
NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

1 武蔵野うどん　農穂 久喜市下清久　字宮浦640-1 22-1010 飲食業 久喜

2 杉田商店 久喜市下清久684-3 21-3683 酒類販売 久喜

3
NPO法人
　ハローハンディキャップ・タイム

久喜市下清久686-3　A201 21-7238 喫茶店 久喜

4 ベルツ 久喜市下清久698-31 25-0565 洋菓子製造販売 久喜

5 ㈲ウィズ 久喜市下早見1125-33 23-4196 ベビーシッター 久喜

6 三笑くき 久喜市下早見1607 24-5880 福祉用具・医療機器 久喜

7 小菊 久喜市下早見399-5 22-8487 小料理 久喜

8 久喜エコ・リサイクルシステム 久喜市下早見字大谷1657-1 24-3766 古物品の回収、販売 久喜

9
アジアンカフェダイニング
　ＣＨＩＴＡ　ＣＨＩＴＡ

久喜市葛梅3-4-1 53-5538 飲食業 久喜

10 ビューティースペースドワーフ 久喜市吉羽1-10-6ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ103 24-3262 美容 久喜

11 松田園 久喜市吉羽1-18-20 22-2738 茶・海苔販売 久喜

12 高山薬局 久喜市吉羽1-32-13 22-3646 久喜

13 (有)ウチダ総合福祉 久喜市吉羽1-38-3 24-0353 介護福祉事業 久喜

14 ㈲あおぞらネット 久喜市吉羽1-38-3 25-5720 介護 久喜

15 ジョイ美容室 久喜市吉羽1-39-11 22-1301 美容 久喜

16 ＡＳＡ久喜 久喜市吉羽1-45-14 22-2345 新聞販売 久喜

17
ＦＡＭＩＬＥ　ＳＡＬＯＮ　ＳＰＡ
ＲＫＳ

久喜市吉羽180-1 24-4343 理容業 久喜

18 美容室ヘアートリップ 久喜市吉羽181-7 21-5635 美容 久喜

19 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｒｇｅ 久喜市吉羽2-15-8 48-5779 美容業 久喜

20 ㈲太陽 久喜市吉羽2-19-16 24-1833 居宅訪問介護サービス 久喜

21 Reche Hair(ﾚﾁｴ　ﾍｱｰ） 久喜市吉羽2-31-25 88-0322 美容室 久喜

22 ㈲甲子米菓 久喜市吉羽2-33-3 23-1057 煎餅製造販売 久喜

23 ㈲ドゥーブルシェフ 久喜市吉羽2-6-9 24-3001 洋菓子製造販売 久喜

24 ㈱スターコーリング 久喜市吉羽2-6-9　２F 24-1052 天然石の販売 久喜

25 ㈲サンセット・シニアーズ 久喜市吉羽3-13-7 21-9683 久喜

26 毎日新聞久喜東部専売所 久喜市吉羽3-2-4 23-5095 新聞販売 久喜

27 東都商事 久喜市吉羽3-31-9 22-8888 不動産 久喜

28 ㈲冨士オリコミ 久喜市吉羽3-4-13 22-3641 オリコミ 久喜

29 やぶえび 久喜市吉羽4-17-25 21-3897
観賞用エビの繁殖・販
売

久喜

30 ㈲ホームオークラ 久喜市吉羽4-3-3 23-1128 不動産 久喜

31 ㈲寺島自動車 久喜市吉羽4-4-14 24-5651 新・中古車販売 久喜

32 アトリエ綺羅羅 久喜市吉羽5-12-17 23-8353 美容 久喜

33
㈲わたなべ・暮らしのファﾂション
わたなべ

久喜市久喜中央1-10-23 21-0282 衣料品販売 久喜

34 (資)柳屋 久喜市久喜中央1-1-1伊藤ビル 21-0047 そば・うどん 久喜

35
こだわりやま　久喜クッキープラザ
店

久喜市久喜中央1-1-20
久喜クッキープラザB1

26-7621 飲食業 久喜

36
特定非営利活動法人
子育てステーションたんぽぽ

久喜市久喜中央1-1-20
クッキープラザ５Ｆ

21-8825 認可外保育園 久喜

37 愛宕茶屋 久喜市久喜中央1-15-23 22-4876
餅菓子製造販売・甘味
処

久喜
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38 (有)サンライズ（レンティック舞）
久喜市久喜中央1-15-73
久喜スカイハイツ723

