
（令和5年1月19日現在）

【飲食料品店】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ AOBA高階店 砂新田4-4-6 049-244-9123 紅茶・日本茶・烏龍茶

2 ○ アゴが落ちた 脇田町5-13 049-299-8201 食パン　軽食

3 ○
＠FARM　FARMER'S

MARKET
今福1043-3 049-248-8130 野菜・果物・加工品

4 ○ 新井製菓 藤間544-1 049-244-1779 芋せんべい

5 ○
新井武平商店

ヤマブ川越時の鐘店
幸町7-22 049-223-5156 味噌関連食品

6 ○ 池留本店 下新河岸20 049-242-0770
ワイン/清酒/ビール等、及び食

品調味料

7 × 伊勢一酒店 連雀町22-8 049-222-1360 酒・ビール・飲料水

8 ○ 伊勢屋 連雀町10-1 049-222-0986 団子・和菓子・赤飯・餅

9 ○ 稲葉屋本舗 元町2-7-6 049-222-2513 お菓子

10 ○ 魚政 霞ヶ関北5-12-9 049-231-2368 鮮魚

11 ○ 大橋自然食 霞ヶ関北4-22-17 049-232-9445
日用食品、健康食品、無農薬野

菜、有精卵

12 × オーロール 霞ヶ関北1-21-33 049-232-8851 パン

13 × おかき処寺子屋本舗 幸町10-2 049-226-2121 お煎餅・串ぬれおかき

14 × おかって 霞ヶ関北1-21-10 049-299-7740 お惣菜、お弁当

15 × おかって連雀町店 連雀町2-10 049-226-8449 お惣菜、お弁当

16 ○ おきな園 幸町7-12 049-222-0750 狭山茶・食品・茶器

17 × 沖縄物産　真南風 仲町3-17 049-224-5758
沖縄そば/沖縄物産/バナナ

ジュース

18 × 小野文製茶 下赤坂393 049-243-5005 日本茶

19 ○
覚王山フルーツ大福　弁才天

小江戸川越店
仲町3-6 049-298-5527 和菓子（フルーツ大福）

20 ○ kashichi 幸町1-13 049-228-3320 和菓子

21 × 菓匠右門　時の鐘店 幸町15-13 049-226-5663
いも恋・芋ぽてなど和菓子、恋

ソフト（ソフトクリーム）

22 × 菓匠右門　一番街店 幸町1-6 049-225-6001
いも恋・芋ぽてなど和菓子、芋

おこわランチ

川越市プレミアム付電子商品券「小江戸ペイ」

加盟店舗一覧＜中小規模店舗（飲食店以外）＞【465店舗】

※「共通券」「中小規模店舗専用券」どちらもご利用いただけます※

カード型商品券は「共通券」「中小規模店舗専用券」問わず、一部店舗では使用できない場合が

ありますので、ご注意ください。

カード型商品券が利用できる店舗：○

カード型商品券が利用できない店舗（スマートフォン型のみ対応）：×

スマートフォン型商品券は全ての店舗でご利用いただけます。

1 / 17 ページ



カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

23 × 菓匠右門　菓子屋横丁店 元町2-11-3 049-222-4868
いも恋・芋ぽてなど和菓子、川

越わらび餅

24 ×
菓匠右門

川越けんぴ工房直売店
元町2-9-3 049-223-2323

揚げたて芋けんぴ・お芋のソフ

トクリーム

25 × 菓匠右門　工場直売店 石田120 049-226-5558 いも恋・芋ぽてなど和菓子

26 ○ カドヤ青果 霞ケ関北4-21-10 049-231-1800 青果

27 × かねこライス 中台3-3-13 049-248-9431 玄米・白米・輸入米

28 × 窯出し蜜いもほくほく 元町2-10-11 049-257-7200 焼き菓子

29 ○ 亀屋栄泉 幸町5-6 049-222-0228 菓子販売

30 ○ 龜屋広栄店 広栄町5-1 049-242-1165 和菓子

31 ○ 龜屋西武本川越ぺぺ店
新富町1-22

本川越ぺぺ
049-226-8024 和菓子

32 ○ 龜屋時の鐘店 幸町7-7 049-225-7451 和菓子

33 ○ 龜屋本店 仲町4-3 049-222-2052 和菓子

34 ○ 龜屋妙喜庵 小仙波町1-20-2 049-225-1820 和菓子

35 ○ 菓寮　花小路 幸町8-2 049-223-7112 菓子販売及び製造

36 × 川越・河村屋 幸町5-3 049-226-8378 漬物小売/軽食

37 ○
川越・森徳製菓

～小江戸茶屋～
元町2-7-6 049-222-0172

川越の地酒、地ビール、菓子、

納豆、他

38 ○ 川越角屋酒店 小室503 049-242-1734
ナチュラルワイン、クラフト

ビール、日本酒、食料品

39 ○ 川越角屋酒店 クレアモール店 新富町1-9-4 049-223-7001
ナチュラルワイン、クラフト

ビール、角打ち、焼き芋、甘酒

40 × 河越酒店 幸町8-1 049-236-3109 酒

41 × 川越プリン 幸町1-13 049-277-5762 プリン

42 × 川越ベーカリー楽楽 元町2-10-13 049-257-7200 パン

43 ○ 川越マルニ水産
大袋650

水産仲卸店No2
049-240-2195 まぐろ　鮮魚

44 × カントリーファーム
川鶴2-11-1

A棟2号
049-298-5735 青果・飲食

45 ○ 餃子屋心玄 新宿町6-23-35 049-245-9911 餃子　焼売　弁当

46 ○ 窪田園 的場535 049-231-3032 日本茶

47 ×
くらづくり本舗

アトレマルヒロ店

脇田町105アトレマ

ルヒロ店B1F
049-226-7008 和菓子

48 × くらづくり本舗 新宿店 新宿町6-1-9 049-241-3583 和菓子

49 × くらづくり本舗 一番街店 幸町2-16 049-225-5252 和菓子
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

