
（令和２年１２月４日現在） ※　お釣りは出ません。（現金と併用してお使い下さい。）

⑥箭弓町駅西口商店会地区（箭弓町） ⑩東部商工地区
キノエネヤ人形店 材木町13-3 22-0405 ベーカリーカフェ　あーとの国 和泉町3-15 24-8000
あずま家 材木町13-4 22-0461 ㈲大島工務店 和泉町7-6 23-6143 SEI電社 大字松山1265-3 23-7772
生活飾器　とねがわ 材木町10-11 22-0059 バーバージュン 幸町11-4 23-7776 松音屋 大字松山761-5 54-1628
コロッケ　吉桂肉店 材木町10-8 22-0322 魚浜別館 幸町13-28 22-0725 居宅介護支援事務所　かいほの園 御茶山2-1 22-1880
昭和堂 材木町7-12 22-0269 ピザーラ東松山店 幸町4-18 22-3900 元祖からあげ本舗マルヨシ　東松山店 御茶山町14-12 81-6750
セキグチ洋品店 材木町13-1 22-0185 季節料理 風 箭弓町2-10-18 24-8080 ベーカリー　クローバー 御茶山町20-8 23-6312
木村屋パン店 材木町9-9 22-0522 和信スポーツ 箭弓町2-10-28 22-3444 平塚酒店 御茶山町2-13 22-4359
髙田屋 材木町10-12 22-0077 来々軒 箭弓町2-11-13 24-2552 ENEOS東松山中央SS 御茶山町2-6 22-0238
㈱家具インテリア岡本 材木町14-2 22-0348 ヘアーサロン　クリーン 箭弓町2-11-15 22-1436 東松山ガス㈱ 御茶山町2-6 23-1211
ポニーハウス 材木町6-18-1F 22-9776 居酒屋　忍 箭弓町2-12-13 24-5830 松山燃料㈱ 御茶山町2-6 22-1742

写真館スタジオアミ東松山館 箭弓町2-12-16 0120-753-372 美容室すまいる 御茶山町4-8 22-8086
②中央通り商店会地区（材木町） ローソン東松山箭弓町店 箭弓町2-1-6 23-5485 御菓子司　ほり川 御茶山町5-12 22-3930
レトロバザールV．I 材木町18-9 25-2565 栄香堂 箭弓町2-2-21 23-8666 カレー喫茶　ラッキーキャット 御茶山町5-16 77-4430
㈲タナカ写真館 材木町13-7 22-1395 いがらし整骨院 箭弓町2-3-12　野口ﾋﾞﾙ1F 77-3250 るい美容室 御茶山町23-14 24-0764
㈱清水園 材木町14-19 22-0270 チョッキン・カット・イケザワ 箭弓町2-3-15 22-0629 サンドラッグ東松山店 小松原町11-7 27-2780
フラワーセンター　花一 材木町13-7 22-0838 松堀不動産 箭弓町2-3-2 24-1111 ヘアーメイクガロ　アネックス 小松原町12-10 24-1135
いさみ寿司 材木町13-11 22-0266 やきとり　おおき 箭弓町2-4-4 22-1638 松栄ガス㈱ 小松原町17-9 23-7151
松屋酒店 材木町17-7 22-0151 ガーデンホテル紫雲閣 東松山 箭弓町2-5-14 23-5151 そば処　更科 五領町15-10 24-5477
新和モータース 材木町17-17 22-1496 フレッシュフーズかねこ 箭弓町2-5-20 22-0483 毎日新聞東松山東部販売所 五領町2-26-107 23-2673
Bang Diner 材木町23-3 25-2112 サイクルショップ原 箭弓町2-5-32 22-1344 Hawaiian Lanai Dining TOKYO 小さな幸せみぃつけた 五領町6-3 53-4735
飲み処　らん 材木町17-14 22-7706 味蔵 箭弓町2-6-44 25-2866 台湾料理　王府 新宿町15-3 22-8877
マダム・マサコ 材木町23-2　新井ﾋﾞﾙ1F 23-8145 ドラッグエース　箭弓町店 箭弓町2-8-28 22-8399 ステーキのどん　東松山店 新宿町16-4 24-4293
つけ麺・中華そば　煮干虎 材木町17-15 77-3970 パッケージプラザ　シマモト 箭弓町2-8-33 22-1039 美容室　BIGHEAD 新宿町24-16 24-5067