22-1211 貸衣装 久喜

39 内利電器商会 久喜市久喜中央1-1-7 21-0526 家電品販売 久喜

40 てらこや 久喜市久喜中央1-2-11 21-0575 中華居酒屋 久喜

41 ㈱齋藤手袋 久喜市久喜中央1-2-13 21-0056 手袋・作業用品卸 久喜

42 ㈱シンコーハウス 久喜市久喜中央1-2-28 22-7630 不動産 久喜

43 中国料理　菜香 久喜市久喜中央1-2-3 22-8837 中華料理 久喜

44 ベルデホーム㈱ 久喜市久喜中央1-2-31 22-3131 不動産 久喜

45 麻雀ファーム
久喜市久喜中央1-2-34
三ツ木ビル２F

53-6847 麻雀 久喜

46 居酒屋粋マス 久喜市久喜中央1-2-5 22-8883 居酒屋 久喜

47 ㈲丸紅商店 久喜市久喜中央1-2-6 21-0146 洋品販売 久喜

48 ㈲浜牛商店 久喜市久喜中央1-2-9 21-0053 食肉卸小売 久喜

49 WILLIAMS COFFEE WORKS 久喜市久喜中央1-3-14 53-8983 飲食店 久喜

50 和厨（わのくりや）
久喜市久喜中央1-3-25
クロスⅡビル１F

53-4939 居酒屋 久喜

51 フルーツストアーおがわ 久喜市久喜中央1-4-39 21-0248 青果・果物販売 久喜

52 グラート 久喜市久喜中央1-4-43 24-3618 イタリアン 久喜

53 たかのチェーン久喜店 久喜市久喜中央1-4-46 21-0185
ダンゴ・和菓子・寿司
販売

久喜

54 えんの蔵 久喜市久喜中央1-4-7芝ビル１F 23-9777 飲食業 久喜

55 野原種苗㈱ 久喜市久喜中央1-6-1 21-0002 種苗・園芸用品小売 久喜

56 南井理髪店 久喜市久喜中央1-6-3 21-0022 理容 久喜

57 飯島理容室 久喜市久喜中央1-7-20 21-4803 理容 久喜

58 山中ふとん店 久喜市久喜中央1-8-24 21-0423 寝具製造販売 久喜

59 焼鳥とりとん 久喜市久喜中央1-9-23 24-1194 焼鳥 久喜

60 ㈱関野屋 久喜市久喜中央2-10-22 21-0005 書籍・燃料販売 久喜

61 ㈲珀鷹 久喜市久喜中央2-10-23 21-0427 美容 久喜

62 尾崎不動産㈱ 久喜市久喜中央2-2-5 21-0577
宅地建物取引・ビル管
理

久喜

63 ＳＴＵＤＩＯ　ＢＵＺＺ
久喜市久喜中央2-2-6
YAORIビル２Ｆ

48-7100 ダンス教室 久喜

64 割烹大喜 久喜市久喜中央2-4-24 21-1389 割烹 久喜

65 ROSE 久喜市久喜中央2-4-28 080-4664-6787 まつ毛エステ・ネイル 久喜

66 アースヘアー
久喜市久喜中央2-4-32
コバヤシビルＡ棟103号室

22-7003 美容院 久喜

67 寿倉庫㈱ 久喜市久喜中央2-4-7 21-0750 倉庫業 久喜

68 ㈲久喜タクシー 久喜市久喜中央2-5-25 21-0502 タクシー 久喜

69 きくの家 久喜市久喜中央2-6-15 21-0516 そば・うどん 久喜

70 ㈲伊藤酒店 久喜市久喜中央2-6-23 21-0962
酒類・タバコ・食品販
売

久喜

71 鳥源商店 久喜市久喜中央2-8-10 21-0858 鶏卵卸 久喜

72 えのもと陶苑 久喜市久喜中央2-8-22 21-3562 陶磁器販売 久喜

73 寒梅酒造㈱ 久喜市久喜中央2-9-27 21-2301 酒造業 久喜

74 ㈱エル・サイトウ 久喜市久喜中央2-9-23 22-3110
宝石・貴金属・メガ
ネ・時計販売

久喜

75 楓 久喜市久喜中央2-9-33 53-8888 とんかつ・イタリアン 久喜

76 ポ・ポ 久喜市久喜中央2-9-38 21-0133 喫茶・スナック 久喜
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77 はーとふる 久喜市久喜中央2-9-38 21-0018 お好み焼 久喜