50 × くらづくり本舗 霞ヶ関駅前店 霞ヶ関東1-1-1 049-231-1843 和菓子

51 × くらづくり本舗 川越市駅前店 六軒町1-1-2 049-222-1598 和菓子

52 × くらづくり本舗 久保町本店 久保町5-3 049-225-0030 和菓子

53 × くらづくり本舗 新河岸駅前店 砂936-8 049-241-3265 和菓子

54 × くらづくり本舗 新富町店 新富町2-3-2 049-222-3747 和菓子

55 ×
くらづくり本舗

西武本川越ぺぺ店

新富町1-22

西武本川越ぺぺ店１F
049-226-8030 和菓子

56 × くらづくり本舗 藤間亭 藤間496-4 049-246-2281 和菓子

57 ×
くらづくり本舗

ふるや工場売店
古谷上5323 049-230-1488 和菓子

58 × くらづくり本舗 的場店 的場1-14-13 049-239-5088 和菓子

59 × くらづくり本舗 吉田新町店 吉田新町2-5-9 049-234-7181 和菓子

60 ○ 小江戸 幸町3-13 049-224-2160 お漬物他

61 ○ 小江戸市場カネヒロ 大中居467-1 049-230-4153 お米（白米・玄米）・雑穀

62 ○
小江戸蔵里おみやげ処

明治蔵　おいも堂
新富町1-10-1 049-228-1780 いも菓子

63 ○
小江戸蔵里おみやげ処

明治蔵　くらづくり本舗
新富町1-10-1 049-228-1781 菓子

64 ○
小江戸蔵里おみやげ処

明治蔵　小江戸鏡山酒造
新富町1-10-1 049-228-1782 酒

65 ○
小江戸蔵里おみやげ処

明治蔵セレクション
新富町1-10-1 049-228-1784 菓子、みやげ

66 ○
小江戸蔵里ききざけ処

昭和蔵
新富町1-10-1 049-229-6110 酒

67 × 小江戸coffee mame 蔵 元町2-1-2 049-226-7788
テイクアウトドリンク・コー

ヒー豆販売

68 ○ 珈琲工房楽 通町24-19 049-228-1350 自家焙煎コーヒー豆

69 ○ 小島商店　いけとめ 砂915-7 049-242-3129 酒類

70 × コロッケ大手前 元町1-8-25 049-225-0045 惣菜店

71 ○ 狭山茶　田中屋 新富町2-13-1 049-222-1603 狭山茶

72 × サンドイッチパーラー楽楽 元町2-7-11 049-236-3582 サンドイッチ、焼き菓子

73 ○ 自家製天然酵母パン屋KiKi かすみ野3-9-10 090-2206-1141 パン

74 × 鴫蔵（松本醤油商店 直売所） 仲町10-13 049-222-0432 醤油/清酒/味噌

75 ○
株式会社シーテージャパン

NELSONS TEA

脇田町9-5

菊屋ビル1階
049-293-9696

セイロンティー・ハーブ

ティー・スパイスなど
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

76 ○ 十一屋肉店 仲町3-26 049-222-2331 精肉

77 ○ 杉養蜂園　川越１号店 幸町10-4 049-223-4138 蜂蜜専門店

78 ○ 杉養蜂園　川越２号店
幸町8-10

明文堂ビル1Ｆ
049-226-0838 蜂蜜専門店

79 ○ 勢〆酒店 元町1-10-5 049-222-0957 酒・清涼飲料

80 ○ 蔵門菓子屋横丁店 元町2-9-1 049-236-3600 菓子（せんべい・まんじゅう）

81 × 田島酒店 通町8-15 049-222-1893 酒類

82 ○ 玉力製菓 元町2-7-7 049-222-1386 飴菓子

83 ○ 千歳屋酒店 岸町2-25-31 049-243-9557 日本酒・焼酎・ビール

84 ○ TastyGlobe安塚屋 川越店 幸町5-21Ｂ 049-293-2948
輸入食材（ワイン、オリーブオ

イル、はちみつ等）

85 ○ 手作りパン屋　Paru Paru 新宿町2-13-12 070-2662-6284 パン、菓子

86 × 手作りベーカリーサンレモ

南台3-13-1

秀和川越南大塚ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

108

049-246-5574 パン

87 × 東洋堂 松江町2-6-9 049-222-1852 芋菓子製造販売

88 ○ 長峰園川越札の辻店 元町2-2-5 049-223-3210 茶・茶カフェ

89 × パイの樹 中原町2-7-9 049-298-4033 洋菓子店

90 ○
バウムクーヘン専門店

cocoro 川越店
幸町7-4 049-228-5500

バウムクーヘン、ソフトクリー

ム、ドリンクの販売

91 ○
Patisserie titi

（パティスリー　ティティ）

中原町2-11-7

川越市駅前ビル1F
049-298-3680 洋菓子・焼菓子製造販売

92 ○ パティスリー　メイプル 並木西町12-9 049-236-1536
ケーキ、デコレーション、焼き

菓子、焼菓子ギフト等

93 ○ 浜ちゃん 元町2-10-9 049-222-4950
芋スティック・かき氷・みそお

でん他

94 ○
ハム・ソーセージ工房

ミオ・カザロ本店
谷中27 049-226-0861 小江戸黒豚

95 ○
ハム・ソーセージ工房

ミオ・カザロ蔵のまち店
元町1-15-3 049-222-2861 小江戸黒豚

96 ○ パン工房 Bare Bread 石原町1-31-20 049-223-3654 パン・焼き菓子等

97 ○ パン処おひさま 的場1919-9 080-9023-1919
パン、クッキー、ドリンク

（イートインあり）

98 ○ パンのかほり 下老袋102-2 049-223-2179 パン

99 ○ フード・ネット工場直売店 渋井872-1 049-265-8923 焼き菓子

100 ○ ベッカライ0044 的場北1-12-8 080-6805-0044 パン

101 × ポタジェ 松江町1-17-3 049-223-6232 洋菓子

102 ○ ほりこし商店  本店 小堤791 049-283-9151
日本酒、焼酎、ワイン、リ

キュール、ビールなど
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

103 × マツザキ　新宿店 新宿町1-25-48 049-220-1622 酒類販売

104 × マツザキ　中福本店 中福547 049-243-4022 酒類販売

105 ○ 松沢牛乳店 久下戸3346-1 049-236-0939 牛乳・乳製品

106 ○ 松沢商店 久下戸3346-1 049-235-1849 米穀・うどん粉・そば粉・精米

107 × 抹茶スイーツ処茶和々 幸町7-6 049-227-6191 抹茶スイーツ専門店

108 × 松屋菓子店 新富町1-16-12 049-222-2358 菓子小売

109 ○ 豆吉本舗　川越店 幸町8-3 049-226-5801 豆菓子

110 × みっふぃー蔵のベーカリー 幸町8-5 049-227-3252 かわいいミッフィーのパン

111 × 紋蔵庵　川越店 旭町1-2-41 049-249-7555 和菓子販売

112 × 紋蔵庵 喜多院門前店 小仙波町1-19-1 049-226-2727 和菓子販売

113 × 紋蔵庵 蔵の街店 元町1-15-5 049-228-9555 和菓子販売

114 × 紋蔵庵 本店 古谷上3788-1 049-235-1857 和菓子販売

115 × やき菓子野里 新富町2-14-2 049-222-3250 洋菓子

116 × 焼き立てパン Rikas
かすみ野1-1-5

Hauskaaかすみ野
049-233-9265 パン、焼き菓子

117 ○ やましょう 笠幡4906-2 049-231-5906 青果店

118 ○ 結の蔵（金子商店） 宮下町1-12-7 049-222-0143
米・雑穀の販売（有機栽培・特

別栽培米）

119 ○ 吉野園 新富町1-12-2 049-222-4188 茶・のり

120 ○ 吉野園アトレ店
脇田町105

アトレ1F
049-226-7310 茶・のり

121 ○ 吉野屋豆腐店 霞ケ関北1-21-15 049-232-5748 豆腐・油揚げ

122 ○ 和菓子処　龍月 元町1-6-11 049-222-4995 和菓子

【衣料・身の回り品取扱店】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ アウトレット壱番館 元町2-8-4 049-225-9955 衣料