晴雲支店 箭弓町2-8-41 22-0719 ワークマン東松山店 新宿町5-4 24-5366
③材一商工研究会地区（材木町） 一八 箭弓町2-10-28 23-7877 和食レストラン　とんでん　東松山店 新宿町5-6 24-5651
料亭　坂本屋 材木町6-16 22-0028 ウエルシア薬局東松山砂田店 砂田町1-5 27-1701
嶋屋酒店 材木町5-14 22-0013 ⑦松山町商店会地区（松山町・市ノ川） 美容室　ロージェ 砂田町17-4 049-289-5956
ふとん・カーテンのウチヤマ 材木町6-17 22-0354 雨宮巧務店 市の川630-2 23-2397 ドラッグストア　セキ　松本町店 松本町1-9-28 21-0300
きものの店　京屋 材木町15-1 22-0410 ㈱ヨハネ印刷 市の川739 24-0041 石田せんべい工房 松本町1-9-8 23-5750
㈱齋寅 材木町5-19 22-1020 中華そば　北炎 市の川93-1 77-3353 ライフスタイル㈱ 松本町2-10-31 050-1118-0713
理容タケイ 材木町4-14 22-2932 R I C E 　O N 　R I C E 松葉町2-17-43 59-9997 伊田リフォーム　東松山店 松本町2-1-1 22-1170
はんこランドかづさや 本町2-1-6 22-0176 楽器専門店　杉田楽器店 松葉町2-17-46 22-0107 ㈱ふたきや　東松山店 松本町2-1-46 23-4431
居酒屋　開花亭 本町2-1-17 24-0460 ファミリーマート　東松山松山町店 松山町2-1261-1 27-3010 ローソン東松山松本町二丁目店 松本町2-451-3 22-3886
コスメ・ショップ　オリーヴ 材木町5-11 81-6558 ヘア＆メイク　パ．ピ．エ 松山町2-4-10 23-8199 アップガレージ埼玉東松山店 松本町2-5-34 21-6116
大谷司法書士事務所 材木町5-11 22-4510 ドラッグエース　松山町店 松山町2-4-52 21-5420 中華料理　芳笛 松本町2-6-23 53-4887