78 髪切屋　Ｊ＆Ｎ 久喜市久喜中央2-9-38 22-4901 美容室 久喜

79 化粧品の店ポポ 久喜市久喜中央2-9-39 22-3416 化粧品販売 久喜

80 八百雅商店 久喜市久喜中央2-9-40 21-0232 青果卸小売 久喜

81
㈱プロフーズ・ニュー風林火山西原
屋

久喜市久喜中央2-9-43 22-5169 飲食 久喜

82
Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｃｏｌｏｒ
ｓ

久喜市久喜中央2-9-49 24-2833 ショットバー 久喜

83 株式会社　うなぎ福本 久喜市久喜中央2-9-51 21-0258 川魚料理・うなぎ 久喜

84 幸松屋時計店 久喜市久喜中央3-1-4 21-0377
時計・メガネ・宝石販
売

久喜

85 コットンまちだ 久喜市久喜中央3-1-57 21-4640 洋品・生地販売 久喜

86 斉藤呉服店 久喜市久喜中央3-1-58 21-0165 呉服販売 久喜

87 ㈲松屋呉服店 久喜市久喜中央3-1-59 21-0045 呉服販売 久喜

88 酒Ｂａｒ　亀 久喜市久喜中央3-1-62 080-4185-9278 バー 久喜

89 Ｑｕｉ
久喜市久喜中央3-1-62
高橋ビル2F

21-3010 イタリア料理店 久喜

90 はまだ理容室 久喜市久喜中央3-5-25 21-0866 理容 久喜

91
㈱エデュケーショナルネットワーク
オフィスサプライ事業部

久喜市久喜中央3-7-16 21-0744
ＯＡ機器、事務用品全
般

久喜

92 武井工輪社 久喜市久喜中央3-7-22 21-0450 鉄工・自転車販売 久喜

93 ㈱林写真館 久喜市久喜中央3-8-22 21-0245 写真撮影 久喜

94 名糖牛乳久喜販売店 久喜市久喜中央3-9-18 22-2322 牛乳・乳製品販売 久喜

95 グローアップ㈱ 久喜市久喜中央3-9-38 28-4113
ハンコ小売・印刷・看
板

久喜

96 ㈲金重本店 久喜市久喜中央3-9-39 21-0074 青果販売 久喜

97 ㈱山中不動産 久喜市久喜中央3-9-45 23-5111 不動産 久喜

98
㈱山竹･天然温泉森のせせらぎ
なごみ

久喜市久喜中央3-9-45 23-5111 温浴サービス業 久喜

99 白ゆり美容室 久喜市久喜中央3-9-47 21-0336 美容 久喜

100 百貨堂 久喜市久喜中央3-9-49 21-0793 文房具販売 久喜

101 ㈲太陽堂 久喜市久喜中央3-9-53 21-0549 DPE・写真撮影 久喜

102 章行㈱タムラ洋品店 久喜市久喜中央3-9-55 21-0138 衣料品販売 久喜

103 ㈲ひだか酒店 久喜市久喜中央3-9-59 21-0048 酒類販売 久喜

104 パープルショップ婦人服のポプラ 久喜市久喜中央3-9-60 21-1009 婦人服販売 久喜

105 スナックなみ 久喜市久喜中央3-9-60 24-3081 飲食業 久喜

106 トラットリア　プレッツア 久喜市久喜中央3-9-60 26-1210 イタリアンレストラン 久喜

107 田中屋菓子店 久喜市久喜中央3-9-62 21-0009 和菓子製造販売 久喜

108 福芳 久喜市久喜中央4-1-1 23-2944 とんかつ 久喜

109 小泉酒店 久喜市久喜中央4-1-12 21-0008 酒類販売 久喜

110 松惣㈱ 久喜市久喜中央4-1-13 23-9621 ガソリンスタンド 久喜

111 ㈲シクロタカハシ 久喜市久喜中央4-1-14 21-0327 自転車販売修理 久喜

112 ㈱マック　カラオケマック久喜店 久喜市久喜中央4-1-28 29-2009 カラオケ 久喜

113 珈琲パウエル 久喜市久喜中央4-1-4 21-3224 喫茶 久喜

114 居酒屋　あな蔵 久喜市久喜中央4-1-4 23-1505 飲食業 久喜

115 皇閣 久喜市久喜中央4-1-4 22-2957 中華料理 久喜
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116
有限会社　リヴィングランドダイマ
ル

久喜市久喜中央4-1-4 23-8739 生花販売 久喜

117 らーめんさくら 久喜市久喜中央4-1-4 21-2717 ラーメン店 久喜

118 ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｕｓｓｉ 久喜市久喜中央4-1-4 21-0505 美容 久喜

119 ＮＡＳＴＹ
久喜市久喜中央4-1-4
ﾀﾞｲﾏﾙﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ１F

53-3399 ｱｰﾄデザイン、販売 久喜

120 ㈱シエーネ 久喜市久喜中央4-1-6 21-0268 靴・履物販売修理 久喜

121 大木化粧品 久喜市久喜中央4-1-8 21-0322
化粧品・和洋裁付属品
販売

久喜

122 ネイルサロン・ステラー 久喜市久喜中央4-3-22 21-8778 ネイルサロン 久喜

123 スタジオYOU 久喜市久喜中央4-3-22 22-7717 舞踊教室 久喜

124 美容室Ｂ★ＲＵＳＨ 久喜市久喜中央4-3-22 21ｰ0333 美容室 久喜

125 churchill kids wear 久喜市久喜中央4-3-22 090-6037-5806 子供服販売 久喜

126 瀬田電機商会 久喜市久喜中央4-4-6 21-0249 家電品販売修理 久喜

127 サロンまつもと 久喜市久喜中央4-5-3 21-0537 健康関連 久喜

128 フラワーショップポプリ 久喜市久喜中央4-5-7 23-8488 生花販売 久喜

129 ＰＥＲＫ.(ﾊﾟｰｸ） 久喜市久喜中央4-5-7 23-9339 美容業 久喜

130 風庵 久喜市久喜中央4-8-19 24-5525 うどん・そば 久喜

131 渡辺理容室 久喜市久喜中央4-8-3 21-1381 理容 久喜

132 ㈲ハシモト 久喜市久喜中央4-9-11 22-8605 メガネ販売 久喜

133 ㈱エスペニア 久喜市久喜中央4-9-11 23-8919 ブティック 久喜

134 ㈱温古堂書店
久喜市久喜中央4-9-11
ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ久喜店４Ｆ