2 ○ あずまや 霞ヶ関北3-1-1 049-231-1222 化粧品/ソニックエステ

3 ○ あとり絵 幸町2-13 049-226-1578 婦人雑貨

4 ○ 大野屋洋品店 連雀町13-10 049-222-1202 婦人服・衣料品・学校用品

5 ○ お肌とメイクの専門店おぎの 新富町1-19-3 049-222-2320
化粧品/エステサービス（ソニッ

クエステ）

6 ○ オパール堂 新富町1-5-7 049-298-8395 化粧品 フェイシャルエステ

7 ○ 俺のテイラー 山田1621-1 049-277-3997
オーダースーツ、オーダーシャ

ツ、オーダーシューズ

8 ○ カトリーヌ 脇田町6-7 049-225-0290 婦人服販売

9 ○
カニヤ・アイグラス&スポーツ

グラスセクション
仲町3-24 049-222-0509 メガネ／サングラス
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

10 ○ KIKONO 幸町5-28 050-1409-1483 帽子/洋服/布小物

11 ○
きもの右左（uza）リユース&

アウトレット
幸町3-14 049-223-5144

着物、帯、和装用品、リサイク

ル、アウトレット

12 ○ きものや嵯が野 霞ヶ関北3-1-11 049-233-1391 呉服

13 ○ クリスタルジョイ　マイン店
脇田町103

マイン2F
049-225-3378 衣料　雑貨

14 ○ 化粧品の加賀屋 仲町1-4 049-222-0018
化粧品/舞台用化粧品/舞扇/雑

貨・衣類

15 ○ 小江戸騎西屋 仲町5-17 049-222-1532 半天.着物.足袋.

16 ○ コスコジ川越店
新宿町1-17-1

ウニクス川越1F
049-265-8739 アパレル

17 ○ サーカス
脇田町105

アトレ4F
049-226-7057 衣料　雑貨

18 × 澤口眼鏡舎 三久保町1-14 080-7295-8008 眼鏡フレーム

19 ○ サンクロワ
脇田町8-1

大橋ビル1F
049-224-9501 婦人服販売

20 ○ しまだ洋品店 砂新田2-4-6 049-242-3176 学生衣料・婦人服

21 ○ ジュリアン 脇田町6-18 049-224-6808 婦人服

22 ○ スフ（sufu） 新富町2-33-3 049-225-7077 婦人服・バッグ・靴・小物

23 ○ 泉名本店 古市場210-1 049-235-2612 学校用品

24 ○ ソコノワ
南通町16-5

ヨシダビル1F
049-299-7285 衣類/服飾小物/雑貨/食品

25 × タカハシ　川越店
小室385-1

QLuRi川越2F
049-245-2018

婦人服、紳士服、子供服、およ

び靴下、下着類 ならびに生活雑

貨品

26 ○ チキンスタヂアムガーデン 神明町1-6 049-225-5193 婦人服・バッグ・靴・小物

27 ○ TSUI 仙波町2-17-17-103 049-293-8234 革靴

28 ○ ながの学生服 霞ヶ関東1-2-14 049-232-7661 学生服・体育着等の学校用品

29 ○
ハーベイ・コーポレーション

ブティックメイ
霞ケ関北4-21-2 049-233-0771 婦人服販売

30 ○ パール化粧品店 霞ヶ関東1-4-16 049-232-7631 化粧品

31 ○ ハラダヤ化粧品店 古谷上3777-1 049-235-0845 化粧品

32 × はるり銀花
幸町7-1

陶舗やまわ2F
049-224-8689 工芸・雑貨・服飾等

33 ○ 日乃本帆布　川越店 幸町14-4 049-277-4766 帆布製品・鞄

34 ○
ファッションハウス

ヒラツカ
霞ヶ関東1-3-20 049-232-7233 婦人服

35 ○ フジヤ洋品店 仲町6-1 049-222-0096
学生服/婦人洋品/紳士洋品/祭用

品

36 ○
婦人服の店 マスコ /

学生服のマスコ
新富町1-16-4 049-222-1982

カジュアルな婦人服の小売・詰

衿の学生服の小売（通販）

37 ○ ブティック　モア 脇田町3-11 049-225-4719 婦人衣料

38 ○ フトンハウスわたなべ 仲町3-18 049-222-0729
ふとん、はんてん、作務衣、衣

料品

39 ○ MIKI-WIND　メンズ 霞ヶ関東1-3-31 -
コンバース等々　メーカー品多

数
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

40 ○ MIKI-WIND　レディース
霞ヶ関東1-3-15

チュリピアビル1F
- 婦人衣料 掘り出し物多数

41 ×
メガネの信栄堂

クレアモール店
脇田町8-4 049-222-0874 メガネ

42 ○ リリーマルレーン 的場北1-15-12 049-232-4321 婦人服・雑貨

43 ○ 和真メガネ　川越店 新富町2-4-2 049-222-9955
眼鏡　コンタクトレンズ　補聴

器　その他備品

44 ○ ワンダフル商会 脇田町11-4 049-228-0737 衣料　雑貨

【雑貨店】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ 麻彦商店 連雀町9-2 049-222-0651 木製品・竹製品

2 ○ おすし雑貨研究所、松 砂新田3-4-6 080-3328-6339
アクセサリー・靴下・ハンドメ

イド雑貨

3 × 亀之助商店 元町2-1-2 049-226-7788 手ぬぐい・風呂

4 × 創作ちりめん布遊舎 仲町6-3 049-224-8311 ちりめん和雑貨

5 × 手作り箸工房きっちん遊膳 幸町5-4-1F 049-299-7231 きっちん雑貨・お箸

6 ○ tenori 小仙波町3-3-5 090-9042-3483 生活雑貨・服飾

7 × どんぐり共和国 幸町10-12明文館 101 049-223-6226 ジブリグッズ

8 ○ Hamano-ya 末広町2-1-19 090-4535-6647 手しごと雑貨、ワークショップ

9 ○
ベトナム小粋雑貨

サニーサイドテラス
幸町3-15 049-226-2908 衣類、キッチン雑貨、かご

10 ○ ホームバザー川越店
泉町3-1

ウニクス南古谷
049-230-3668

食器具・食品・インテリア雑

貨・衣料品

11 × 北欧雑貨　Rikas
かすみ野1-1-5

Hauskaaかすみ野
049-233-9265 北欧の雑貨、小物、衣類

12 ○ 堀内商店 霞ケ関北3-1-16 049-231-0571
家庭金物・日用雑貨・鍵と錠・

園芸用品

13 ×
MANGOROBE/

マンゴロべ 川越店

元町1-13-6

カサクラーラ元町1F
049-277-3853 アフリカ雑貨/食品

14 × みっふぃー蔵のきっちん 幸町8-5 049-223-7282 かわいいミッフィーグッズ

【スーパー】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ 田中青果 生鮮市場高階店 砂新田4-15-1 049-247-0451 生鮮食品