ＭＲＴＥＣ　ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ 松山町3-1-3 22-3740 アイメガネ　東松山松本町店 松本町2-7-1 27-0001
④ぼたん通り商店会地区（箭弓町） 森の写真スタジオとジュース屋さん♪ 松山町3-5-59 53-4134 ㈲燃料カネコ 松本町1-1-44 22-0224
㈱大正堂写真 箭弓町1-5-7 22-0661 ハワイアンロミロミnoriko 松山町3-5-67 090-6184-1467 球磨っこ（くまっこ） 松本町1-9-25 23-9913
松山フォトサービス 箭弓町3-4-7 22-0241 福田茶店 松山町1-3-9 22-1364 東松山ハリカ 松本町2-1-49 25-0845
コミュニティカフェ　「まちカフェ」 箭弓町3-4-7 090-2328-8518 ㈲内田自動車修理工場 松山町2-6-34 22-2049 松原酒店 山崎町1-22 23-6512
ながしま化粧品店 箭弓町3-4-14 22-0630 マツヤマ自動車 松山町2-9-35 23-7789 マツモトキヨシ　東松山六反町店 六反町1-1 25-1310
中屋洋服店 箭弓町1-4-15 22-1732 理容　金田 松山町1-9-6 22-2513 ㈱プロショップサンワスポーツ 六反町11-12 25-2518
進明堂書店 箭弓町1-4-14 22-0138 ヴィア　デル　サーレ 美原町2-9-26 81-3113 しろくま動物病院 六反町11-6 24-5963
ハートフルヘアーショーダ 箭弓町1-6-20 24-4500 あらた動物病院 松葉町2-17-37 24-1234 仕立屋 六反町8-4 22-1056
インテリア　チクマ 箭弓町3-4-13 22-0635 焼肉　森林 松山町2-4-64 070-1364-2929 ㈲タケザワジュエリー 六軒町12-13 22-5338
レトロポップ食堂 箭弓町3-3-4 59-9303 スタジオ　ラクシャ 六軒町12-13 ﾘｰﾌﾞﾙ6 101号室 24-8177
茂寿司 箭弓町1-6-15 24-8222 ⑧まるひろ通り地区（松葉町・材木町） ウエルシア薬局東松山六軒町店 六軒町18-8 21-1457
居酒屋　味と 箭弓町3-3-1 25-2838 寝具 山﨑屋・いろは整体院 材木町19-27 22-2724 ヘアーサロン　1．0（ワン・ラブ） 六軒町18-15 24-2633
三金 箭弓町1-6-19 24-4129 エクシーオザワ美容室・エステサロン・エクシーセキュリティーサービス 松葉町1-6-2 22-1894 ふくちゃん弁当 六軒町3-12 24-2585
桃一 箭弓町1-6-17 090-4133-2473 オフィスのPROショップ　良元堂 松葉町1-6-5 22-0439 シャンブル　東松山店 小松原町17-14 27-8333
ホルモン　Maro 箭弓町1-4-15 24-1517 おしゃれセンター山本 松葉町1-6-3 22-0885 コープみらい　ミニコープお茶山店 御茶山町5-8 24-8169
カレーハウス　CoCo壱番屋　東松山駅前店 箭弓町1-12-9 24-7386 ㈲文林堂 松葉町1-4-1 22-0108
ひびき庵　東松山駅前2号店 箭弓町1-11-7 ﾊｲﾑｸﾞﾗﾝﾃﾞ東松山1F 81-3882 中原印房東松山本店 松葉町1-4-5 21-1090 ⑪松葉西部共栄会地区（松葉町）
ひびき庵別館　東松山駅前3号店 箭弓町1-12-11 糀屋ﾋﾞﾙ1F 24-7665 アトリエかれん 松葉町1-4-7 22-4241 ㈲四ツ橋せんべい　本店 松葉町3-12-52 22-0967
ひびきっちん　東松山ぼたん通り店 箭弓町1-12-9 平田ﾋﾞﾙ1F 22-5111 ニューライフ整体院 材木町12-16　砂塚ﾋﾞﾙ1F 22-6922 フトン・はうす　ふくだ 松葉町3-3-6 22-0734
たばた鍼灸接骨院 箭弓町1-4-7 ZONAⅡ 1F 21-6763 バーバー　ニュースタイル 松葉町1-4-3 23-4059 川田寿司 松葉町3-4-16 23-6970
中華料理　彩華 箭弓町1-5-5 22-4523 あけぼの　東松山店 材木町12-16 24-1734 ヘアサロン　フジクラ 松葉町3-6-11 23-7442
御黒堂 箭弓町1-6-13 59-8983 花四季 材木町20-14 24-3755 椎名新聞店 松葉町3-10-15 22-0614
ビジネスホテル　ステーション 箭弓町1-5-5 22-1787 GILET　（ジレ） 松葉町1-4-6-1F 24-5740 滝沢石油 松葉町4-7-18 23-1017
PIZZERIA PER TUTTI 箭弓町1-5-2 53-4313 green optical 松葉町1-5-4 81-6252 弘靜堂薬局 松葉町3-12-43 24-7141
織星　-ORIBOSHI- 箭弓町1-4-11 77-3657 食庵 松葉町1-4-3 53-4151 金信 松葉町3-15-9 22-0825
里乃味 箭弓町3-4-12 24-8546 手作りパン工房　パントピア 松葉町1-4-5 81-3660 藍染織　　けやき 松葉町3-12-45 23-8645
魚処　ばななや 箭弓町3-4-12 24-6995 丼丸　岡村屋　東松山店 材木町19-32 59-9898 ドラッグストア　セキ　松葉町店 松葉町3-15-17 27-1200

