
㈱東京風月堂 モスフード・サービス 五十嵐指圧 須賀タクシー カフェスギタ

新しん

囲炉裏と蒸し鍋　和み（なごみ） 美容室サロン・ド・イヴ キッチンレオ 散髪屋ツカダ （株）高砂建設

フィｰルド・エス・石田 石田商店　イシダベーカリー 丸善会館 大庄水産　わらび店 クリーニングショップさくら

埼玉県土地建物（株） （有）ヘアーセゾン　フラワー （有）アイケイホーム イーホテル　ワラビ レストラン　ワンチーフ

Music Bar Mickey （有）長崎紅屋 （株）金田 医療法人社団　 埼仁会　埼仁クリニック蕨 カーブス　わらび中央店

クレマー英会話スクール スナック　deux（ドゥー） スナック　じゅん 焼鳥　田むら ふたばクリニック

ヘアメイク　アンジェリーク 客上品 えのもと接骨院 ビストロミュリエ HAND TO HANDO

amber moon 鳥良商店　蕨西口店 ㈱朝倉メガネ蕨店 スポーツクラブNAS㈱蕨店 家庭料理　お多福

パチスロ　ウインズ 満点酒場蕨西口店 ホテル　マナハウス ㈱蕨ゴルフクラブ

(有)岡田製畳 小林理髪館 北斗企画㈱ 高岸写真場 門脇時計店

ダイニング　バー麿呂 モダンタイムス　蕨店 丸好　酒蔵 伊太利亜酒家　LaBasil 養老乃瀧　蕨西口店

スナック　花束 お好焼　まん丸や ラウンジ　パル パブスナック ＳＫ オールマイティカット

スナック　輝 ㈱七幸　蕨西口店 デイサービスもと スパイシーモーテル 東月

タープ クイック4 ㈲末広軒 武蔵野銀行

（有）峰岸靴店 クチュールカワムラ ㈲高吉商店 ㈱ボイス補聴器センター ラッキーメガネ

(㈱たかしまや　ブティックスギタ本店 はねだ歯科クリニック ファミリーマート蕨西口店 スナックかりん 税理士法人第一経営川口事務所

おしゃれ共和国 ㈱藤井不動産 大衆酒場　松祥 国大セミナー ネイルセッテ

メイホウホームテック㈱ 蕨駅前郵便局 ラ・テラス大作 アオイノメガネ たらふく亭

atelier Present`s 花の柏屋 マツモトキヨシ蕨西口店 鳥勇 (㈱）マスヤ

茶の市川わらび園

ホーム薬品 オリジン弁当 （有）肉の髙はし うなぎ　みさ和 お茶のはぎわら

理容わらび 埼玉りそな銀行 利根川商店 コザカイ洋品店 ジュリアン美容室

メディアプライムスタイル 若林酒店 小池田生花店

㈲越後屋 大雅 平田マンション ちばコインランドリー ㈱ツツミ

(有)本多米店 ㈲タチバナ薬局 パン工房いちょう やきとり　とり蔵 (有)ワイオリ・マハロ

(有)円浄商会 居酒屋　しんの わらび接骨院 伊勢屋　中央店 好新軒

ラッキー 吉田花壇 三光堂薬局 日用品のひらた デンキのカサハラ

flags flags 金子医院 ㈱石勘石材店 洋菓子　トロンシェ 御殿の風月

つるや (有)岡田敷物 玉屋本店 ㈱新藤商事 長泉院

オービーエー㈱ ㈱大森仏具店蕨川口葬祭 石田印房 正木屋 ㈱鈴木商店

(有)岡本洋品店 桂屋大塚豆腐店 池田生花店 理容アート 荘レディスクリニック

(有)喜久茂登 ミスターギョウザ　蕨店 印刷専門　プリンテル かねこ ㈱ツツミ

金子金物店 鎌田コインランドリー ひなた接骨院・鍼灸院 とりゆう　デリカ 小宮　大明

㈱セレモニー 清水孝一 中村守 中村靖一 池田保江　

いづみ美容室 土信田利春 ラビットボックス 五味 国本アキへ

小堺商店　 原宏 本庄文夫 真歩 増田清子

八百平商店 本橋清司 池田公生 長谷川章 松本篤

㈲スガタヤ洋品店 コーヒーベル ㈱池田屋 川口信用金庫蕨支店

蕨西口商店街協同組合

蕨西口みゆき商店会

ぶぎん通り商店会

蕨銀座商店街協同組合

蕨中央商店会

蕨中央一番街商店会



えなぎ保育園 (有)新藤電業社 さんらいず (有)赤ダルマ薬局 (有)須田商店

（株）金子板金 (有)今井　（うなぎ今井） 船橋屋菓子司 岡田信一(住吉合資） 大住興業合資会社

中華そば　いとう (有)八百市商店 長野税理士事務所 やぶ栄 フジカビル㈱

四国屋 海野歯科医院 ㈱光ヤマト物産 (有)豊島屋商店 ㈱近江屋

高窪クリニック (有)オカモ (有)新川屋本店 瀧澤設備工業 村六商事㈱