2 ○ 田中青果 生鮮市場川越仙波店 仙波町2-5-8 049-298-7956 生鮮食品

【コンビニエンスストア】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 × 生活彩家 霞ヶ関南病院店
安比奈新田283-1

霞ヶ関南病院内
049-233-9265 食品、日用品、雑貨等

2 ○
セブンイレブン

 川越寿町一丁目店
寿町1-2267-2 049-246-5678 食品、日用品、雑貨等

3 ○
セブンイレブン

霞ヶ関駅北口店
的場2840-19 049-231-3535 食品、日用品、雑貨等

4 ×
セブンイレブン

川越新宿町6丁目店
新宿町6-2-5 049-241-5539 食品、日用品、雑貨等
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

5 × セブンイレブン川越石田店 石田615-1 049-224-8005 食品、日用品、雑貨等

6 ○
セブンイレブン

川越石原1丁目店
石原町1-5-1 049-225-7788 食品、日用品、雑貨等

7 × セブンイレブン川越今成店 今成2-30-2 049-226-5858 食品、日用品、雑貨等

8 ○ セブンイレブン川越今福店 中台1-12 049-247-5616 食品、日用品、雑貨等

9 ○
セブンイレブン

川越駅西口ユープレイス店

脇田本町8-1

U_PLACE2F
049-245-0017 食品、日用品、雑貨等

10 ○ セブンイレブン川越大中居店 大中居439-2 049-235-8308 食品、日用品、雑貨等

11 ○
セブンイレブン

川越大袋新田店
山城170-5 049-248-1516 食品、日用品、雑貨等

12 ○
セブンイレブン

川越笠幡さつき通り店
笠幡2079-1 049-233-5800 食品、日用品、雑貨等

13 × セブンイレブン川越笠幡店 笠幡4876-16 049-234-1732 食品、日用品、雑貨等

14 ○
セブンイレブン

川越霞ヶ関東１丁目店
霞ヶ関東1-3-1 049-231-1785 食品、日用品、雑貨等

15 ○ セブンイレブン川越鴨田店 鴨田1114-1 049-223-2232 食品、日用品、雑貨等

16 ○ セブンイレブン川越久下戸店 久下戸3403-1 049-236-2271 食品、日用品、雑貨等

17 ○ セブンイレブン川越鯨井店 鯨井後1095-5 049-231-2520 食品、日用品、雑貨等

18 ○ セブンイレブン川越小仙波店 小仙波1059-1 049-224-1717 食品、日用品、雑貨等

19 ○ セブンイレブン川越小堤北店 小堤647-1 049-233-7755 食品、日用品、雑貨等

20 ○ セブンイレブン川越渋井店 渋井154-1 049-236-1778 食品、日用品、雑貨等

21 ○ セブンイレブン川越清水町店 清水町14-16 049-246-9204 食品、日用品、雑貨等

22 ×
セブンイレブン

川越下赤坂北店
下赤坂20-2 049-241-1032 食品、日用品、雑貨等

23 ○ セブンイレブン川越新河岸店 砂新田80-23 049-244-8939 食品、日用品、雑貨等

24 ○
セブンイレブン

川越新富町八幡通り店
新富町2-19-11 049-225-2711 食品、日用品、雑貨等

25 ○
セブンイレブン

川越水上公園前店
豊田本2-24-18 049-241-3577 食品、日用品、雑貨等

26 ○ セブンイレブン川越菅原町店 菅原町11-6 049-224-0860 食品、日用品、雑貨等

27 ○ セブンイレブン川越砂店 砂1043-5 049-242-5411 食品、日用品、雑貨等

28 ○
セブンイレブン

川越仙波町2丁目店
仙波町2-1-5 049-223-8068 食品、日用品、雑貨等

29 ○ セブンイレブン川越月吉町 月吉町21-1 049-223-3711 食品、日用品、雑貨等

30 ○ セブンイレブン川越寺山店 寺山443-1 049-222-3008 食品、日用品、雑貨等

31 ○ セブンイレブン川越豊田本店 大塚1-1-8 049-247-7765 食品、日用品、雑貨等

32 ○ セブンイレブン川越仲町店 仲町10-5 049-225-5528 食品、日用品、雑貨等

33 ○ セブンイレブン川越西笠幡店 笠幡3845−19 049-233-7633 食品、日用品、雑貨等

34 ○ セブンイレブン川越東田町店 東田町5-1 049-241-7455 食品、日用品、雑貨等

35 ○
セブンイレブン

川越古谷上東店
古谷上5692-18 049-235-5464 食品、日用品、雑貨等

36 ○
セブンイレブン

川越的場駅北店
的場1894-1 049-233-2711 食品、日用品、雑貨等
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