くりはら食堂 松葉町3-15-28 23-0280
⑤東松山駅東口商店会地区（箭弓町） ⑨松葉町商栄会地区（松葉町） ビューティーサロン　ＴＷＩＣＥ 松葉町4-5-38 81-3375
㈱ケア・クロス　くつろぎ 箭弓町1-7-5 ﾕｰﾄﾋﾟｱﾌｼﾞ1F 27-1110 ヘルシーフーズ　いとう 松葉町1-19-13 22-0351 エルメック　タカヤナギ 松葉町3-12-45 23-8645
カフェ コロラド 東松山店 箭弓町1-12-11 ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ2F 25-0035 ㈲原口商会 松葉町1-25-1 22-0359 BOOK OFF　東松山松葉店 松葉町3-11-14 21-4665
㈲ヤジマ燃料 箭弓町1-14-3 22-1257 中尾電器 松葉町1-15-14 23-3769 来来亭　東松山店 松葉町4-3-14 22-8678
㈱ねぎし 箭弓町1-10-14 22-1637 和菓子の富久屋 松葉町1-11-15 25-0298 光州 松葉町3-12-44 22-7887
イグチ交通 箭弓町1-1-18 22-2045 第二稲廼家 松葉町1-10-15 22-0458 ㈱ビバハウス 松葉町3-15-20 24-4370
㈱花恒 箭弓町1-2-4 22-1262 丸屋酒店 松葉町1-18-13 24-0808 髪結い　やまとなでしこ 松葉町3-14-37 25-3810
シティホテル東松山 箭弓町1-1-20 25-1300 ㈱東武観光社 松葉町1-25-3 22-0480
茶　光越園 箭弓町1-13-20 22-0165 サイクルプラザ　クリハラ 松葉町1-1-34 22-0154 ⑫美土里町地区（美土里町）
やきとりひびき　東松山駅前本店 箭弓町1-13-15 25-1184 東松山鴻文堂 松葉町2-1-23 23-3305 ㈲滝沢印刷 美土里町11-34 22-0544
ヘアーメイクガロ　パートⅠ 箭弓町1-10-12　STﾋﾞﾙ1F 23-8170 （一社）東松山市観光協会 松葉町1-1-58 23-3344 服部税理士事務所 美土里町6-81 81-6162
助六 箭弓町1-2-10 23-4147 キッチン　Honda 松葉町1-22-7 小久保ﾋﾞﾙ1F 81-5503 八雲寿し 美土里町3-31 23-4649
キッチンズバー　リーヴ 箭弓町1-13-2 25-1314 男の美容室　ムッシュ 松葉町2-3-7 24-9015
キッチンメゾン・セーヌ 箭弓町1-18-10　東松山第一ﾎﾃﾙ1F 090-2473-5628 小河税務会計事務所 松葉町2-3-3 ｱﾅﾄﾘｱ宮下201 24-3848

東松山市プレミアム付商品券取扱加盟店
①東松山一番街地区(材木町)

