手作りパン及び関連商品

048-543-8833

そば処 咲くら

手打ちそば

048-542-3333

カットステーションSANKO（三孝理容）

ヘアーカット

048-542-3388

セブンイレブン鴻巣大間3丁目店

コンビニエンスストア

048-542-8221

生活協同組合コープみらい ミニコープ大間店

肉、魚、牛乳、パン、酒、米、食料品全般

048-543-3133

共栄ドライ 鴻巣西口店

クリーニング（衣類）

048-543-5566

そば処 いちい

手打ちそば、天ぷら等

048-541-5465

重天

揚げたてお持ち帰り天丼。750円より

048-598-5430

緑町
マルコー

食品、雑貨、クリーニング、タバコ、切手

048-596-3281

ホワイト急便 マルコー緑町店

クリーニング

070-3878-7636

原馬室
ドラッグストアセキ ピアシティ原馬室店

医薬品・化粧品・日用品・食品

048-540-5200

㈱カスミ フードスクエア原馬室店

食料品

048-544-9000

滝馬室
かつ膳

とんかつ

048-543-4129

ホワイト急便 いしい滝馬室店

クリーニング

070-3878-7636

黒沢薬局 滝馬室店

処方せん調剤・医薬品・小児用品

048-540-6556

逆川
株式会社イングコーポレーション スマイル鴻巣SS

燃料・車検・洗車・オイル・タイヤ等

048-541-1117

共栄ドライ スマイルSS店

クリーニング（衣類）

048-541-1117

といだ印刷

名刺・チラシ・転居ハガキ他印刷全般

090-1817-7566

坂口ラーメン

ラーメン他

048-543-8668

マツモトキヨシ 鴻巣店

医薬品・化粧品・健康食品・日用品・食品

048-543-5930

ヤオコー鴻巣逆川店

おいしいものを豊富に取りそろえております。

048-540-0611

小松
黒沢薬局 小松店

処方せん調剤・医薬品・雑貨

048-540-5454

むさし麦豚長島養豚直売所鴻巣店

埼玉県銘柄豚むさし麦豚の精肉、加工品等

048-543-8634

理容室 ヤマ

当サロンはSマーク登録店です。

048-543-3883

松原
㈲カトウ工務店

リフォーム工事

048-541-1014

フレンドマート角屋

飲食料品、酒類

048-541-7937

寿司・和食 鮨源

店内ご飲食のみ全般※出前不可

048-542-3655

氷川町
ホワイト急便 鴻巣氷川町店

クリーニング

070-3878-7636

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

048-540-6691

エネスタ鴻巣西

ガス機器・住宅設備機器・リフォーム工事

048-598-6770

セブンイレブン鴻巣氷川町店

コンビニエンスストア

048-542-7601

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

笠原
伊藤自動車整備工場

自動車販売･整備・板金塗装

048-542-1111

㈲小島工務店

リフォーム、その他建築工事全般

048-541-4800

太利印刷

ラベル、切文字、広告、パンフ、印刷物全般

048-542-2271

株式会社 小松屋農材

農業資材、種苗、ハウス部材販売

048-541-3727

郷地
杉田輪店

自転車・バイク販売修理

048-541-0688

安養寺
竹内輪業

自転車、バイク、販売・修理

048-541-1434

常光
樋口屋

着物、和装小物、着物クリーニング

048-541-3963

屈巣
HAIR SALON wakayama

日本剃刀によるとぅるとぅるシェービング

048-569-1011

みのざわや

大判ギョーザ、ネギラーメン

048-569-5500

パティスリーカノン

手作りケーキや焼菓子を販売しております

048-569-0170

広田
荒川商店

食品、日用品、宴会、仕出し

048-569-0028

総合衣料 マツザキ

学生用品学生服婦人洋品オリジナルポイント

048-569-0044

㈲大山モータース

オイル交換・タイヤ交換・自転車販売修理

048-569-0031

アバンセ川里店

生鮮･飲料･日用雑貨

048-569-3378

北根
株式会社 ベストグリーン(Ｂｇ ｐｌants)

