
NO 事業所名 所在地 電話 営業品目 地区

567 エルメックツチダ 久喜市伊坂126 52-1082 電気器具 栗橋

568 ㈱Marina Japan 久喜市伊坂1266-10 88-7820 旅行 栗橋

569 EN café 久喜市伊坂145-1 53-4200 飲食 栗橋

570 居酒屋　いろり 久喜市伊坂1827-1 52-3941 飲食 栗橋

571 モード・勇 久喜市伊坂26-10 53-1161 婦人服卸 栗橋

572 キミ美容室 久喜市伊坂300-2 52-3415 美容 栗橋

573 読売新聞栗橋北部店 久喜市伊坂388-1 52-8050 新聞販売 栗橋

574 坪井メディカル㈱ 久喜市伊坂390-4 52-0002 健康診断 栗橋

575 割烹　酒田 久喜市伊坂394-6 52-6988 飲食 栗橋

576 Slyme hair's factoy 久喜市伊坂405-1 52街区6 53-1257 理容 栗橋

577 mio鍼灸整骨院 久喜市伊坂505-1-47-27 53-5863 整骨院 栗橋

578 野本商店 久喜市伊坂509-1 52-1071 クリーニング取次 栗橋

579 カゲヤマ理容室 久喜市伊坂550-10 52-2226 理容 栗橋

580 クラル 久喜市伊坂673-1　58区街1 52-6665 整骨院 栗橋

581 ㈲グリーンネス 久喜市伊坂706 52-0502 酒 栗橋

582 ジュバンスサロン　I 久喜市河原代550 52-6869 美容 栗橋

583 麵屋　みつば 久喜市河原代677 53-1328 飲食 栗橋

584 ㈱フセイニィ　トレーニング 久喜市河原代50-4 090-3088-2244 車買い取り 栗橋

585 旬の味　春日乃 久喜市河原代77 53-0302 飲食 栗橋

586 あおだな 久喜市北広島207 52-0673 飲食 栗橋

587 おおたけ 久喜市北広島572 52-2697 飲食 栗橋

588 魚楽 久喜市狐塚31 52-4366 飲食 栗橋

589 坂巻種苗 久喜市栗橋1375-3 52-0362 種苗 栗橋

590 ㈱河野商事 久喜市栗橋403-4 53-0088 飲食 栗橋

591 フラワースタジオ・新谷 久喜市栗橋455 52-2838 フラワー教室 栗橋

592 石渡豆腐店 久喜市栗橋北1-14-38 52-0324 豆腐製造・販売 栗橋

593 みちくさ 久喜市栗橋北1-15-13 080-1182-9606 飲食 栗橋

594 栗橋構内　野本タクシー㈲ 久喜市栗橋北1-1-6 52-0066 タクシー 栗橋

595 ひまわり化粧品 久喜市栗橋北1-1-9 52-2002 化粧品 栗橋

596 和菓子　小野 久喜市栗橋北1-3-7 52-6050 菓子製造・販売 栗橋

597 あきば洋品店 久喜市栗橋北1-4-5 52-0080 洋品 栗橋

598 斎藤茶店 久喜市栗橋北1-4-57 52-0169 茶 栗橋

599 モモヤホビー 久喜市栗橋北1-5-2 52-2007 玩具 栗橋

600 TOP電器 久喜市栗橋北1-5-8 52-2145 電気器具 栗橋

601 ひろ 久喜市栗橋北2-1-31-8 52-3310 飲食 栗橋

602 ビューティ　かわしま 久喜市栗橋北2-1-34 52-2095 美容 栗橋

603 トータルプラン㈲ 久喜市栗橋北2-1-6-2 52-2721 旅行 栗橋
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604 リバー美容室 久喜市栗橋北2-2-3 52-0357 美容 栗橋