（松本町・六反町・御茶山町・山崎町・六軒町・砂田町・新宿町・大字松山）

主催　東松山市商工会
後援　東松山市商店会連合会



（令和２年１２月４日現在） ※　お釣りは出ません。（現金と併用してお使い下さい。）

⑰東平商栄会地区（東平） ⑳唐子商店会地区（唐子）
ヘア・サロン岡野 本町2-10-39 22-0905 COEDOクラフトビール醸造所 大谷1352 39-2828 焼肉ヤンバン 石橋1477-5 23-2098
根岸時計店 本町1-3-23 22-1890 大木電器 大谷3819-1 39-0812 ㈲飯島商店 石橋1536 23-5921
㈲東松山交通 本町2-2-36 23-3333 Rise 大谷4123-1 81-5151 久保・佐々木税理士法人 石橋1639-3 24-1818
エルメック　ワタナベ 本町1-5-4 23-1377 東松山市農林公園　丘の上のカフェ　Heuvel 大谷4212-1 39-0150 やきとり居酒屋 串串亭 石橋1685-7 23-9939
小杉クリーニング店 本町2-5-5 22-1537 ローソン東松山大谷中堀店 大谷5571-1 81-3672 ヘアーサロン　オカベ 石橋1686-1 23-4165
大山商店 本町1-7-14 22-0376 ユーリス 大谷660-3 080-2066-0514 横田自動車工業 石橋1697-5 22-5757
ヘアーサロン　オカノ 本町1-2-15 22-2133 大沢接骨院 沢口町13-18 24-9403 松阪豚一頭買い / とんかつ松壽 石橋1712-15 25-6660
清晨庵 本町1-1-9 22-2110 永楽 沢口町29-18 22-5881 焼肉しょうざえもん 石橋1712-2 27-3729
㈲四ツ橋せんべい　文化通り店 本町2-7-11 22-3862 味春家 沢口町29-22 24-9247 ㈲アスクホーム 石橋1815-5 59-8714
手打ちそば　満つ乃 本町2-2-36 22-0072 ローソン　東松山沢口町店 沢口町32-1 25-1139 ひばり薬局　石橋店 石橋1816-2 24-0020
㈲大野畜産商事 本町2-3-24 22-2941 あさひや 沢口町7-6 59-8240 喰い処　まこと 石橋197-1 22-3668
松月庵 本町2-1-8 24-4559 グリーン＆フラワー　美咲 野田1049-1 25-3312 あたご寿司 石橋2057-6 24-0009
散髪屋たなか 本町1-2-29 22-2816 花寿司 野田904-4 24-8994 東松山ケーブルテレビ㈱ 石橋2221-80 27-8200
金子畳店 本町1-3-18 22-1956 ㈱サトウ工務店 東平1727-46 39-5050 ㈲山田屋 石橋282 22-3672
森鶴 本町2-5-7 23-8900 ヘアー・サロン＆シェービングエステサロン　MAX 東平1727-55 22-8828 ㈱シミズ 石橋315 22-3564
ひるかわ歯科医院 本町1-1-14 22-0488 田島石油㈱東松山営業所 東平1761-1 39-4747 加藤商会 石橋372-3 22-0987

懐食茶屋わさび 東平184-1 53-6234 山田米穀店 石橋446 22-0974
⑭若松町商店会地区（若松町） ㈲マツダデンキ 東平1891-17 39-1967 富士屋酒店 石橋499 22-0986
㈲安野ストアー 若松町2-11-30 22-1941 ㈱たてごや福士 東平1894-138 090-6185-3531 食彩創鮓　石橋坂 石橋77-1 22-3500
㈲金子電器 若松町1-12-29 22-2603 ㈱津乃国　森林公園SS 東平2366-3 39-2145 デイリーヤマザキ東松山インター店 石橋776-1 22-6276
ヘアサロン大竹 若松町2-11-36 23-5788 美容室ダイアナパレス 東平2451-7 39-3636 ㈲レーシングサービス間山 石橋799-6 24-2092
榎田商事㈲ 若松町1-2-9 22-2028 ㈲きしの　ラーメン専科 東平2451-9 39-3873 ローソン東松山バイパス 上唐子1411-24 21-5678
野沢スポーツ 若松町1-13-18 23-2004 室田精肉店 東平418 22-1720 温和堂鍼灸院 上唐子1469-9 22-8681
観光タクシー㈲ 若松町1-1-17 24-0276 ㈲吉田自動車工業 東平628-2 23-1820 加島薬局 上唐子1494-64 23-1848
セイユウ 東松山店 若松町2-11-26 22-9645 天使の大そうじ 東平750-7 080-4650-7770 堀越の落花生 上唐子1085-1 22-1137
タカダオート 若松町1-3-16 22-0317 綜合食料品店　神山商店 東平846-2 22-2554 ＲＳ－ＩＴＯＨ 上唐子1244 23-0113
開運！包丁マッサージ　Maki SUN Chi 若松町2-16-14 070-2640-1576 そば処　砂場 東平2427-13 39-3011 お食事とご宴会　えもり 上唐子1256 23-3191
タイヤ屋さん　マルヨシ 若松町1-1866 24-1116 ㈱関口物産 上唐子1275-2 24-0774
エネックス㈱ 若松町1-12-19 22-9212 ⑱高坂商店会地区（高坂） とんかつ芝 上唐子1038-2 24-0037
若松町接骨院 若松町2-3-29 25-5511 ドラッグストア　セキ　高坂店 あずま町2-4-1 31-0800 もつ煮の店　まつい 下青鳥162 24-3327