造園、庭の手入れ、エアープランツ販売

048-568-1110

田嶋製菓

いがまんじゅう他各種和菓子

048-569-0054

関新田
鴻巣カントリークラブ

ゴルフ場業

048-569-1141

花久の里

うどん等の飲食及び野菜・特産品の販売

048-569-3811

新井
共栄ドライ 本店

クリーニング（衣類）

048-569-2222

筑波
写真館ＫＡＳＵＹＡ

照明写真・記念写真撮影

048-549-1726

サイド商会 吹上店

自転車販売・修理

048-548-7369

梅寿し

すし・宴会

048-548-2349

有限会社 大久保薬局

漢方煎菓・１類医薬品

048-548-6742

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

吹上本町
十万石吹上店

和洋菓子

048-549-0022

有限会社 船山商店

寝具

048-548-2063

タムラサイクル

自電車販売、修理

048-548-0116

今井薬局

医薬品、雑貨、おしゃべりに来て下さい。

048-548-2179

みどり薬局

処方せん（一部負担金）店内全商品

048-547-2023

各小・中学校制服 体育着 上履き指定店 ムサシヤ

小・中学校制服・体育着・くつ類その他

048-548-0002

有限会社 煎屋

手焼煎餅

048-548-8168

自家精米の店 吹上米穀

安心安全なお米を毎日お届けしています。

048-548-0003

㈲野口商店

プロパンガス、灯油、住宅設備

048-548-0108

そば処 たけや

そば・うどん・ごはん物

048-548-0245

㈲原肉店

惣菜・食肉・加工品

048-548-0027

たかはし酒店

酒・飲料・タバコ・食品

048-548-2270

南
セブンイレブン鴻巣南１丁目店

コンビニエンスストア

048-548-5528

中島衣料品店

学生服店

048-548-3633

吹上富士見
有限会社 小林電気商会

家電販売・水道設備工事

048-548-6066

スギドラッグ吹上富士見店

医薬品・化粧品・食品・米・酒

048-547-2611

フードオフストッカー吹上店

食品スーパー

048-548-2677

セブンイレブン吹上富士見２丁目店

コンビニエンスストア

048-548-4815

小林薬局

医薬品・資生堂化粧品・エステ

048-549-0812

アノンクリーニング吹上店

クリーニング業

048-549-1439

コミュニティカフェ 幸茶店

店内での飲食・弁当・手芸小物・イベント

048-598-7614

パン工房 ハミングバード

パン

048-548-7889

大芦
埼玉礦油㈲エネオス吹上西

ガソリン、軽油、洗車、オイル交換

048-548-4532

北新宿
スギドラッグ鴻巣店

医薬品・化粧店

048-547-0080

ホームバザー鴻巣店

生活雑貨品

048-598-5541

マックハウス

ジーンズカジュアルショップ

048-548-1222

雪どうぶつ病院

動物病院・獣医師

048-594-8934

アイメガネ鴻巣ウニクス店

眼鏡コンタクト補聴器・認定補聴器技能士在籍

048-547-0001

ヤオコー鴻巣吹上店

旬の美味しい物を豊富に品揃え

048-547-1211

ガスト 吹上店

和洋中のお食事とカフェ

048-547-1117

AOKI鴻巣吹上店

メンズ・レディースのスーツ礼服カジュアル等

048-547-0188

新宿
クリーン薬局

処方せん（一部負担金）店内全商品

048-548-6392

幸楽苑 吹上店

ラーメン

048-548-3674

ケーヨーデイツー吹上店

ホームセンター

048-549-2366

東京靴流通センター 吹上店

靴

048-548-1055

やまや鴻巣吹上店

酒・輸入食品の専門店

048-501-8510

店舗名

取扱商品又はサービス

電話番号

鎌塚
大丸クリーニング商会

クリーニング全般、シミヌキ

048-548-5544

カレーハウスCoCo壱番屋 吹上国道17号店

店内飲食・テイクアウト

048-548-7199

あたらしや

ご宴会・慶事・法事、無料送迎あり〼

048-548-0047

あたらしや酒店

酒類、飲食料品

048-548-0045

セブンイレブン吹上鎌塚店

食品、雑貨、加工食品、酒等

048-548-2568

㈲フラワーショップ せきね

生花切花・鉢花・観葉植物・花雑貨など

048-549-0187

本店タカハシ 吹上店

総合衣料品

048-548-0055

（有）宇田川工務店

各種リフォーム・外壁塗装・耐震改修工事

048-548-2851

メガネフラワー吹上店

メガネ・コンタクトレンズ

048-547-3069

西友 吹上店

生鮮品・食料品・住居用品

048-549-2280

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

048-547-1045

クール美容室

カット・パーマ・カラー

048-549-1456

株式会社 ミヤザキ金物

金物・サッシ・ドアリフォーム

048-548-0127

ドラッグストアセキ 吹上店

医薬品・化粧品・日用品・食品

048-547-3900

有限会社後藤衛生社

浄化槽清掃・管理・ゴミ片付け

048-549-2271

下忍
きららカフェ

パスタ、コーヒー他

048-501-7171

魚好

お刺身・鮮魚

048-548-0830

袋
ジョーシン鴻巣店

家電・おもちゃ・リフォーム

048-549-3811

前砂
葬儀式場 吹上平安会館

葬儀に関わる一切の業務、法要、仏壇仏具墓所

048-547-2355

78coffee

コーヒー豆（粉）、雑貨、珈琲器具販売

048-538-8527

三町免
㈲かねすぎ商店

全国の特A米地元米・健康食品・肥料・農薬

048-548-2543

その他
コープみらい コープデリ北本センター

食料品の宅配

048-543-1665