37 ○
セブンイレブン

川越的場新町店
的場新町13-4 049-234-6388 食品、日用品、雑貨等

38 ○
セブンイレブン

川越南大塚駅北店
南台2-1-2 049-248-6677 食品、日用品、雑貨等

39 ×
セブンイレブン

川越南大塚駅南口店
南台3-3ｰ1 049-241-8713 食品、日用品、雑貨等

40 × セブンイレブン川越南古谷店 並木202-6ヒルマビル 049-235-1082 食品、日用品、雑貨等

41 ○
セブンイレブン

川越宮下町2丁目店
宮下町2-4-1 049-223-7715 食品、日用品、雑貨等

42 ○ セブンイレブン川越六軒町店 六軒町1-15-4 049-222-0446 食品、日用品、雑貨等

43 ○
セブンイレブン

川越脇田本町店
脇田本町5-12 049-247-5282 食品、日用品、雑貨等

44 ○
セブンイレブン

鶴ヶ島駅西口店
天沼新田204-5 049-231-7175 食品、日用品、雑貨等

45 ○ セブンイレブン西川越小室店 小室563-1 049-242-3991 食品、日用品、雑貨等

46 ×
ファミリーマート

川越旭町二丁目店
旭町2-1-1 049-249-0331 食品、日用品、雑貨等

47 ○
ファミリーマート

川越小仙波町二丁目店
小仙波町2-17-1 049-229-3350 食品、日用品、雑貨等

48 ○
ファミリーマート

川越南大塚店
大塚新町61-6 049-291-5720 食品、日用品、雑貨等

49 × ファミリーマート小坂旭町店 旭町3-9-44 049-246-2272 食品、日用品、雑貨等

50 × ローソン川越駅東口店 脇田町18-3 049-277-3308 食品、日用品、雑貨等

51 × ローソン川越小ケ谷店 小ケ谷868-1 049-226-0100 食品、日用品、雑貨等

52 × ローソン川越鴨田店 鴨田1341 049-226-1100 食品、日用品、雑貨等

53 × ローソン川越木野目六角店 木野目1369 049-236-1806 食品、日用品、雑貨等

54 × ローソン川越市駅前店 田町1-24 049-226-8481 食品、日用品、雑貨等

55 × ローソン川越下松原店 下松原481-2 049-265-3313 食品、日用品、雑貨等

56 × ローソン川越仙波町店 仙波町3-17-7 049-223-1888 食品、日用品、雑貨等

57 × ローソン川越古谷上店 古谷上5682-1 049-235-1577 食品、日用品、雑貨等

58 × ローソン川越松郷店 松郷688-1 049-298-4518 食品、日用品、雑貨等

59 × ローソン本川越駅西口店 中原町2-25-4 049-298-5688 食品、日用品、雑貨等

【ドラッグストア・調剤薬局】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ くすりユニオン 霞ヶ関北1-21-30 049-232-6032
第2・3類医薬品、漢方薬、健康

食品、化粧品、日用雑貨など

2 ○ 三陽薬局 天沼新田307-7 049-234-6583
調剤薬局　処方箋取り扱い　市

販薬　介護用品

3 ○ タカノ薬局川越店 南台2-13-13 049-245-2330 医薬品

4 ○ 時の鐘薬局 連雀町9-1 049-299-6663
医薬品・生活雑貨・飲料水・健

康食品・サプリメント

5 ○ 時の鐘薬局南大塚店 南大塚2-10-11 049-215-8887
医薬品・生活雑貨・飲料水・健

康食品・サプリメント

6 ○ ドラッグエース岸町南店 砂新田1-13-23 049-247-2515 ドラッグストア

7 ○ ドラッグエース新河岸店 砂1036-1 049-243-9406 ドラッグストア
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

8 ○ ナイス薬局 松江町2-8-3 049-228-3939 調剤・医薬品・健康食品

9 ○ ナイス薬局新富町店
新富町2-4-3

木村屋ビル1F
049-225-8833

保険調剤・健康食品・医薬品・

医療用具

10 ○ パル薬局新河岸店 砂新田80-2 049-265-7533 医薬品、医療雑貨

11 ○ 宮本薬局 小江戸川越店 新富町2-2-3 049-225-6240 医薬品

【その他小売業】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ アールエスビートル 石田174-1 090-4541-9136 オフロードバイク用品店

2 ○
相広タイヤ商会

タイヤガーデン川越
新宿町5-16-17 049-245-2222 自動車用タイヤ、ホイール

3 ○ amist 霞ケ関北4-22-14 049-231-5633 陶器・レコード・喫茶

4 ○ 有賀園ゴルフ　NEW川越店 小仙波901-1 049-226-1212 ゴルフ用品

5 ○ インテリアハウス窓 霞ヶ関北1-21-22 049-234-1655 インテリア全般

6 ○ 内野米穀店 かし野台1-15-1 049-246-8800 米・灯油

7 ○ UMEBACHI FURNITURE 下小坂589-3 049-299-7156 家具／木の小物

8 ○ ウラニワ 今福334-12 050-3743-5111 花屋

9 ○ ASA川越中央 宮下町1-4-1 049-225-0031 新聞

10 ○ ASA川越西部 野田町2-1-23 049-243-5954 新聞

11 ○ エンゼル花園 霞ケ関北5-12-10 049-231-4187 花

12 × 大澤陶器店 脇田町9−2 049-222-1621 主に和食器

13 × 笠野屋商店 幸町14-１ 049-222-1439 食品　小物雑貨

14 × 加藤仏壇仏具店 中原町1-6-3 049-222-3650 仏壇仏具小売

15 ○ 川越書道 連雀町18-1 049-222-5681 書道用品販売

16 ○ カワゴエスポーツ
新富町2-9-14

川越ｽﾎﾟｰﾂビル3F
049-223-1872 硬式テニス用品専門店

17 ○ グントー川越店 石田206-1 049-228-9511 包装用品、事務用品の販売

18 ○
毛糸・手芸・ソーイングの店

山久(小売部)
仲町1-9 049-222-2082

毛糸、手芸用品、ソーイング用

品

19 × 弘武堂スポーツ 新富町2-25-10 049-224-1811
中学校体操着・卓球・剣道・柔

道用品

20 ○ 小江戸stone 連雀町14-3 049-298-3261 天然石

21 ○ 小江戸花政 東田町5-6-103 090-4206-5555
花束・アレンジ・切花全般と園

芸全般

22 ○ KONOHA 南通町17-15 1F 080-5423-2153
季節の切り花、フラワーアレン

ジメント、ドライフラワー

23 ○ 小林電気商会 むさし野3-27 049-242-1440 家電販売・修理

24 ×
サイクルエイジ

(旧・セオサイクル新河岸店）

砂新田2-5-18

サザンクロス101
049-293-7913 自転車

25 ○ サイクルセンターしも 中原町1-22-1 049-222-3737 自転車

26 × 櫻井商店 連雀町6-12 049-222-1211 川越土産　季節の野菜

27 ○ シナリーエターナル営業所 下松原662-14 090-8648-2981 日用品・化粧品

28 × ジャイアントストア川越
泉町1-1

ウニクス南古谷シネマ棟1F
049-230-1166 自転車販売修理
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

