
店名 業種 住所 電話

化粧専科　A - チイム 化粧品 久喜市久喜中央 1-1-20
クッキープラザ２Ｆ 24-0480

ビューティーサロン　1113 美容室 久喜市久喜中央 1-1-20
クッキープラザ２Ｆ 25-1204

中国料理　菜香 中華料理 久喜市久喜中央 1-2-3 22-8837

まる紅洋品店 衣料品販売 久喜市久喜中央 1-2-6 21-0146

肉の浜牛 牛・豚・鶏肉・特殊肉（馬刺・合鴨・ラム・その他）久喜市久喜中央 1-2-9 21-0053

暮しのファッション　わたなべ 婦人衣料の販売 久喜市久喜中央 1-10-23 21-0282

愛宕茶屋 餅菓子製造販売 久喜市久喜中央 1-15-23 22-4876

えのもと陶苑 陶磁器・漆器・ガラス器 久喜市久喜中央 2-8-22 21-3562

化粧品のみせ　ポ◦ポ 化粧品 久喜市久喜中央 2-9-38 22-5511

八百雅商店 青果 久喜市久喜中央 2-9-40 21-0232

和装工房さいとう 呉服・寝具・カーテン 久喜市久喜中央 3-1-58 21-0165

まつや呉服店 きもの・婦人服 久喜市久喜中央 3-1-59 21-0045

㈲百貨堂　西口店 文具・事務用品 久喜市久喜中央 3-9-49 21-0793

タムラ 衣料品・学用品販売 久喜市久喜中央 3-9-55 21-0138

㈲ひだか酒店　本店 業務用酒類販売 久喜市久喜中央 3-9-59 21-0048

田中屋菓子店 和菓子 久喜市久喜中央 3-9-62 21-0009

ダイマルフラワー 生花販売 久喜市久喜中央 4-1-4 23-8739

㈱シェーネ 靴 久喜市久喜中央 4-1-6 24-1654

小泉酒店 お酒とギフトの店 久喜市久喜中央 4-1-12 21-0008

㈲東武フラワー 生花・鉢物の販売 久喜市久喜中央 4-9-61 22-0168

Ｇａｒｄｅｎ久喜店 オーガニックハーブヘアカラー 久喜市久喜中央 4-9-83 48-7486

カンナ美容室　～資生堂ゾートスサロン～ カット・パーマ・ヘアカラー・化粧・着付・
ヘアートリートメント・フェイスエステ etc 久喜市南 3-6-17 21-2039