605 ナカジマ 久喜市栗橋北2-3-1 52-0329 時計・メガネ 栗橋

606 小林美容室 久喜市栗橋北2-3-3 52-0246 美容 栗橋

607 ㈲宝来屋 久喜市栗橋北2-4-12 52-0157 菓子製造・販売 栗橋

608 太田商店 久喜市栗橋北2-4-7 52-0403 荒物 栗橋

609 吉岡燃料店 久喜市栗橋北2-5-13 52-0018 燃料 栗橋

610 ㈲志ほや 久喜市栗橋北2-5-2 52-0041 パン製造・販売 栗橋

611 ひたちや 久喜市栗橋北2-6-11 52-0051 金物 栗橋

612 乙女屋 久喜市栗橋北2-6-7 52-0008 鮮魚 栗橋

613 北葛くじら食房 久喜市栗橋北2-8-36-3 52-4425 エステ・化粧品 栗橋

614 エステ・ラボ・さかにわ 久喜市栗橋北2-8-8 52-2146 くじら肉卸・販売 栗橋

615 ㈲境屋金物店 久喜市栗橋中央1-10-5 52-0336 金物 栗橋

616 みどり鮨 久喜市栗橋中央1-1-13 52-0657 飲食 栗橋

617 Lounge Dining 背水の陣 久喜市栗橋中央1-1-15 0480-55-0057 飲食 栗橋

618 森田自転車預り所 久喜市栗橋中央1-12-1 52-1537 自転車預り 栗橋

619 ㈲玉屋 久喜市栗橋中央1-12-3 52-5258 洋品 栗橋

620 秋庭自転車預り所 久喜市栗橋中央1-12-6 52-2202 自転車預り 栗橋

621 エステサロン　花や來人 久喜市栗橋中央1-12-7 52-5125 エステ・化粧品 栗橋

622 パン工房　ＨＩＲＯ 久喜市栗橋中央1-13-1 52-2001 パン製造・販売 栗橋

623 堀越自転車預り 久喜市栗橋中央1-13-10 52-0369 自転車預り 栗橋

624 珈琲茶房　ハーモニー 久喜市栗橋中央1-13-5 52-0143 飲食 栗橋

625 a cero 久喜市栗橋中央1-14-13 48-6294 美容 栗橋

626 (資)鈴蘭 久喜市栗橋中央1-14-16 52-5506 介護 栗橋

627 魚竹 久喜市栗橋中央1-15-18 52-0178 鮮魚 栗橋

628 魚竹　精肉店 久喜市栗橋中央1-15-18 52-0178 精肉 栗橋

629 MAGOKORO 久喜市栗橋中央1-16-7 52-3010 飲食 栗橋

630 土田物産㈱ 久喜市栗橋中央1-17-1 52-2111 製粉・製麺 栗橋

631 グリーンショップ　フェニックス 久喜市栗橋中央1-19-13 52-7140 花鉢物 栗橋

632 ㈲Ｆ・Ｄ・Ｃ 久喜市栗橋中央1-19-18 55-0181 園芸資材卸・販売 栗橋

633 ㈱コヤナギスポーツ 久喜市栗橋中央1-19-21 52-0151 スポーツ用品 栗橋

634 ㈲青木電器紹介 久喜市栗橋中央1-19-23 52-0524 電気器具 栗橋

635 Hair Art GRAGE 久喜市栗橋中央1-2-1 52-0359 理容 栗橋

636 あっぷる 久喜市栗橋中央1-2-10-1 52-4388 音楽ＣＤ 栗橋

637 鳥政 久喜市栗橋中央1-2-10-3 52-2003 精肉 栗橋

638 のまっしょ　元 久喜市栗橋中央1-2-10-5 53-0817 飲食 栗橋

639 嬉乃 久喜市栗橋中央1-2-10-6 55-3277 飲食 栗橋

640 魚栄 久喜市栗橋中央1-2-14 52-0822 鮮魚 栗橋

641 (名)三笠屋 久喜市栗橋中央1-2-20 53-1147 菓子製造・販売 栗橋

642 のもと屋　作吉 久喜市栗橋中央1-2-3 52-0627 飲食 栗橋
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643 栗橋タクシー㈲ 久喜市栗橋中央1-2-6 52-0160 タクシー 栗橋