29 × 昭和楽器
泉町3-1

ウニクス南古谷2F
049-236-0888

ピアノ・電子ピアノ販売、音楽

教室

30 ○ スタイルモンスター 脇田町5-13 049-227-6697 韓国コスメ　雑貨

31 × 精文堂 脇田本町6-3 049-247-0025 本・文具・プラモ

32 ○ 泰玉 スガ人形店 仲町1-3 049-222-0334
破魔矢・羽子板・雛人形・五月

人形・節句人形等

33 ○ 高柳自転車店 仙波町1-1-21 049-226-9693 自転車販売/修理

34 ○ つのだ時計店 連雀町2-4 049-222-1297 時計・宝飾・メガネ

35 ○ つまずく本屋 ホォル 霞ケ関北4-22-19 080-2261-4784 書籍

36 × 鶴ヶ島タックルアイランド 鯨井新田39-1 049-299-7331 釣具販売店

37 × T's  books
新宿町1-17-1

ウニクス川越2Ｆ
049-265-8707 書籍、雑誌、文具

38 ○ 電化センターマエダ 霞ヶ関北4-21-7 049-231-1274 家電製品

39 × 陶舗やまわ 幸町7-1 049-222-0989 陶器・陶芸教室

40 ○ 鳥居無線 六軒町1-16-10 049-222-2640 家電製品販売

41 ○ 中村自転車店 砂新田2-1-9 049-242-4900 自転車販売・修理

42 × 二木ゴルフ 川越インター店 大塚1-28-8 049-291-5411 ゴルフ用品

43 ○ はしもと商店 南台2-13-4 049-243-3919
日用品、文房具、園芸用品、灯

油

44 ○ パッケージプラザ川越店
藤倉2-13-25

パッケージプラザ
049-291-2510

テイクアウト容器、ポリ袋、ギ

フトBOX

45 ○ 花成生花店 霞ケ関北1-21-17 049-231-6723 生花・鉢物

46 ○ 花舗/HANAYA 脇田本町29-45 049-241-1187
生花・園芸・フラワーギフト・

関連雑貨

47 ○ はら生花店 脇田町3-26 049-222-3439 生花

48 ○ はるりKINUMO 元町2-1-25 049-223-7174 服・雑貨・菓子・紅茶

49 ○ はんこのバンコドウ 仲町2-12 049-222-0135
印鑑/ゴム印/シヤチハタ製品/印

刷

50 ○ はんこのバンコドウ アトレ店 脇田町105 049-226-7017
印鑑/ゴム印/シヤチハタ製品/印

刷

51 ○ フジクラ鞄店 新富町2-2-2 049-222-4641 鞄販売

52 ○ ぶつだんの上州屋 仲町4-10 049-222-0625 仏壇・神棚・寺院用品

53 × フットボールパーク川越店 新富町2-27-1 049-224-1827 サッカー用品

54 ○ ふれあいメガネ霞ケ関店 的場北2-11-8 049-233-6677 メガネ小売販売

55 ○ フローリスト花和 六軒町1-11-1 049-222-0917 生花・園芸・葬儀用生花

56 ○ 文具のキムラヤ 新富町２−４−３ 049-224-5252 文具・事務用品・画材

57 × ペットショップ阿部 南通町7-17 049-225-3530 ペット・ペット用品の販売

58 ○ 本の店　太陽堂 幸町7-5 049-222-1421 雑誌・書籍・郷土本／雑貨

59 ○ マミーフラワー 神明町4-4 049-225-3471 生花

60 ○ ミドリヤ 脇田町15-8 049-224-2200
質屋業・バッグ、時計、貴金属

類の買取、小売、卸売 通信販売

61 ○ ミドリヤ新富町店
新富町2-15-10

ﾙﾈｽ新富町ｽｸｴｱ1F
049-229-2700

質屋業・中古ブランドバッグ、

時計、貴金属類の買取、小売り

62 × ムサシ通商インテリア
かすみ野2-2-20

リビングアートロココ
049-234-3955 カーテン/インテリア用品
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

63 ○ やまびこ太鼓 大仙波973-8 049-224-1281 和太鼓　篠笛　太鼓バチ

64 × ユヌブリーズ 幸町3-8 049-299-7152 ドライフラワー、カフェ

65 × 吉沢商店 笠幡4876-5 049-231-4128 文具・事務用品

66 ○ ヨシダデンキ 連雀町14-1 049-222-1728 家電製品、パソコン

67 ○ 吉野屋履物店 脇田町7-3 049-222-3577 和装履物

68 ○ 利剣堂 仲町1-32 049-222-2946 印章関連商品全般

69 ○ レレレノレコード 連雀町8-2-2 049-222-0023
レコードCD販売および

カフェー

70 ○ わかくさ 霞ヶ関北1-21-19 049-231-0575 文房具販売

71 ○ 和紙の山田
新富町2-1-4

ヤマダビル1F
049-222-1253 和紙、和紙製品、和小物

【理容・美容店】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 × アスナロ理容室 月吉町47-15 049-222-5546
カット　顔剃り　シャンプー

ヘアカラー　パーマ等

2 ○ &ROLL
脇田本町10-24

フジクラロイヤルビル
049-237-6601

ヘア、メイク、マツエク、着付

け、セット

3 × イマジン 南通町15-20 049-226-1361 美容室

4 ○ AZbambini 脇田町16-4 049-229-0880 美容技術　ホームケア商品

5 ○ AZ本店 幸町8-15 049-224-4880 美容室

6 ○ カットハウス　シカノ 仲町2-7 049-224-3549 理容

7 ○ 髪工房るえら 旭町3-30-41 049-242-8673 散髪

8 ○ 髪質改善&SPA i-cue
田町2-17

青騎屋ビル 101
049-223-3701

カットカラー 成人式 髪質改善

パーマ

9 ○ Colors川越店
新富町2-11-6

靴の早川本部ビル1F裏口
049-299-5855 美容室

10 ○ KIYOTSUNE（理容室） 的場2197-18 049-232-3762 カット・パーマ・カラー等

11 ○ COPULA
脇田町8-3

MTFビル3F
049-272-7188 美容

12 × STUFF 新富町2-14-11 049-222-5663
美容一般・シャンプー類等化粧

品販売

13 ○ セーヌ美容室 的場北2-22-3 049-233-7141 美容室

14 ○ DAKA 中原町2-3-3 049-214-3465 美容室

15 ○ CHEERS for hair aura
南通町17-3

M&M102
049-229-2979 カット、パーマ、カラー

16 ○ Dione川越店
新富町2-26-4

エスポワール川越405
049-290-8202 脱毛　エステ

17 ○ トータルビューティ　ジョイ 新宿町5-20-7 049-246-3700 美容室・エステ・化粧品

18 ○ Beautissimo川越 中原町2-2-1 049-226-7744 カット/カラー/パーマ　等

19 ○ 美容室エルリック
新宿町1-16-18

橋本ビル1B
049-293-3796 カット/カラー/パーマ

20 ○ 美容室　サラダガール
的場2244-2

初雁ビル2F
049-233-2295 美容業全般、店販商品

21 ○ 美容室ジェイポイント
脇田本町16-26

嶋田ビル1F-2F
049-245-3328 美容室

22 ○ 美容室ちば 寺尾302-3 049-248-4699 美容室

12 / 17 ページ



カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

23 ○ 美容室はいから 吉田新町2-12-5-103 049-231-3288 美容業

24 ○ 美容室ブレス 藤木町27-3 049-293-7730
パーマ・カラー・カット・着付

け etc

25 ○ 美容室女髪
鯨井新田1-15

齋藤ビル2F
049-234-0602 美容業

26 ×
ヘアークリエイト

プラージュ

菅原町6-1

清水アメニティヒルズA
049-227-4577 美容室

27 ○ ヘアーサロンアライ 新宿町3-1-1 049-246-6370 ヘアーカット・ヘアーカラー

28 ○ ヘアーサロン銀巴里 幸町7-5 049-224-9753 理容室

29 ○ HAIR NACER
菅原町20-25

シンザンビル３F
049-277-3336 美容室

30 × ヘアーファクトリー ムッシュ 上戸290-8 049-233-4661 総合調髪 カラー パーマ

31 ○ HAIR&MAKE Angel 岸町3-4-20 049-242-2803 美容院のサービス

32 ○ Hair&Make*Kimono FELICE 志多町2-11 049-222-6746
カット　パーマ　ヘアカラー

着付けなど

33 ○ hair create plaju 菅原町6-1 049-227-4577 美容室

34 ○ ヘアサロンオナギ 志多町16-5 049-224-5164 理容一般

35 ○ hair make HARS 今泉333-6 0120-970613 美容

36 ○ 矢部美容室 連雀町24-9 049-222-2079 美容室

37 × Lavillage 中原町1-9-5 049-214-2464 美容室

38 ○ 理容、美容室アームス 霞ヶ関北1-21-3 049-232-2704 理容、美容室

39 ○ 理容室10Style
新富町1-9-6

ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ本川越　104
049-222-1002 カット　カラー　シェービング