㈲島先電機商会 家電販売 久喜市南 5-2-10 21-0522

池上薬局 相談できる薬局 久喜市本町 1-1-12 21-0349

店名 業種 住所 電話

みやぎ酒店 酒類・たばこ販売 久喜市中妻 1588-27 58-0101

洋菓子倶楽部エーデルワイス 洋菓子販売 久喜市葛梅 3-1-25 59-6233

くるみ亭 ハンバーグ・弁当 久喜市葛梅 606-14 53-7400

ヘア・サロン　ワタナベ 理容 久喜市葛梅 606-24 58-2469

相武酒店 酒・たばこ販売 久喜市葛梅 9-1 58-0937

庄だな 鈴木酒店 酒類・手打うどんそば 久喜市鷲宮中央 1-23-13 58-0112

喫茶・雑貨ちゅーりっぷはっと 珈琲・ランチ・雑貨 久喜市鷲宮中央 1-10-5 58-0143

ニューヤマザキデイリーストア　鷲宮駅東口店 焼きたてパンのコンビニ 久喜市鷲宮中央 1-3-1 59-5676

信濃屋呉服店 呉服・洋品 久喜市鷲宮 1-10-11 58-0079

多幸焼 （たこ焼き・ビーフカレー）お持ち帰りもできます 久喜市鷲宮 1-10-6 57-3326

魚幸　高橋酒店 酒・たばこ・鮮魚販売 久喜市鷲宮 1-9-17 58-0061

学生衣料・綜合衣料　ナリタ 学生用品 久喜市鷲宮 2-10-11 58-0026

店名 業種 住所 電話

エステ・ラボ・さかにわ エステ・化粧品 久喜市栗橋北 2-8-8 52-2146

㈲宝来屋 和菓子・食事 久喜市栗橋北 2-4-12 52-0157

乙女屋 鮮魚・仕出し 久喜市栗橋北 2-6-7 52-0008

㈱ほりこし 衣料品 久喜市栗橋中央 2-10-3 52-1048

㈱吉田屋呉服店 呉服・寝具・ギフト 久喜市栗橋中央 2-10-11 52-0078

あづまや靴履物店 栗橋北彩高校上履販売店 久喜市栗橋中央 2-9-7 52-2105

㈲板屋洋品店 衣料品 久喜市栗橋中央 2-9-13 52-0021

お茶の白石 お茶・のり 久喜市栗橋中央 2-19-15 52-0127

吹禅堂 仏具 久喜市栗橋中央 1-8-6 52-6328

㈲境屋金物店 金物 久喜市栗橋中央 1-10-5 52-0336

パリジェンヌ 洋菓子 久喜市栗橋中央 1-8-36 52-3383

中田屋 ワイン・ハードリカー 久喜市栗橋東 3-14-20 52-0222

島田青果店㈲ 野菜・食料品 久喜市栗橋東 3-2-36 52-2159

㈲井上酒店 酒類・健康飲料 久喜市栗橋東 2-7-27 52-0317

食事処萬屋 うなぎ・割烹 久喜市栗橋東 4-23-1 52-2629

福楽 ラーメン 久喜市栗橋東 4-4-3 52-8168

魚竹 鮮魚・食品 久喜市栗橋中央 1-15-18 52-0178

魚竹精肉店 精肉・食品 久喜市栗橋中央 1-15-18 52-0178

レディスファッション玉屋 衣料品 久喜市栗橋中央 1-12-3 52-5258

㈱矢島生花店 生花 久喜市栗橋東 2-1-3 52-2866

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

いとよし 衣料品・化粧品 久喜市栗橋東 1-4-48 52-1535

つむぎや 地元埼玉のおいしいもの　贈り物にも　ご自宅用にも 久喜市栗橋中央 1-17-1 52-2111

店名 業種 住所 電話

お茶の藤乃園 茶小売 久喜市本町 2-8-16 22-7619

健康トータルケアー　㈲グリーンライフ久喜 ソフト整体と健康補助食品の小売 久喜市本町 2-13-25 22-4335

ひらのや酒店 酒・食品販売 久喜市本町 3-5-1 21-0208

塩崎米穀店 食品 久喜市本町 5-4-21 21-0313

寝具のしまざき ふとん打直し・レンタルふとん 久喜市本町 5-15-14 21-0434

桑藤精肉店 国産豚・鶏・牛 久喜市本町 5-15-30 21-0433

株式会社東武家具 和・洋家具現品市 久喜市本町 6-1-4 22-1231

手作りおかき清水　㈲清水製菓 米菓専門店　あられ、せんべい製造販売 久喜市久喜北 1-12-1 21-0305

肉のうしひこ 食肉販売 久喜市青葉 1-1-4-109 23-0689

一心庵 日本そば店 久喜市青葉 4-25-10 21-8887

川野精肉店 食肉販売 久喜市久喜東 2-12-3 23-0038

理容室テラカド 理容業 久喜市久喜東 2-17-14 21-9321

ひだか酒店駅東店 たばこ・酒類販売 久喜市久喜東 3-17-11 23-4111

㈲百貨堂　東口店 文具・事務用品 久喜市久喜東 3-33-9 21-0638
料亭きのえね
ホテル久喜

宿泊施設・会席（クラス会 120 名様）・御法要
料亭・京懐石・うなぎ・結婚披露宴・御祝い席 久喜市久喜東 4-20-21 22-6522

22-3501

ヘアーサロン　五郎丸 理容業 久喜市久喜東 4-4-7 21-3337

ふとんの寿屋 寝具全般及び洋品 久喜市久喜東 5-15-4 21-1265

ミツワ薬品 くすり 久喜市久喜東 5-17-8 21-2765

いしづか吉羽店 そば・うどん・丼物 久喜市吉羽 3-3-2 23-6971

三笠米菓本舗 せんべい製造販売 久喜市太田袋 437 21-0975

弁天 大小宴会・仕出し・ランチ 久喜市上早見 150 22-0240

ファミリーファッション　マサキヤ おしゃれ用品・学生用品 久喜市北青柳 75 21-2045

斉藤洋品店 洋品・食料品 久喜市除堀 355 22-6556

店名 業種 住所 電話

鈴木時計店 時計・メガネ・宝石販売 久喜市鷲宮 2-10-12 58-0114

島田菓子舗 和菓子 久喜市鷲宮 2-10-15 58-0067

スズエーフォトスタジオ 写真店 久喜市鷲宮 2-11-11 58-0020

うぶかた洋品店 洋品店 久喜市鷲宮 2-13-13 58-0017