21-0100 書籍販売 久喜

135 acro(アクロ）
久喜市久喜中央4-9-20
相沢ビル2F

21-7781 美容業 久喜

136 真潮亭 久喜市久喜中央4-9-26 53-4807 飲食業 久喜

137 マルタカ 久喜市久喜中央4-9-45 21-2430 酒類・食料品販売 久喜

138 ㈲東武フラワー 久喜市久喜中央4-9-61 22-0168 生花・造花販売 久喜

139
オーガニックハーブヘアカラー
専門店　Ｇarden

久喜市久喜中央4-9-83
三高第二ﾋﾞﾙ　１F

48-7486 ヘアカラー専門店 久喜

140
JAPANESE DINING NANA
（㈱DELICIOUS STYLE)

久喜市久喜東1-11-21 070-5454-1416 飲食店 久喜

141 焼とりけんちゃん 久喜市久喜東1-1-4 22-4014 焼鳥 久喜

142 嶋田屋精肉店 久喜市久喜東1-14-15 22-2598 食肉販売 久喜

143 おぐま 久喜市久喜東1-14-16 090-8485-9320 飲食店 久喜

144 幸　食品 久喜市久喜東1-18-3 23-5501 豆腐移動販売 久喜

145 お弁当のかまどや久喜東店 久喜市久喜東1-20-27 22-9040 弁当製造販売 久喜

146 配食のふれ愛　久喜本店 久喜市久喜東1-20-31 29-0077 お弁当・デリバリー 久喜

147 すずや美容室 久喜市久喜東1-21-18 21-2758 美容 久喜

148 フジマダンススタジオ 久喜市久喜東1-2-2 23-9639 ダンス教室 久喜

149 駅前喜楽 久喜市久喜東1-2-28 21-4276 飲食業 久喜

150 マリアンボレ　サイトウ 久喜市久喜東1-29-36 23-8131 ネイルサロン 久喜

151 タイ式マッサージＭｉＭｏ 久喜市久喜東1-4-23-201 44-9556 タイ古式マッサージ 久喜

152 森住酒店 久喜市久喜東1-4-5 21-0646 酒類販売 久喜

153 和酒処　こいた 久喜市久喜東1-5-1 77-0263 飲食業 久喜
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154 エッフェル 久喜市久喜東1-6-2 090-6547-3169 スナック 久喜

155 MiLLion 久喜市久喜東1-6-2 090-7900-7420 バー 久喜

156 三協交通㈲ 久喜市久喜東1-6-6 22-2940 タクシー 久喜

157 ＭＯＴＯ・ＺＯＮＥ 久喜市久喜東1-7-28 21-2415 オートバイ用品 久喜

158 川野精肉店 久喜市久喜東2-12-3 23-0038 食肉卸販売 久喜

159 クラブハニービー 久喜市久喜東2-12-3 22-5566 クラブ 久喜

160 ㈱旅クラブ　ジャパン 久喜市久喜東2-14-13 22-6066 旅行 久喜

161 カラオケスタジオチロル 久喜市久喜東2-16-30 21-2748 カラオケ 久喜

162 ㈲さんがい
久喜市久喜東2-16-30
第3フジタビル３F

22-5223 マージャン 久喜

163 理容テラカド 久喜市久喜東2-17-14 21-9321 理容 久喜

164 ㈱アルプス楽器 久喜市久喜東2-17-17 21-1197 楽器販売 久喜

165 株式会社バイオス 久喜市久喜東2-17-25 26-3731 健康食品等開発販売業 久喜

166 ㈲高橋不動産 久喜市久喜東2-20-1 23-2551 不動産 久喜

167 ㈱うなぎ中村 久喜市久喜東2-2-31 22-1151 うなぎ 久喜

168 中国四川料理　弘園 久喜市久喜東2-2-52 23-1886 中華料理店 久喜

169 伊勢家 久喜市久喜東2-27-15 21-9320 和菓子製造販売 久喜

170 クインサトウ 久喜市久喜東2-27-21 21-1264
メガネ・宝石・時計・補
聴器販売

久喜

171 クラウンヘアー 久喜市久喜東2-28-25 24-5822 美容業 久喜

172 大東武観光㈱ 久喜市久喜東2-28-27 21-2201 旅行業 久喜

173 Ｓｐｉｃｙ　Ｃｈｅｆ 久喜市久喜東2-3-2 24-5517 インド料理レストラン 久喜

174 NPO法人　コアラ小林 久喜市久喜東2-3-20 21-7031 居宅サービス事業 久喜

175 鈴木理容店 久喜市久喜東2-37-8 23-3835 理容 久喜

176 ㈲ネムコ 久喜市久喜東2-45-14 22-9481 工業薬品販売 久喜

177 ㈱ビジュエル
久喜市久喜東2-5-33
関口ビル3F

21-8299 貴金属・宝石 久喜

178 ㈲服部石材店 久喜市久喜東3-11-5 21-0406 石材加工販売 久喜

179 ㈲プレックス 久喜市久喜東3-1-14 23-1507 学習塾 久喜

180 お弁当やさん　すみれ 久喜市久喜東3-1-4 24-3434 弁当店 久喜

181 居酒屋染ちゃん 久喜市久喜東3-1-5 23-6867 居酒屋 久喜

182 Patisserie 　ＡＳＳＯＲＴＩ 久喜市久喜東3-1-7 53-7346 洋菓子店 久喜

183 飛高酒店駅東店 久喜市久喜東3-17-11 23-4111 酒類小売販売 久喜

184 ㈲ドリーム・ヘアーサロンMORI 久喜市久喜東3-17-12 23-5896 理容 久喜

185 サイクルショップうちだ 久喜市久喜東3-18-13 21-9018 自転車販売修理 久喜

186 木村総合保険事務所㈲ 久喜市久喜東3-27-23 21-7585 保険代理店業 久喜

187 パティスリーティンク 久喜市久喜東3-34-9 22-3067 洋菓子製造 久喜

188 合同会社　みらいてらす 久喜市久喜東3-4-5 21-8344 放課後等デイサービス 久喜

189 大松 久喜市久喜東4-10-23 23-8587 料理 久喜

190 美容室べむ東店 久喜市久喜東4-1-17 23-3673 美容 久喜

191 ㈲東部ジュータン 久喜市久喜東4-19-22 21-3815 インテリアクリーニング 久喜
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192 きのえね･ホテル久喜 久喜市久喜東4-20-21 22-3501 ホテル 久喜