宗教法人　三学院 滝澤林三 池上　鉄男 中富織物㈱ (有)西山神佛具店

(有)石村保険 米のいけがみ (有)渡辺牛乳店 糸ぐるま 山あつ

徳丸織物 萬寿屋 小宮法律事務所 漢方・鍼灸厚生堂 (有）高澤屋酒店

伊勢長 エスアンドティ 朝日湯 岡田民雄 平松商店

(有)河内屋　　（鈴木薬舗） 平松商店 小宮商事 スカットクリーニング店 圧漢堂

理容　タカハシ

大作　蕨東口店 （株）マルシェ 餃子の王将　蕨駅東口店 すがや パラッツオ蕨店

パティスリー・シャルドン スーツセレクト蕨店 吉野家蕨駅前店 ローソン蕨駅東口店 とり家ゑび寿蕨店

ランプキャップ　蕨店 ふらんす亭　蕨店 セブンイレブン蕨東口一番街店 ㈱シバタホームズ (有)ひかり薬局

焼肉レストラン太光苑 メガネフラワー （株）テルミ 鮨むらいし ペスカーラ

河野整形外科 テルル　わらび店 ベトニア 東京靴流通センター蕨駅東口店 三喵製茶

LAB＋ 飯田歯科医院 ㈱マツモトキヨシ 古着屋　リバーストン (株)八光商事

玄　田むら (株)　市川不動産 ㈱ＵＮＩＸ (有)上田衣料 蕨眼科（埼玉コンタクトレンズセンター）

寿門飯店 第一商事（株） やーさん輪業 Bianco Puro(ビアンコプーロ） 居酒屋　大政

日本料理くりはら コーヒーショップ　ボンクラージュ 野崎畳店 わらび健康センター ヘアーサロン　シモオカ

西明堂 ヘアーサロン　タイラ 昇龍軒 魚新 アサヒアート（株）

合同会社YOLO 株式会社ミニミニ城北蕨店 髪工房ななうみ でんでんむし 高橋邦彦

池田幸江 ㈱マルタ ㈱東武ストア　蕨店 関東商事 サカエヤ

酒屋　なかみ勢

(有)宮前工務店 吉谷畳店 あいや酒店 萩新商店 紺常

スナック　たか 大黒屋酒店 魚久 木村電気 わかまつや

鈴木不動産 奥田米店 奥田マキヤ セシル 山岡商店

あいや米屋 池上パーマ 魚亀

北町柔整骨院 印刷印章文具コタカ 坂井忠男 とこやさんターキー 萬来軒

読売センター蕨第二 長澤ライティング 青木信用金庫蕨支店 中華レストラン清華園

サロン・ド・ジュン 生蕎麦　福乃家 ㈱ムサシ埼栄 理容カワサキ ㈱三友電設

㈱村岡自動車 サイクルショップ小室 ㈱蕨看護婦家政婦紹介所 ㈱斉藤タイル店 ㈱サンマミー

㈱菊地工務店 畳・内装 保坂畳店 青龍堂 (有)ミカワヤ酒店 ヒロー美容室

わかば薬局 (有)丸田板金工業所 (有)長谷川建具店 こきりこ 内藤食品

(有)北村建築事務所 (有)小田島商店 三和町診療所 タカハシ洋品店 たいしん

クリーニングハウス オオバ おしゃれの部屋ISHIGURO 渡辺商店　せんちゃんの店 (有)佐藤電気商会 (有)サトウ質店西川口店

(有)オガワ 砂場 にしざわ餅菓子店 府瀬川設備㈱ 珈琲　玉響

㈲三喜屋ミート テーラー大村 ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ恵み　わらび 白岩生花店

ワイン＆テディベア葡萄とくま Ｂａｒ　ＲＡＩＺ 小林接骨院 ㈲三光商事 ㈱あすま不動産

塚越商店会

中仙道蕨宿商店街振興組合

春日商店会

北町中央商店会

南町商和会

その他



㈱オダジマ電気 J－tyr ㈲竹内サイクル ジンジャーファクトリー ㈱さきがけ

小林設備工業㈱ 中央やまだ整骨院 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ Ｂｌｅｓ－ｓａ そば処　満留賀 韓国惣菜　金ちゃん

ジョイフル観光 北四和楽備整骨院 ㈱ホダカ電器 みなと理容 ヘアー＆メイクn

酒亭えぶり 飯田歯車㈱ 珈琲茶屋ひとりっ子 江本剣道具店 Hair Salon ZOE

ポエム ラ パティスリー ドゥフレル ナポリ ㈲吉田工務店 顧鍼灸マッサージ院

ホワイトコットンビレッジ ヘアーサロン ヒノデ ㈲上進物流 大和屋製菓㈱ ㈲フジヤ靴店

ひとひろ まる忠 ㈲アドヴァンスコーポレーション 麺処 遊 ジーンズshopフルヤ

蕨中央整骨院 酒彩倶楽部 双葉 伊厨房トゥルー 中華料理 楠知 北海

プーフィータバサ 関西割烹むらろく