カフェ　プールトア あずま町4-1-21 81-3975 お食事処　たけは 下唐子1153-47 24-2803
⑮美吉共栄会地区（加美町・日吉町・大字松山） 物見山RIDE 岩殿646-1 53-4955 乗馬クラブ　ウィルスタッド 下唐子1393-7 25-2688
マルキン本舗　東松山店 大字松山1552-12 81-7636 和膳　たか吉 大字毛塚425-1 35-3323 美容室　セイム 下唐子1601-1 23-8045
お持ち帰り専門店　やきとり花串 大字松山1679-5 090-1129-8794 読売センター高坂 高坂1020-1 35-0657 ㈲深沢自動車工業 下唐子1944 22-2425
竹寿司 大字松山2404-2 22-0846 スズキユキオ療治院 高坂1021-2 ひさやはうす101 88-0773 コヤナギコーヒーニッポン 下唐子1967-2 24-1744
クリーニングいいずか　本社工場 小松原町17-41 22-6153 Laugh19（ラフ塾） 高坂1059-2 080-7044-0019 ㈱プロショップサンワスポーツ 下唐子1587-1 24-9264
ヘアーリゾート　Ｖｉｚ 日吉町13-8 59-8004 パティスリー　プロヴァンス 高坂1060-2 81-3130 飛龍 上唐子770-1 24-4986
ぱーまはうす　レ．セーヌ 日吉町2-24 24-4156 ほったや 高坂1173-9 34-4006 ㈲東松山増田屋 下唐子1431-4 23-2467
㈱小柳工業 日吉町9-15 24-7255 Erika piano school 高坂898-4 セブンイレブン　東松山インター店 石橋371-28 22-7110
居酒屋　越前屋 日吉町9-9 24-6151 ㈲高坂石油 高坂969-4 34-4207 セブンイレブン　東松山上唐子店 上唐子1502-1 24-5000
㈲松永松盛園 松山2300-1 24-1128 ドラッグセイムス　高坂店 高坂字参番町972-1 31-1120
そばくらんぼん 松山2428-5 27-1881 庭とカフェ　あんず 田木639-8 050-3188-6393 ㉑その他
キッチンカフェクランボン 松山2428-5 27-1892 カフェ　U 田木656-1 090-8729-9864 ㈱マルイ 滑川町都52-4 57-0880
丸正ふとん店 美原町1-10-15 22-1724 カフェ　オレンジペコー 田木740-6 53-4323 ㈱桜美 吉見町久米田551-4 53-0080
㈱伊藤商会 美原町1-11-1 22-0473 松坂工業㈱ 正代1179 34-3704 焼鳥　や平 滑川町みなみ野2-6-6 56-3443
嶋田屋酒店 美原町1-6-5 23-4176 マリア助産院 西本宿1266-5 34-4593 ㈲こづち商会 滑川町月輪1597-5 56-4924
和食　藤川 美原町3-18-8 24-6200 ㈲山田米酒店 西本宿1697-1 35-0668 森林ホテル 滑川町みなみ野2-7-1 57-0003