193 ㈲てまり 久喜市久喜東4-21-22 25-5330 指定介護支援業 久喜

194 サロン・ド・リベラル 久喜市久喜東4-24-8 21-0606 美容 久喜

195 ヘアーサロン五郎丸 久喜市久喜東4-4-7 21-3337 理容 久喜

196 タチバナクリーニング 久喜市久喜東5-12-1 21-2669 クリーニング 久喜

197 ㈲寿屋 久喜市久喜東5-15-4 21-1265
寝具・インテリア製造
販売

久喜

198 ミツワ薬品 久喜市久喜東5-17-8 21-2765 医薬品販売 久喜

199 さとみ美容室 久喜市久喜東5-22-52 21-2757 美容 久喜

200 大橋屋 久喜市久喜東5-22-65 23-0439 そば・うどん 久喜

201 ミノルオート 久喜市久喜東5-2-8 23-6405 オートバイ修理 久喜

202 手打えんどう 久喜市久喜東5-31-10 22-0081 そば・うどん 久喜

203 白光舎 久喜市久喜東5-3-28 21-2289 クリーニング 久喜

204 (有)ビー・エム・シー 久喜市久喜東5-4-9 24-2155 クラブ 久喜

205 ㈲神田 久喜市久喜東5-5-39 22-3033 自動車部品販売，修理 久喜

206 ファッション・べべ 久喜市久喜東5-6-3 23-1088 婦人服小売業 久喜

207 熊ぼっこ 久喜市久喜東5-7-28 23-3627 ラーメン 久喜

208 ヘアーサロンオクヤマ 久喜市久喜東5-9-15 23-3920 理容 久喜

209 ㈱増田タクシー 久喜市久喜東5-9-4 21-0171 タクシー 久喜

210 ㈱ボン エスティフル久喜店 久喜市久喜北1-1-19 21-6695 エステティックサロン 久喜

211 (有)清水製菓 久喜市久喜北1-12-1 21-0305 米菓製造販売 久喜

212 大地ドッググッズショップ 久喜市久喜北1-12-12 21-7687 犬用品 久喜

213 株式会社　康栄フルーツ 久喜市久喜北1-12-21 24-2480 フルーツ卸業 久喜

214 大熊商店 久喜市久喜北1-7-60 22-7539 食堂 久喜

215 萬来(久喜北店） 久喜市久喜北1-9-50 21-1083 食料品販売 久喜

216 竹内商会 久喜市久喜北2-11-1 21-0471 着物しみ抜き 久喜

217 ヘアサロン　ファミリア 久喜市久喜北2-18-20 22-7151 美容業 久喜

218 パブスナックパシオン 久喜市久喜北2-31-1-108 23-3090 パブスナック 久喜

219 焼肉炭火亭 久喜市久喜本27-1 24-2640 焼肉 久喜

220 ドックスタジオ・オリーブ 久喜市久喜本34-3 24-3396 ペット美容 久喜

221 Ｆｉｅｌｄ　合同会社 久喜市久本寺192 38-6443 美容室 久喜

222 ルミナスサロン 久喜市栗原1-12-13 21-5540 エステサロン 久喜

223 ヴィオロン 久喜市栗原2-1-19 23-1401 喫茶 久喜

224 飯塚商店 久喜市栗原2-14-8 22-2192 食料品 久喜

225 ㈱久喜メール 久喜市栗原2-3-13 22-7282 ダイレクトメールサービス 久喜

226 吉田家 久喜市栗原3-1-25 21-6212 そば・うどん 久喜

227 ㈱アルディラ 久喜市栗原3-1-3 22-4011 宝石・貴金属販売 久喜

228 リラクゼーションエステ　mios 久喜市栗原3-16-6 21-5103 エステ 久喜

229
リフォームとクリーニングアランベ
ル

久喜市栗原3-17-24 22-5767
洋服リフォーム・
クリーニング

久喜

230 ㈲埼玉職洗機材 久喜市栗原3-8-1 22-5297 クリーニング機材販売 久喜

231 オーガニックサロン.ミモザ 久喜市栗原3-8-14 53-4123 美容室 久喜
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232 ㈲ベルアール 久喜市栗原4-1-9 22-9493 不動産 久喜

233 炭火焼肉寿庵 久喜市栗原4-2-1 24-1129 焼肉 久喜

234 アトリエ、ギャラリー大 久喜市原361-4 22-9510 陶芸教室 久喜

235 セキネ総合電化 久喜市原678 23-3544 家電品販売 久喜

236 ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＥ 久喜市古久喜　香取871-26 21-0605 美容室 久喜