40 ○ inks
新富町1-16-4

マスコビル3F
049-299-5155 ヘアデザイン、物販販売

41 ○ LUFTnakauchi 霞ヶ関東1-2-12 049-232-3726 理容

【その他サービス業】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ あかつき鍼灸接骨院南大塚院
南台2-11-1

水村ビル1F
049-256-7424

整体、マッサージ、矯正、リラ

クゼーション

2 ○ asian relaxation villa 川越店
野田町2-18-31

皆心ビル1F
049-249-0766 リラクゼーションマッサージ

3 ○ as-is
元町1-8-33

藤田ビル1F
070-8972-6079

バルーンラッピング、占い等の

サロン

4 ○ アップル車検のワークス 府川23-4 049-226-6099 自動車整備・販売

5 ○ 阿部鍼灸院
新富町2-26-4

ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ川越302
049-226-9705 鍼灸治療

6 ○ 彩の音photo style
岸町1-38-1

アーベイン川越岸町407
090-9818-4575

出張写真撮影/七五三撮影、プロ

フィール撮影など

7 ○ 癒し処　かうり 中原町1-12-4 049-224-3633
アロマオイル/ソフト整体/タイ

古式等

8 ○ HSTI・AZU骨格調整所 仙波町3-32-33 090-0133-1126 整体（骨格調整）

9 ○ OAKGYM24本川越
新富町1-11-2

シントミビル５F
049-227-9315 スポーツクラブ

10 ○ オークスポーツクラブ川越 旭町2-15-7 049-241-0909 スポーツクラブ

11 ○ オークスポーツクラブ鶴ヶ島 天沼新田118-4 049-233-0909 スポーツクラブ
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