644 ㈱小島商事 久喜市栗橋中央1-5-11 52-0367 産業廃棄物 栗橋

645 大竹商店 久喜市栗橋中央1-5-3 52-0088 燃料 栗橋

646 ヤジマ理容所 久喜市栗橋中央1-8-11 52-3086 理容 栗橋

647 パリジェンヌ 久喜市栗橋中央1-8-36 52-3383 菓子製造販売 栗橋

648 吹禅堂 久喜市栗橋中央1-8-6 52-6328 仏具 栗橋

649 ㈱吉田屋呉服店 久喜市栗橋中央2-10-11 52-0078 呉服 栗橋

650 ㈱ほりこし 久喜市栗橋中央2-10-3 52-1048 洋品 栗橋

651 ㈱べっこうや 久喜市栗橋中央2-14-11 52-0055 日用品・他 栗橋

652 理容　渋澤 久喜市栗橋中央2-17-14 52-1064 理容 栗橋

653 宇津城商店 久喜市栗橋中央2-18-16 52-1307 菓子 栗橋

654 お茶の白石 久喜市栗橋中央2-19-1 52-0127 茶 栗橋

655 ㈲セキ薬局 久喜市栗橋中央2-3-1 52-0034 薬局 栗橋

656 好多家 久喜市栗橋中央2-6-14 52-0388 飲食 栗橋

657 手打ちラーメン　萬来 久喜市栗橋中央2-6-7-3 52-1797 飲食 栗橋

658 ㈲板屋洋品店 久喜市栗橋中央2-9-13 52-0021 洋品 栗橋

659 タイムリーワン栗橋店 久喜市栗橋中央2-9-14 52-1741 コンビニ 栗橋

660 東屋商店 久喜市栗橋中央2-9-7 52-2105 履物 栗橋

661 Alice In Tokyo 久喜市栗橋東1-10-1 090-6549-6101 通訳 栗橋

662 燦燦・33ツーリスト 久喜市栗橋東1-10-3 52-4440 旅行 栗橋

663 フィールプラス 久喜市栗橋東1-12-30 66-0456 広告・デザイン 栗橋

664 伊豆屋分店 久喜市栗橋東1-1-6 52-1372 青果 栗橋

665 いとよし 久喜市栗橋東1-4-48 52-1535 洋品・化粧品 栗橋

666 (合同)福成 久喜市栗橋東1-5-22 52-1748 イベント企画 栗橋

667 東京外語義塾 久喜市栗橋東1-9-3 53-0814 学習塾 栗橋

668 ラーメン　みみずく 久喜市栗橋東2-10-27 52-3329 飲食 栗橋

669 モードプラネット 久喜市栗橋東2-1-14 090-165-8544 洋品 栗橋

670 島野時計カメラ店 久喜市栗橋東2-1-2 52-0358 時計・カメラ 栗橋

671 フラワー　パレット 久喜市栗橋東2-12-11 55-1187 生花 栗橋

672 ヘアールーム　アスコット 久喜市栗橋東2-14-11 52-2020 美容 栗橋

673 ㈱たくまろ（ヒロ美容室） 久喜市栗橋東2-1-6 44-9177 美容 栗橋

674 ㈱竹林 久喜市栗橋東2-3-8 52-2732 漬物製造 栗橋

675 ㈱ベストプラン 久喜市栗橋東2-4-11 52-9777 保険 栗橋

676 シャルム美容室 久喜市栗橋東2-4-16 52-1809 美容 栗橋

677 八百亀本店 久喜市栗橋東2-5-8 52-0042 青果 栗橋

678 ニューおしだ 久喜市栗橋東2-6-13 52-0316 クリーニング取次 栗橋

679 和　美容室 久喜市栗橋東2-7-13 52-6728 美容 栗橋

680 ㈲井上酒店 久喜市栗橋東2-7-27 52-0317 酒 栗橋

681 久保接骨院 久喜市栗橋東2-8-11 52-5268 接骨院 栗橋
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682 Assist Nail Salon & School 久喜市栗橋東3-10-1-1F 52-9887 ネイルサロン 栗橋