237 ㈲憧屋 久喜市古久喜131-1 21-7760 オートバイ販売・修理 久喜

238 ㈱ケイ・エム 久喜市古久喜153-1 24-5801 貿易 久喜

239 まごころ弁当　久喜本店 久喜市古久喜195-12 30-6529 弁当製造兼配達 久喜

240 理容アオシカ 久喜市古久喜247-9 21-3416 理容 久喜

241 らーめん屋ふきのとう 久喜市古久喜282-2 24-1922 飲食業 久喜

242 ㈲ホットファッション 久喜市古久喜39-1 21-7875 自動車販売 久喜

243 和風レストラン三代 久喜市古久喜425-1 22-7746 寿司・うなぎ・ふぐ 久喜

244 らーめん道　め組 久喜市古久喜49 48-5144 ラーメン店 久喜

245 (有)アルソアＫＯＳＵＧＧＥ 久喜市古久喜752-3 21-8363 化粧品 久喜

246 ヘアデザイン　バロック 久喜市古久喜823-3 22-0974 美容 久喜

247 ㈲サカエヤ･パステル21 久喜市古久喜924-5 21-1184 クリーニング 久喜

248 しなの 久喜市江面104-1 23-4419 弁当販売 久喜

249 ＴＯＭＯＲＯＫＯ（ともろこ） 久喜市桜田2-2-1-213 59-2891 雑貨の製造小売業 久喜

250 むさしの園並木 久喜市所久喜187-１ 21-4816 農産物生産直売 久喜

251 書道教室　清綾会 久喜市所久喜230-1 21-6808 書道教室 久喜

252 関口ギター教室 久喜市所久喜58 21-2173 音楽教室 久喜

253 渡辺菓子舗 久喜市所久喜697 21-0784 和菓子製造販売 久喜

254 ㈱興商 久喜市除堀1404 21-1280 コピーサービス 久喜

255 トコロンーセキ 久喜市除堀142-4 23-9147 リース業 久喜

256 おしゃれサロンａｙｕ 久喜市除堀1523-2 22-3382 美容院 久喜

257 斉藤洋品店 久喜市除堀355 22-6556 洋品販売 久喜

258 アーバン代行 久喜市菖蒲町三箇6205-3 31-6454 運転代行業 久喜

259 ㈱富士オフィス 久喜市菖蒲町昭和沼18 85-2111 不動産業 久喜

260 café　葉のん
久喜市菖蒲町菖蒲85-1
　菖蒲文化会館１F

48-7839 カフェ 久喜

261 鯉の見沼 久喜市菖蒲町台666-1 85-5556 観賞魚生産・販売 久喜

262
はらぺこ　きっちん
ＫＡＺＥ－ＵＴＡ

久喜市上清久1090-8 23-6846 飲食業 久喜

263 ㈱ナチュラ 久喜市上清久1226-6 24-5912
ﾌﾗﾜｰｴｯｾﾝｽ
販売卸ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催

久喜

264 小林ふとん店 久喜市上清久183-2 21-2673 寝具販売 久喜

265 ㈲カー・ドリーム 久喜市上清久22 21-1228 自動車販売修理 久喜

266 ほていや 久喜市上清久328-4 21-2650 そば・うどん 久喜

267 ㈲ブラン 久喜市上清久967-4 22-6492 イタリアンレストラン 久喜

268 弁天 久喜市上早見150 22-0240 スーパー・割烹料理 久喜

269 清藤 久喜市上町15-22 22-8131 民芸品小売 久喜

270 ㈱菱沼商店 久喜市上町5-10 21-0204 酒類卸 久喜
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271 石井商店 久喜市上町6-5 21-2298 食料品販売 久喜

272 ＭＵＵ久喜店 久喜市上町9-6 44-8760 リラクゼーション 久喜

273 カラオケ喫茶フラミンゴ 久喜市西186-10 23-9685 スナック 久喜

274
アルファ・
ホリスティックビューティー

久喜市西186-20 23-9293 エステティック 久喜

275 青毛整形外科クリニック 久喜市青毛1112 26-5550 整形外科 久喜

276 壮命堂薬局 久喜市青毛1ｰ7-18 23-2465 医薬品販売 久喜

277 久喜ピアノ調律サービス 久喜市青毛1-2-34 22-3954 ピアノ調律 久喜

278 手作りパン工房　パントピア 久喜市青毛1300-2 44-8432 ベーカリー 久喜

279 お好み焼き居酒屋こがね 久喜市青毛3-13-19 21-2349 お好み焼き 久喜

280 朝日ビルサービス㈱ 久喜市青毛4-10-24 23-9567 ビルメンテナンス 久喜

281 鈴木デンタル・スタジオ 久喜市青毛4-7-21 24-1759 歯科技工士 久喜

282 シャイニーママダ 久喜市青葉1-1-11-105 23-4804 ディテイリング業 久喜

283 カットプラザ　３８屋 久喜市青葉1-1-4-108 24-4138 理容業 久喜

284 うしひこ 久喜市青葉1-1-4-109 23-0689 食肉販売 久喜

285 合同会社　くき学園 久喜市青葉1-1-4-110 31-8120 放課後等デイサービス 久喜

286 焼肉にんにく亭 久喜市青葉2-2-11 24-2929 焼肉 久喜

287 結婚相談所　和Ｎｏｄｏｋａ 久喜市青葉2-3-9 080-4135-0612 結婚相談所 久喜

288 ＴＯＭＯ 久喜市青葉2-6-2 22-7844 婦人服販売 久喜

289 タケダ靴店 久喜市青葉3-10-5 23-2258 靴小売・修理 久喜

290 みどりや 久喜市青葉3-10-6 23-4337 茶・海苔販売 久喜

291 美容室フレッシュ 久喜市青葉3-11-13 23-0500 美容 久喜

292 ＢＯＵＮＤ．バウンド 久喜市青葉3-20-4　荒井ハイツ 23-7749 カラオケ　スナック 久喜

293 POLA THE BEAUTY 久喜店 久喜市青葉3-2-9 29-2988 化粧品小売り業 久喜

294 ログキャビン　どんぐり 久喜市青葉4-1-20 23-1418 喫茶 久喜

295 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｎ＆Ａ 久喜市青葉4-1-8 29-2866 美容院 久喜