12 ○ 岡田鍼灸接骨院 今福1776-1 080-2275-2935
鍼灸院、接骨院、カイロプラク

ティック

13 ○
桶谷式はるにれ

母乳育児相談室
上戸新町36-1 049-290-5645 助産院

14 ○ おしだ整体院
脇田本町7-7

晋栄ビル２F
049-293-6429 整体、腰痛肩こりケア体操

15 ○ おそうじパパクン川越ベース
中原町2-19-1

川越ﾊﾟｰｸﾌｧﾐﾘｱ404
049-277-3484 ハウスクリーニング

16 ○ Oggi
中原町1-9-1

川越専門店会ビル1階B号室
049-270-7404 靴修理・オーダーシューズ

17 ○ 加圧トレーニングセンター川越 砂新田114-6 049-248-6660
パーソナルトレーニング・加圧

トレーニング

18 ○ 小髙自動車 上野田町32−12 049-243-3648 自動車販売　修理

19 ○ 唐木木工 幸町14-3 - お箸作りのワークショップ

20 ○ ガレージDOT4 広栄町12-18 049-246-6832
自動車部品・用品販売、自動車

修理

21 ○ 川越スイミングスクール 旭町2-15-7 049-244-8871 スイミングスクール

22 × 川越体験工房青い鳥
幸町5-4

雅堂2F
049-225-2720 ガラス系手づくり体験

23 ○
川越ドライヘッドスパ専門店

一凛

中原町1-23-7

クレスト本川越302
049-298-7666 ドライヘッドスパ

24 ○
キャンドルスクール川越

TwinTail

新宿町1-9-1

スマイルハウス1F
090-8634-5553 キャンドル作り体験教室

25 × 共栄接骨院本川越院
新富町1-9-6

LP本川越103
049-226-3782 接骨院

26 ○
首肩・腰の専門店

川越整体からだマニア

脇田新町15-8

日清ビル201
070-8932-4450 整体院

27 × クリーニング四代目シゲモト 旭町1-11-18 049-242-3888
一般衣料・布団・ジュータンの

クリーニング

28 ×
クリーニング　ポプリン

石原店
石原町1-12-6 049-226-7585 クリーニング店

29 ×
クリーニング　ポプリン

仙波店
仙波町2-17-7 049-225-1007 クリーニング店

30 ○ クリーニングのなか 上戸288-3 049-231-0928 衣類等クリーニング

31 ○ くりのみ治療院 下小坂542-1 049-257-5266 マッサージ

32 ○ 小江戸の鍼 的場1885-3 049-234-5777 鍼灸

33 ○
Kids プログラミング && サイ

エンス教室　codience

東田町23-2

ドミ東田101
049-257-4704 子ども向けプログラミング教室

34 ○ 小堀歯科医院
並木新町2-1

エルネスビル２F
049-235-4182 歯科医療

35 ×
<取扱開始予定>

コミックバスター川越店

新富町2-4-2

太陽ビル3F
049-223-5032 インターネットカフェ

36 ○ コリトル
新富町２−２−５

マルフジビル３F
049-223-7155 整体

37 × 埼玉第一交通　川越営業所 小仙波887-1 04-2959-5161 タクシー

38 ○ 桜英数個別塾 霞ヶ関北3-1-15 049-299-6149 学習指導

39 ○ 篠崎自動車 平塚98-8 049-233-2244
自動車整備・車検・販売・修

理・保険
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

40 ○ 車検のコバック川越神明店 神明町63-1 049-227-7711 車検/鈑金

41 × ジュネスエンタープライズ 中台元町1-2-1 049-244-1570 自動車板金塗装

42 ○ 人力車　いつき屋
喜多町2-1

喜多町弁天長屋7号
090-7341-0088

人力車を使用した観光案内　婚

礼、前撮り、イベント等の演出

43 ○ 鈴木自動車商会 小仙波町2-9-1 049-222-1449
車検、点検、一般整備、鈑金塗

装

44 ○ スズキショップ川越的場 的場1792-1 049-239-0090 自動車整備・販売

45 ○ すずらん整骨院 的場北2-3-1 049-237-1550 整体

46 ○ すまいる整骨院
吉田新町2-12-5

ハイツ大橋 105
070-8343-2713

ボディケア・整体・脱毛・出張

整体

47 ○ 関根スポーツマッサージ川越
南通町14-3

三番町ハウス102
049-298-5339 はり、きゅう、マッサージ

48 ○ 操体・整体　無苦庵 六軒町1-5-4 049-202-2638 整体

49 × 第一日典株式会社 的場北1-15-12 0120-52-8888 葬祭業

50 ×
タイ古式マッサージ

トゥクトゥク

仙波町3-16-13

ウェルズ21川越B-6
049-228-4855 マッサージ

51 ○ タイヤセンター大光川越店 伊佐沼310-1 049-298-3001
乗用車・トラックタイヤ、バッ

テリー

52 ○ 丹徳庭園 六軒町1-8-2 049-224-9115
宿泊・婚礼・一棟貸し・ラン

チ・抹茶体験

53 ○ 築和工房パソコン教室 霞ケ関北3-6-21 080-5474-1291 パソコン・スマホ教室

54 ○ 鶴ヶ島スイミングスクール 天沼新田118-4 049-232-5921 スイミングスクール

55 ×
トータルボディヨガ

川越スタジオ

新宿町1-17-1

ウニクス川越３F
049-265-8773 ホットヨガ・ヨガ・ピラティス

56 × トーメイ　クリーニング 的場2842-3 049-231-4010 クリーニング

57 ○
泊まれるリラクゼーションサロ

ンゆきき
元町1-8-8-2F 049-211-5654

リラクゼーションマッサージ・

宿泊・雑貨

58 ×
トヨタレンタリース埼玉

川越西口駅前店
脇田本町39-24 049-243-0100 レンタカー業

59 × ドライクリーニングヤング社 旭町3-6-11 049-242-0803 クリーニング

60 × 長峰自動車 古谷上4174-3 049-235-2184 自動車整備

61 ○ バイパー 鯨井643-2 049-239-1955 自動車修理販売

62 ○
パソコン教室わかるとできる

ウニクス川越校

新宿町1-17-1

ウニクス川越2F
049-265-8075 パソコン・スマートフォン教室

63 ○ PASOCON-MAX 霞ヶ関北3-1-13 049-239-5331 パソコン保守

64 × 浜田接骨院 宮元町5-5 049-298-3783 接骨院　美容

65 × 原田サイクル 砂新田4-9-2 049-246-0140 自転車、原付バイク

66 ○
写真、カメラの専門店

ひまわり堂川越時の鐘店
大手町3-12 049-222-0122 写真館

67 ○ ひろ整骨院
新富町1-8-3

新富町朝森ビル1F
049-298-6425 整骨院

68 ○ フォトガーデンキラリ川越 広栄町19-6 049-247-4010 写真撮影

69 × 富士見ハイヤー 的場2219-2 049-231-3078 タクシー

70 ○ ブライトサロン 砂915-7-2F 049-243-3018 トータルビューティーサロン

71 ○ 振袖館ココルウェスタ川越店
新宿町1-17-1

ウニクス川越1F
049-265-8515 振袖レンタル
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

72 ○
ふりそでコレクション

川越駅前店

脇田本町6-8

栄光ビル３F
049-257-6554 振袖レンタル

73 ○ フルムーンライツ 小堤894-2-2-304 049-270-7639
アロマトリートメント・フェイ

シャル

74 ○ ペット訪問火葬 キラリボン 脇田町15-15古賀ビル2F 049-214-2039
ペットの火葬、メモリアルグッ

ズ

75 ○
POLA THE BEAUTY

ザ・マーケットプレイス川越店
的場新町21-10 049-299-5770 化粧品販売・エステティック

76 × ボディライト　川越店
新宿町1-17-1

ウニクス川越３F
049-265-7297 整体・骨盤調整

77 × ホンダドリーム川越 志多町17-12 049-299-7300
オートバイ販売及び修理　各種

自動車保険取扱い

78 ○ マジシャン占い師Shohei
脇田本町23-12

ミュージション709
090-8492-3598

マジック教室、四柱推命鑑定、

四柱推命講座

79 ○ 水野税務会計事務所 東田町15-10 049-246-3571 税務相談、会計相談

80 ○ 三谷商店 砂新田411-14 049-242-1234
クリーニング取次、学校(3校)の

体操着等販売

81 ○ 明幸堂指圧 寺山14-12 090-1801-7215 マッサージ・指圧・整体

82 ○ MesAngesメザンジュ 砂新田5-15-21 080-1263-7924 エステ／耳掃除／ヒーリング

83 ○ メンズ脱毛サロンAlpinia 的場北2-6-5 - 脱毛・エステ(男性専用)

84 × 柳沢自動車商会 東田町9-3 049-243-3151 車検・鈑金・修理・自動車売買

85 × 山﨑屋クリーニング 久保町1-5 049-222-2179 クリーニング店

86 ○
リンパドレナージュサロン&スクール

PierreBlanc

菅原町7-17

伊勢原八番館603
080-9268-6444 リンパマッサージ

87 ○ れんたるきものや　寛kan 六軒町 1-12-2 070-3294-0616 着物レンタル着付け

88 ○ ロッククラフト川越
脇田町32-3

三豊ゴム川越ビル1F
049-226-1426

ボルダリング・クライミング施

設／道具販売
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カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

【その他】

カード型対応 店名 所在地 電話番号 取扱品・サービス

1 ○ アサヒ 砂新田6-12-11 049-243-0202
リフォーム／水道修理／内装工

事

2 × 安藤表装 連雀町5-1 049-222-1471
襖張替　障子張替　クロス工事

全般　表具掛軸屏風製作

3 ○ 岡田本店 三光町3-2 049-222-2141 畳工事

4 ○ 建陶社生活環境設計 笠幡1297-1 049-237-4313 建築リフォーム、陶板浴

5 × 島崎畳店 宮元町56-28 049-223-0624
畳、襖、障子、網戸のメンテナ

ンス（新規、張替え）

6 ○ 関口表具店 的場新町9-1 049-277-4918
襖、障子、クロス、カーテン、

内装仕上げ

7 ○ 高橋たたみ店 小ヶ谷838-4 049-231-6868
畳製品販売　畳の張り替え　畳

の新調

8 ○ 鶴岡畳店 脇田本町10-1 049-245-1315 畳の施工

9 ○ 並木造園 木野目1590-1 049-235-2012

樹木剪定・除草／伐採・伐根／

防草シート・フェンス取付／ほ

か庭に関すること

10 ○ brain 久下戸3346-1 090-3964-1123 アート＆デザイン

11 ○ 水野畳店 新宿町4-2-11 049-243-1022 畳新調・表替え

12 ○ 山口土建 寺山50-1 049-223-0117 建設業

13 ○
LIXILリフォームショップ

エコキレ
仙波町3-16-13 049-227-6316 リフォーム
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