㈱タカサカ 西本宿1763-3 34-4735 焼鳥　のぶよし 滑川町みなみ野3-7-9 56-3686
⑯野本商店会地区（野本） 鮨義 西本宿1769-2 35-1808
居酒屋とみえ 今泉231-3 23-9387 KUSINA 西本宿1984 070-7793-7888 大型店　　　　※B券（500円券）は利用できません
とんかつ　ぼたん 上押垂65-1 25-3020 ヘアーサロン　アルティジャーノ 西本宿571-7 34-3454 ㈱マミーマート　松山町店 松山町3-5-11 25-0273
うな天 柏崎3-1 23-9926 パティスリー・モン・プレジール 西本宿589-1 35-3686 丸広百貨店　東松山店 材木町19-30 23-1111
いっちょう　東松山店 柏崎410 21-1278 日通プロパン高坂販売所 早俣24-1 34-4703 やきとりひびき　丸広東松山店 材木町19-30 22-8888
味噌屋蔵之介　東松山店 上野本1154-1 81-3742 東松山巻き爪矯正センター　たかさか整体院 宮鼻1016-4 53-4081 ㈱ベルク砂田店 砂田町16-7 25-0666
㈱二木ゴルフ　東松山店 上野本1188 22-5981 ヘアーサロン　オオツカ 宮鼻1038-7 34-5092 合同会社　西友　東松山店 小松原町11-2 25-3111
自家製十割蕎麦処　お花亭 上野本1423 27-0087 イタリア料理　ベルドゥーラ 宮鼻38-3 34-6630 ERINE（エリーネ）　西友東松山店 小松原町11-2  西友東松山店1F 22-8535
㈱フライングガーデン　東松山IC店 上野本150-1 21-7333 アンジェロ 元宿1-10-1 070-6980-2111 くらづくり本舗　西友東松山店 小松原町11-2  西友東松山店1F 27-1188
㈱ハローベル 上野本1813-1 23-0222 ファミリーマート　大野高坂駅西口店 元宿1-11-3 35-5171 東京靴流通センター　西友東松山店 小松原町11-2　西友東松山店1F 21-0130
布施田電機㈱ 上野本2264 23-5101 やきとりひびき庵　高坂駅西口店 元宿1-11-4 1F 81-3050 フルール　西友東松山店 小松原町11-2　西友東松山店1F 048-729-1333
トシエ美容室 上野本241-1 23-8388 Hop-1 café and bar 元宿1-13-7 加島ﾋﾞﾙ103 77-4384 リブロ　西友東松山店 小松原町11-2　西友東松山店1F 27-1386
介護・福祉美容　KAMI結 上野本25-6 090-2464-4849 居酒屋　魅呑 元宿1-16-16 千代田ﾏﾝｼｮﾝ105 35-4315 ヤマダ電機 テックランド東松山店 山崎町1-1 21-5300
そうま　東松山店 上野本575-1 25-3058 ぼたん鍼灸治療院 元宿1-1-9 81-3424 ㈱ヤオコー東松山新宿町店 新宿町17-1 27-3211
吉福　東松山人形会館 上野本81-1 23-9700 Dining BAR ACQUAVITA（アクアビーテ） 元宿1-19-1 35-5161 スギ薬局　東松山新宿町店 新宿町17-1　ﾔｵｺｰ東松山新宿町店内 81-3841
JA埼玉中央　東松山直売所（いなほてらす） 下青鳥714-1 24-3157 ㈲塚本電気 元宿1-21-7 34-4116 スーパービバホーム東松山モール店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山1F 21-3211
オートバックス　東松山店 下野本1362-1 21-5581 なみ屋 元宿1-21-8 81-7564 ウエルシア　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山1F 81-3020
pizzeria ceppo 下野本1375-5 88-9227 クリエイトエス・ディ　東松山高坂店 元宿1-21-9 31-0107 生鮮市場TOP　東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山1F 21-1077
１３食堂 下野本872-2 070-1580-0013 山びこ教室 元宿1-23-13 34-3431 ステップゴルフプラス　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 23-5550
㈲菊一刃物店 下青鳥121-2 23-8700 水沼接骨院 元宿1-23-15 35-2471 Mac-House　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 81-7169
㈲新雄建設（住まいの便利屋） 下青鳥351-3 22-5508 ㈲岩崎工業所 元宿2-13-12 53-6126 メガネスーパー　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 25-1027
埼北三菱自動車販売㈱　東松山中央店 下青鳥754-1 24-2421 ニューヤマザキデイリーストアー高坂長木屋店 元宿2-15-1 35-1000 花さんしょう　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 53-6336
㈲飯塚工務店 下青鳥797 22-2191 赤帽ジョニー運送サービス 元宿2-22-15 59-8700 魚べい　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 59-9631
ギャラリーカフェ・エスポアール 下野本1524-2 59-8651 ㈱コトブキ電器 元宿2-23-17 35-1839 タカハシ　ビバモール東松山店 神明町2-11-6 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ東松山2F 53-6577
和食処　きごころ 下野本1044-2 24-3147 トータルヘッドケア　スペリオル 高坂877-3 34-6505 ベルク　東松山東平店 東平2374-1 39-1100
㈲間山タイヤ商会 下野本1323-1 22-0910 ラフキッズ保育園 高坂880-3 81-3260 ㈱マミーマート　沢口町店 沢口町14-2 21-0511
パンビレッジ　ZOOM 下野本1552-1 59-9424 Laugh nail & more 高坂880-3  2F 59-8260 ピオニウォーク東松山 あずま町4-3 31-1211
田舎うどん　わこ 下野本695-2 23-3714 クスリのアオキ　高坂店 あずま町3-1-2 A棟 81-3863 ＊一部お取り扱いのできない店舗がございます