296 ヴェジタブルショップ　モリタ 久喜市青葉4-1-9 23-1649 青果業 久喜

297 夜間対応型訪問介護　ケアナイト 久喜市青葉4-24-18 26-5000 介護事業 久喜

298 一心庵 久喜市青葉4-25-10 21-8887 そば・うどん 久喜

299 季節の料理　あかまる
久喜市青葉4-25-10
ﾒﾙﾍﾞｰﾕ1号館

22-8882 飲食業 久喜

300 祐寿司 久喜市青葉5-1-1 21-8670 寿司 久喜

301 美容室べむ　青葉店 久喜市青葉5-1-2 22-0476 美容 久喜

302 居酒屋とんぼ 久喜市青葉5-1-2 23-1966 居酒屋 久喜

303 理容花塚 久喜市青葉5-2-15 23-0893 理容 久喜

304 アトリエMI 久喜市青葉5-4-2 23-2829 美容 久喜

305 三笠米菓本舗 久喜市太田袋437 21-0975 煎餅製造販売 久喜

306 宗谷岬　間宮堂 久喜市久喜中央7-6-1 048-738-5233 飲食店（ラーメン） 久喜

307 紅葉 久喜市東大輪139-19 57-2222 飲食店 久喜

308 アワ野メガネ専門店 久喜市南1-10-33 22-7654 メガネ販売 久喜

309 １．２．さん 久喜市南1-10-33 23-2666 焼鳥店 久喜

Page 8



NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

310 モンシェルTON×2 久喜市南1-4-14 21-8822 飲食業 久喜

311 矢沢理容室 久喜市南1-9-21 21-0678 理容 久喜

312 アメニティカット 久喜市南1-9-37 24-7988 理容業 久喜

313 machＥrie Ｎail (ﾏｼｪﾘ　ﾈｲﾙ） 久喜市南1-9-37 23-1123 ネイルサロン 久喜

314 ヘアーサロンみずうち 久喜市南1-9-38 23-3738 理容 久喜

315 蘭月 久喜市南1-9-41 21-2231 洋風居酒屋・宴会 久喜

316 コクボ消毒㈱ 久喜市南2-1-33 21-2413 消毒 久喜

317 ㈱多田商事 久喜市南3-10-2 23-2662 オフィス関連用品販売 久喜

318 直技芸学院 久喜市南3-10-6 21-1131
着付・編物・組紐・書
道教室

久喜

319 ミニトラベル埼玉東営業所
久喜市南3-2-35
ベルピア久喜第4-2-204

31-9849 旅行業 久喜

320 カンナ美容室 久喜市南3-6-17 21-2039 美容 久喜

321 中山牛乳店 久喜市南3-6-7 21-1884 牛乳販売 久喜

322 理容室カトー 久喜市南4-6-6 21-2043 理容 久喜

323 手もみラーメン十八番 久喜市南4-7-22 23-1419 ラーメン 久喜

324 ㈲東埼玉補聴器 久喜市南4-9-16 24-4800 補聴器及び関連品 久喜

325 ㈲松村興産 久喜市南5-2-1 21-0812 不動産賃貸 久喜

326 ㈲島先電機商会 久喜市南5-2-10 21-0522 家電品販売 久喜

327 つるや花店 久喜市南5-2-12 22-7788 生花販売 久喜

328 ㈲オートフィールド 久喜市樋ノ口1-6 25-4811 中古車販売・修理 久喜

329 ㈲石塚農機商会 久喜市樋ノ口536 22-8008 農機具販売修理 久喜

330 はんこ村ベルマッチ 久喜市久喜北2-4-13 40-3226
印鑑・印刷物等の制作
販売

久喜

331 高砂製菓㈱ 久喜市北青柳1337 23-1652 米菓製造業 久喜

332 ㈱アルソアひぐち 久喜市北青柳1301 22-1361 化粧品販売 久喜

333 魚清 久喜市北青柳28 21-0080 鮮魚販売 久喜

334 ほぐし屋むさし 久喜市北青柳67-1 31-6995 リラクゼーション 久喜

335 ファミリーファッションマサキヤ 久喜市北青柳75 21-2045 衣料品販売 久喜

336 ニューラーメンショップ主水 久喜市北青柳79-1 24-1711 ラーメン 久喜

337 麺通　伊武記 久喜市北青柳86-1 21-8877 ラーメン・つけ麺 久喜

338 カットプレスＫＵＭＡ．ＳＡＮ 久喜市北中曽根1238－1 21-4797 久喜

339 エバーグリーン埼玉久喜霊園 久喜市北中曽根1540-3 53-3561 墓石販売・霊園管理 久喜

340
えすびぃコミュニティデザイン研究
所

久喜市本町1-10-15 99-2562 障害者サポート事業 久喜

341 池上薬局 久喜市本町1-1-12 21-0349 医薬品・化粧品販売 久喜

342 関口ふとん店 久喜市本町1-1-14 21-0774 寝具販売 久喜

343 tukka(ﾂｯｶ） 久喜市本町1-1-53 53-6263 美容業 久喜

344 いしづか 久喜市本町1-3-31 21-0315 そば・うどん 久喜

345 武井米穀店 久喜市本町1-3-36 21-0158 米穀販売 久喜

346 東武久喜ツーリスト 久喜市本町1-9-1 29-2812 旅行業 久喜

347 バーバーズ 久喜市本町1-9-2 23-6850 理容業 久喜

348 中原商事 久喜市本町2-10-27 21-3278 婦人服製造卸小売 久喜
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349 ㈲グリーンライフ久喜 久喜市本町2-13-25 22-4335 整体･健康食品 久喜