肉の三ヶ尻 精肉・惣菜販売 久喜市鷲宮 2-13-6 58-6834

ビーンズショップ＆カフェ　アルカディア コーヒー・ワッフル・薬膳ランチ他 久喜市鷲宮 2-7-17 31-8652

化粧品 本多屋 化粧品 久喜市鷲宮 2-8-13 58-1193

和食　上州 刺身・フライ・天ぷら 久喜市鷲宮 3-1-13 58-0244

染谷輪業 自転車・バイク修理販売 久喜市鷲宮 3136 58-0100

金子屋 食事処・名物ソースカツ丼 久喜市鷲宮 4-7-2 58-0034

手打うどん・そば　のんき家 うどん・そば 久喜市鷲宮 5-12-8 58-0030

中国料理　鶴峯飯店 中国料理 久喜市鷲宮 6-6-27 58-7234

店名 業種 住所 電話

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

パン工房　ＨＩＲＯ パン 久喜市栗橋中央 1-2-10-2 52-2001

魚栄 鮮魚・惣菜・青果 久喜市栗橋中央 1-2-14 52-0822

㈴三笠屋 手作り季節の和菓子製造販売
祝事、仏事のお引菓子承ります 久喜市栗橋中央 1-2-20 53-1147

のもと屋作吉 そば・うどん 久喜市栗橋中央 1-2-3 52-0627

鳥政 精肉・惣菜 久喜市栗橋中央 1-2-10-3 52-2003

のまっしょ元 居酒屋 久喜市栗橋中央 1-2-10-5 53-0817

御料理　嬉乃 日本料理 久喜市栗橋中央 1-2-10-6 55-3277

ひまわり化粧品店 化粧品 久喜市栗橋北 1-1-9 52-2002

工藤税務会計事務所 確定申告 久喜市栗橋中央 1-1-12 44-8369

斉藤茶店 深むし茶・のり・手焼き煎餅 久喜市栗橋北 1-4-57 52-0169

あきば洋品店 衣料品 久喜市栗橋北 1-4-5 52-0080

㈲セキ薬局 保険調剤・くすり・教科書・学校教材・本・印鑑 久喜市栗橋中央 2-3-1 52-0034

セタデンキサービス 家電販売 久喜市栗橋北 1-4-26 52-0463

生文堂 和菓子製造販売 久喜市緑 1-8-6 52-2483

白銀クリーニング店 クリーニング 久喜市緑 1-25-11 52-0649

蛇の目屋 手打ちそば等 久喜市緑 1-3-12 52-5669

そば処　さとかた そば・うどん 久喜市松永 10-2 52-3110

㈲長島商店 食料品・宴会 久喜市間鎌 1-1 52-0040

ジュバンスサロンＩ 美容院 久喜市河原代 550 52-6869

のまっしょ元南栗橋店 居酒屋 久喜市南栗橋 1-1-5 52-1009

おおたけ 割烹 久喜市北広島 572 52-2697

店名 業種 住所 電話

和彩ちょうじ 日本料理、手打ちうどん・そば 久喜市菖蒲町三箇 1351-1 85-7711

阿良川屋 和菓子製造販売、塩あんびん、いがまんじゅう、和菓子 久喜市菖蒲町三箇 352 85-5331

彩め庵 そば・うどん・天ぷら 久喜市菖蒲町新堀 401-1 85-7885

ほりべストアー ギフト、酒、食料品 久喜市菖蒲町新堀 430-2 85-0152

割烹 大浜 和食処・割烹 久喜市菖蒲町新堀 520-1 85-0680

㈲平澤商店 日用雑貨 久喜市菖蒲町菖蒲 150 85-0033

トータルインテリアショップ　はせがわ カーテン、カーペット、畳、インテリアギフト 久喜市菖蒲町菖蒲 160 85-0323

おしゃれの店　さどや 洋品、化粧品、雑貨販売 久喜市菖蒲町菖蒲 162 85-0064

ニューライフねぎし 電化製品、メガネ、補聴器 久喜市菖蒲町菖蒲 187 85-0207

栗原酒店 和洋酒、ギフト、食料品 久喜市菖蒲町菖蒲 2137-2 85-0137

店名 業種 住所 電話

新井屋 手打ちうどん、そば専門店 久喜市菖蒲町菖蒲 228 85-0211

㈲やざわ商店 作業用品、総合衣料 久喜市菖蒲町菖蒲 248-1 85-0065

ファッションハウスかとう ステキな洋服と学生販、かわいい雑貨のお店で～す 久喜市菖蒲町菖蒲 254 85-0140

八百仙商店 鮮魚、食料品 久喜市菖蒲町菖蒲 263 85-0124

棚橋精肉店 揚げ物、精肉 久喜市菖蒲町菖蒲 268 85-0004

㈱ジョワールせきね 化粧品、婦人服、学校用品、エステ、美容室 久喜市菖蒲町菖蒲 379-2 85-0643

Café 葉のん モーニング・ランチ・カフェ 久喜市菖蒲町菖蒲 85-1
菖蒲文化会館（アミーゴ）1階 48-7839

大屋書店 書籍・雑誌・文具・事務用品 久喜市菖蒲町菖蒲 288 85-0122

総家 うちだや 和菓子製造販売 久喜市菖蒲町柴山枝郷 2520-4 85-1021

〒346-0003　埼玉県久喜市久喜中央4-7-20
TEL 0480-21-1154　FAX 0480-21-2337
E-mail info@kuki-sci.or.jp　　　

久 喜 本 所
〒349-1123 　埼玉県久喜市間鎌256-1
TEL 0480-52-1559　FAX 0480-52-1567
E-mail kurihasi@af.wakwak.com　　

栗 橋 支 所
久喜市商工会
http://www.kuki-sci.or.jp

〒346-0106　埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲193
TEL 0480-85-0311　FAX 0480-85-1028
E-mail syoubu@ad.wakwak.com　　　

菖 蒲 支 所
〒340-0217　埼玉県久喜市鷲宮4-8-8
TEL 0480-58-1202　FAX 0480-58-2227
E-mail wasimiya@syokoukai.jp　　　

鷲 宮 支 所

久喜地区参加店一覧

鷲宮地区参加店一覧

菖蒲地区参加店一覧

栗橋地区参加店一覧

（住所順）