秀英自動車整備工場 下野本806-1 23-5633 鰻処　善次郎 西本宿2350-3 35-2839 ㈱カスミ　フードスクエアライフガーデン東松山店 あずま町4-8-3 31-0001
㈲ワールドアイ 下野本811-1 27-0319 カーサ　ボンジーノ 高坂837-5 77-0102 ウエルシア薬局　東松山ライフガーデン店 あずま町4-8-3 31-1115
Lupinus 下野本898-5 59-8391 カインズ　東松山高坂店 あずま町3-1 35-2000
flow 下野本967-10 050-5373-3827 ⑲神明町共進会地区（神明町） ケーズデンキ　ピオニウォーク東松山 あずま町4-5 31-0250
㈲オーバー・フロント 下野本1308-1 21-3277 ブティック　パリジュール 神明町2-1-6 22-1165 ホームセンター　セキチュー　東松山高坂店 あずま町4-1-1 31-2911
林屋支店 古凍1 22-1261 アライ理容室 神明町1-4-28 23-2852 アイフォンドック２４　東松山セキチュー店 あずま町4-1-1 81-7887
サンエー商会 古凍46-2 24-2221 ㈲宇津木商店 神明町2-14-41 22-0507 ㈱マミーマート　高坂店 元宿1-19-8 35-5630
タイヤ館　東松山 古凍16-1 23-6342 飯嶋乳業 神明町2-6-16 22-0572 ㈱マミーマート　松風台 松風台9-1 35-2380
ペア光寿司 古凍559-4 22-2702 松㐂鮨 神明町2-12-4 23-9937 ㈱ベルク東松山新郷店 新郷49-1 21-2700
イースタンモーターサービス㈱ 古凍564 23-8054 はんこ屋さん２１　東松山店 神明町2-12-11-1F 21-3150 ビバホーム東松山インター店 石橋1585-10 21-6911
吉田自動車工業 古凍587 22-2534 エステサロン　Cheri 神明町2-17-21 ｳﾞｨﾗ利根川G 090-2482-5938 MEGAドン・キホーテ東松山店 石橋1648-1 27-8711
悟工務店 古凍682-1 080-3481-3642 ドラッグストア　セキ　神明町店 神明町2-13-27 53-6200 ㈱ヤオコー東松山シルピア店 松葉町4-3-18 27-6811
㈱石川工務店 古凍866 22-2880 ファミリーマート　東松山神明町店 神明町2-12-17 21-6781 紳士服のコナカ　東松山シルピア店 松葉町4-3-18 22-8715
アシストタイヤサービス　東松山 古凍930-1 23-5616 東松山医師会病院　健診センター 神明町1-15-10 22-2822 お好み焼きKANSAI　東松山シルピア店 松葉町4-3-18 21-0117
㈲アート・レンタカー 若松町1-16-33 23-7498 ファッションセンターしまむら　東松山店 小松原町17-22 21-6166
神戸製麺所 下野本1499 22-0515 ファッションセンターしまむら東松山駅前店 箭弓町1-16-18 27-2021
くるまやラーメン　東松山店 上野本1177-1 23-8680 バースデイ東松山駅前店 箭弓町1-16-18 27-8131

ファッションセンターしまむら高坂FM店 あずま町2-8-1 31-0515
アベイル高坂FM店 あずま町2-8-1 31-1601

⑬本町商店会地区（本町）