350 みゆきやクリーニング 久喜市本町2-1-40 21-0321 クリーニング 久喜

351 丸ひろ鮨 久喜市本町2-1-40 23-9188 寿司 久喜

352 藤乃園茶店本町店 久喜市本町2-8-16 22-7619 茶販売 久喜

353 ㈱グルメ　わしみ 久喜市本町3-10-18 44-8848 小売業 久喜

354 幸寿司 久喜市本町3-14-5 21-1361 寿司 久喜

355 八百徳商店 久喜市本町3-15-37 23-2943 青果販売 久喜

356 レストランポティロン 久喜市本町3-4-7 23-1817 レストラン 久喜

357 ひらのや酒店 久喜市本町3-5-1 21-0208 酒類販売 久喜

358 喫茶サカエ 久喜市本町3-5-13 21-1167 喫茶店 久喜

359 モード・カズ 久喜市本町3-5-16 23-1774 美容 久喜

360 KYロックサービス久喜 久喜市本町3-7-14 26-1275 錠前解錠・交換・修理 久喜

361 ㈲東海住宅 久喜市本町3-7-27 22-7281 不動産 久喜

362 アイガモ農園㈱ 久喜市本町4-10-8 21-1308 農産物生産販売 久喜

363 ㈲神文光 久喜市本町4-11-35 21-1089 神具、仏具販売 久喜

364 坂田モータース 久喜市本町4-11-31 21-0219 自動車整備 久喜

365 ㈲ホウトクサービス 久喜市本町4-12-34 23-5685 弁当製造販売 久喜

366 美容室スワール 久喜市本町4-12-34 22-7641 美容 久喜

367 (有)松寿し 久喜市本町4-15-3 21-1239 寿司 久喜

368 ヘアーサロンナイトウ 久喜市本町4-2-43 23-2522 理容 久喜

369 彩テニススクール 久喜市本町4-2-47 23-1022 テニススクール 久喜

370 カフェレストラン　キッチン花吉 久喜市本町4-4-36 96-1937 レストラン 久喜

371 和菓子萩乃 久喜市本町5-14-5 23-2765 和菓子製造販売 久喜

372 寝具の島崎 久喜市本町5-15-14 21-0434 寝具販売 久喜

373 桑藤精肉店 久喜市本町5-15-30 21-0433 食肉卸小売 久喜

374 瀬田屋酒店 久喜市本町5-4-15 21-0428 酒類販売 久喜

375 塩崎米穀店 久喜市本町5-4-21 21-0313 米穀・飼料・肥料販売 久喜

376 木村被服 久喜市本町5-5-38 21-0314 衣料品販売 久喜

377 橋戸薬局 久喜市本町5-6-25 22-8410 医薬品販売 久喜

378 たまや 久喜市本町5-6-31 22-2293 そば・うどん 久喜

379 関野屋 久喜市本町5-7-11 22-1529 そば・うどん 久喜

380 真中鮮魚店 久喜市本町5-7-13 21-1841 鮮魚販売 久喜

381 グローバル 久喜市本町5-7-9 23-3770 オートバイ販売・修理 久喜

382 ㈱ますかわ電気 久喜市本町6-12-2 22-2768 家電品販売 久喜

383 菓子工房モニカ 久喜市本町6-12-20 21-8222 洋菓子製造販売 久喜

384 S D B 久喜市本町6-13-12 31-9985 自動車用品販売取付 久喜

385 ㈱東武家具 久喜市本町6-1-4 22-1231 家具販売 久喜

386 ㈲久喜葬祭社 久喜市本町6-14-23 22-4847 葬祭 久喜

387 折原酒店 久喜市本町6-14-25 23-3891 酒類販売 久喜

388 美容室ＨＥＡＲＴ　ｈａｉｒ 久喜市本町6-14-53 22-1715 美容 久喜
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389 ＫＥＴＵＰＡ（けつぱ）食品㈱ 久喜市本町6-15-6 080-2264-3372 菓子類 久喜

390 ㈲エム・ケイ企画 久喜市本町6-3-3 23-6667 介護支援 久喜

391 ㈱宮商 久喜市本町7-5-14 23-1055
クリーニング機械・器
具・資材

久喜

392 ㈱旬花 久喜市本町7-7-19 48-5001 飲食店・ケータリング 久喜

393 洋服修理　すみた 久喜市本町8-1-21 21-4899 洋服仕立て・修理 久喜

394 ㈱グッディカキヌマ 久喜市本町8-1-30 21-0203 金物・工具販売 久喜

395
㈲メイキング・イマージュ・エミュ
ウ

久喜市本町8-5-47
ポエム88-204

21-9555 美容 久喜

396 キッチン　ペニー 久喜市本町8-5-48 23-2000 飲食業 久喜

397 焼肉南大門 久喜市本町8-6-52 24-0290 焼肉 久喜

398 カットハウス　Ｋittoco 久喜市野久喜1242-1 080-5650-2420 美容業 久喜

399 アップルハウス 久喜市野久喜440-1 22-2041 もめん販売 久喜

400 ハッピー美容室 久喜市野久喜620-2 23-2788 美容 久喜

401 フラワーショップ花久喜 久喜市野久喜626 21-4187 生花販売 久喜

402 ＭＵＳＩＣＡ　（ムージカ）
久喜市野久喜631-2
小西ビル１Ａ

24-4020 レストラン 久喜

403 ㈱五郎 久喜市野久喜645-2 22-0567 ガソリンスタンド 久喜

404 ㈲ヤマナカ住宅サービス 久喜市野久喜645-2 22-1331 不動産 久喜

405 ㈲徳治家 久喜市野久喜865-4 21-3177 そば・うどん 久喜

406 森乃家 久喜市六万部1032-1 21-4980 飲食店 久喜

407 理嬉 久喜市鷲宮245-1 57-2878 自動車部品小売業 久喜
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