683 カットハウス　スギノ 久喜市栗橋東3-10-19 52-1052 理容 栗橋

684 ベニ美容室 久喜市栗橋東3-1-29 52-1061 美容 栗橋

685 ㈲田沼商店 久喜市栗橋東3-1-3 52-0311 燃料 栗橋

686 ㈱仁井田設備 久喜市栗橋東3-13-12 52-0162 燃料 栗橋

687 中田屋 久喜市栗橋東3-14-20 52-0222 酒 栗橋

688 島田青果店㈲ 久喜市栗橋東3-2-36 52-2159 青果 栗橋

689 バーバーラクダ 久喜市栗橋東4-10-19 52-2802 理容 栗橋

690 ㈲ナガヌマでんき 久喜市栗橋東4-16-29 52-0540 電気器具 栗橋

691 ㈲まんぷく 久喜市栗橋東4-19-11 52-2175 ゲーム 栗橋

692 ㈲下野石油 久喜市栗橋東4-21-10 52-5458 ガソリンスタンド 栗橋

693 萬屋 久喜市栗橋東4-23-1 52-2629 飲食 栗橋

694 青鹿寝台サービス 久喜市栗橋東4-23-12 53-1174 葬祭 栗橋

695 中華料理福楽 久喜市栗橋東4-4-3 52-8168 飲食 栗橋

696 (合同)さくらの木 久喜市栗橋東4-8-28 52-7301 介護 栗橋

697 中島豆腐店 久喜市栗橋東5-12-27 52-7132 豆腐製造・販売 栗橋

698 ㈲ソーシャルネット梅原 久喜市栗橋東5-22-26 52-7178 介護タクシー 栗橋

699 居酒屋　ひろ家 久喜市栗橋東5-9-11 52-9319 飲食 栗橋

700 ㈱矢島生花店 久喜市栗橋東6-11-17 52-2866 生花 栗橋

701 ナマステネパール　栗橋店 久喜市栗橋東6-15-1 30-6527 飲食 栗橋

702 ㈲アイズ電気 久喜市栗橋東6-23-6 52-2011 飲食 栗橋

703 荒井商店 久喜市栗橋東6-23-7 52-3484 菓子 栗橋

704 清水施療院 久喜市小右衛門640-42 52-7876 鍼・灸 栗橋

705 岡安輪業 久喜市佐間1244 52-0795 自転車 栗橋

706 田村商店 久喜市島川142-2 52-0710 食品 栗橋

707 松山産業㈱ 久喜市高柳1755 52-7736
線香・ろうそく輸入
販売

栗橋

708 角屋　久下商店 久喜市高柳1891-1 52-1235 酒 栗橋

709 (無)さぼり家 久喜市高柳2257-4 53-6519 飲食 栗橋

710 フジカーブライト 久喜市高柳2436-63 55-2477 カーコーティング 栗橋

711 とみなが青果 久喜市中里1211-5 52-2052 青果 栗橋

712 総合企画　愛染 久喜市中里619 52-3473 葬祭 栗橋

713 ㈱オーガニック南栗橋 久喜市中里66 52-2195 エステ 栗橋

714 VISION watercraft 久喜市中里892 52-8814 水上バイク販売修理 栗橋

715 ㈲長島商店 久喜市間鎌1-1 52-0040 総合食品 栗橋

716 (合同)長島STORE PLUS 久喜市間鎌1-1 53-6714 食品通販 栗橋

717 ビューティーサロン　パール 久喜市間鎌339-16 52-7171 美容 栗橋

718 ヘアーサロンワタナベ 久喜市間鎌488-1 52-1164 理容 栗橋

719 そば処　さとかた 久喜市松永10-2 52-3110 飲食 栗橋
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720 バーバー　サトウ 久喜市松永341-4 52-7351 理容 栗橋

721 ㈱島田石油 久喜市松永41 52-0232 ガソリンスタンド 栗橋

722 韓国家庭デグ 久喜市緑1-1-15 52-3700 飲食 栗橋

723 岩崎速算学院 久喜市緑1-22-8 52-5333 そろばん塾 栗橋

724 白銀クリーニング店 久喜市緑1-25-11 52-0649 クリーニング取次 栗橋

725 生そば　蛇の目屋 久喜市緑1-3-12 52-5669 飲食 栗橋

726 マドンナ美容室 久喜市緑1-7-2 52-4778 美容 栗橋

727 学習塾K'club 久喜市緑1-8-13 52-4581 学習塾 栗橋

728 生文堂 久喜市緑1-8-6 52-2483 菓子製造・販売 栗橋

729 ブーランジェリー横田 久喜市南栗橋1-11-4 52-4442 パン製造販売 栗橋

730 J.Iソロバン教室 久喜市南栗橋12-14-17 52-7926 そろばん教室 栗橋

731 読売センター　栗橋南部 久喜市南栗橋1-2-2 52-6060 新聞販売 栗橋

732 南栗橋駅前整体院 久喜市南栗橋1-6-4 31-6493 整体 栗橋

733 ㈾幸彩 久喜市南栗橋4-11-4 52-3486 学習塾 栗橋

734 もつ焼　けんぱち 久喜市南栗橋4-1-9 52-4328 飲食 栗橋

735 モニ美容室 久喜市南栗橋4-19-12 52-5943 美容 栗橋

736 明響音楽教室 久喜市南栗橋4-19-2 53-0308 音楽教室 栗橋

737 ㈲新谷クリーニング 久喜市南栗橋5-3-1 52-8174 クリーニング取次 栗橋

738 ㈱丸碆総合事務所 久喜市南栗橋5-9-1 53-6201 旅行 栗橋

739 美容室　ディーズスタイル 久喜市南栗橋6-1-2 47-0465 美容 栗橋

740 サロニック幸手西ブランシェ 幸手市円藤内277-2 42-2411 エステ 栗橋

741 ㈱MORI HOUSE 幸手市幸手1954-9 57-1027 装飾品卸・販売 栗橋

742
ヘルシーサロンオーガニック
幸手エムズ

幸手市南1-13-5 43-4900 エステ 栗橋

743 カットハウス　グローブ 加須市諏訪2-3-28 62-5138 理容 栗橋

744 餃子の庶民亭 加須市旗井1780 72-2992 飲食 栗橋
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