店名

住所

1

２代目三宝軒

赤浜933

2

ＢＡＣＯＯ

桜沢1549-5

3

ＣＡＲＲＯＵＳＥＬ Ｑ＋：Ｄ

富田1770

4

ＤＪ Ｇａｒａｇｅ

5

Ｄｏｇ

6

Ｅｒｍｏｔ

7

ｅｔｏｉｌｅ

8

Ｅｙｅｌａｓｈ＆ＮａｉｌＳａｌｏｎ

9

ｆｌｏｗ

TEL

カテゴリ

048-501-6119

飲食 / 飲食店・喫茶店

070-4296-7723

飲食 / 飲食店・喫茶店

048-577-5991

各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

露梨子460番地3

080-1132-3147

サービス / 自動車整備・各種修理

桜沢2341-8

048-501-8687

サービス / その他（サービス）

末野535-2

048-579-5646

飲食 / 飲食店・喫茶店

鉢形1693-1

070-3363-0416

サービス / 理容・美容

富田3779-6

080-4661-9117

サービス / 理容・美容

寄居49-11

048-594-8000

サービス / エステティックサロン

10 Ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ｂ Ｆｒｅｅ

桜沢606-1

048-581-9787

サービス / 理容・美容

11 ｈａｓｕ

ｓａｌｏｎ

Ｃｈａｉ

Ｌｉｅｔｏ

ｃａｆｅ

5

西ﾉ入476-1

090-6926-2476

各種小売 / 食品販売店

12 ＨｏｎｄａＣａｒｓ熊谷 寄居店

桜沢20-81

048-581-8891

サービス / 自動車整備・各種修理

13 ＨＯＴＥＬ

桜沢888-2

048-501-5550

14 ＨＯＵＳＥ

鉢形88番地1

080-6754-8068

各種小売 / 食品販売店

15 Ｎａｉｌ

用土2654-31

048-598-7706

サービス / エステティックサロン

牟礼1471-1

048-582-0019

桜沢414

048-598-6531

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

富田1734-1

048-578-5091

飲食 / 飲食店・喫茶店

寄居895番地1

048-581-0086

各種小売 / リサイクル・中古品

20 ＳＴＡＲ★ＳＴＡＴＩＯＮ

末野537番地1

048-577-7157

サービス / 理容・美容

21 ｔ ｃａｒ ｂｏｏ塚越商会

寄居369-14

048-581-1399

サービス / 自動車整備・各種修理

22 ＺＥＲＯ

ＣＩＴＹ ＰＬＡＺＡ寄居

Ｓａｌｏｎ Ｓｕｒｙａ

16 Ｎｅｗｌライフ
17

オオサワ

ｏｐｅｎｃａｆｅＭＡ ＢＯ（プロレスリング マジッ
クボックス内）

18 ＰＩＺＺＡ

Ｙｕｊｉ

19 ＳＯＬＰＨＡ

浴場

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ
ン用品

用土4378-1

048-578-8198

各種小売 / リサイクル・中古品

23 アートコア株式会社

桜沢984番地

048-580-2560

各種小売 / その他（小売）

24 アコーディア・ゴルフ 寄居カントリークラブ

牟礼1286

048-582-5550

娯楽 / ゴルフ場

鉢形841-1、風布74

048-580-1100

飲食 / 飲食店・喫茶店

寄居904番地1

048-581-8161

各種小売 / 食品販売店

25

ＳＴＹＬＥ

サービス / ホテル・旅館・レジャー・

あゆみホーム（不動産、日本の里

風布館、日本の里

憩いの場Ｃｈｉｌｌｄｒｅｎ）

26 エプロンマム
27 おうち処

寄居576

048-578-8819

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

28 お米ｃａｆéさかもと

はづき

寄居1169-1

048-514-7788

飲食 / 飲食店・喫茶店

29 カット＆マッサージリフレッシュ

富田3558-1-101

048-582-3542

サービス / 理容・美容

30 カラオケファミリー 紫陽花

寄居895-4

048-581-3400

飲食 / 飲食店・喫茶店

31 きぬのいえ

寄居1224番地5

048-581-5298

32 グランヴェール

桜沢2235-1 坂の下ｿｼ
ｱ103

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバ
ン・バッグ

048-577-7729

飲食 / 飲食店・喫茶店

33 クラング

鉢形115-1

048-580-0008

サービス / 理容・美容

34 コバック

西古里111-2

048-582-4791

各種小売 / その他（小売）

35 サービス・ステーション サイトウ

鉢形928-4

048-581-6658

サービス / 自動車整備・各種修理

36 サニー Ｃａｒ Ｓａｌｅｓ

寄居1475-1

048-594-9347

各種小売 / リサイクル・中古品

37 ジェイムズ

鉢形131番地1

048-577-7716

サービス / 住宅建設・リフォーム

38 シバサキ建築工房

赤浜981番地

048-582-1011

各種小売 / その他（小売）

39 シューズイワタ

寄居902番地

048-581-0363

40 せいこうえん

立原356番地1

048-581-5166

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバ
ン・バッグ
各種小売 / コンビニ

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ

41 ソフトバンク寄居

寄居1555-1

048-580-1311

42 大黒屋商店（ＧＯＲＩＧＯＲＩ ＣＡＦÉ）

桜沢482番地1

048-581-0121

飲食 / 飲食店・喫茶店

43 ちゃんぼう

富田1700-4

090-8316-2797

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

44 デルタグラフィックス

桜沢1405-5

048-598-8946

サービス / 自動車整備・各種修理

45 トイボックス

赤浜676-1

048-582-3976

サービス / 自動車整備・各種修理

46 ビジネスホテル一心

寄居1534番地1

048-581-2345

47 ビストロ酒場

寄居1477-1 八木ﾋﾞﾙ

伊達男

2F

48 ビューティー・トパーズ

寄居1445-6
寄居1543-1 ﾊｲﾀｳﾝ寄

49 プライム′Ｓ

居103

ン用品

サービス / ホテル・旅館・レジャー・
浴場

048-577-4933

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

048-581-1192

サービス / 理容・美容

048-580-1070

サービス / 理容・美容

50 フルール

富田120-4

048-582-3727

各種小売 / 食品販売店

51 みかえり美人本店

富田1731番地

048-582-0999

サービス / 理容・美容

52 めだか道楽

桜沢1370-1

048-581-0635

各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

53 やおとも

寄居855番地2

048-581-1003

各種小売 / 食品販売店

54 ラヴェンナ

桜沢724

048-581-6829

飲食 / 飲食店・喫茶店

55 ロイヤルシャトー

桜沢1294-5

090-3426-3233

56 ロイヤルチェーンベイシア寄居北店

桜沢2916

048-581-9883

サービス / クリーニング・各種清掃

57 ワイ テイ

寄居1114

048-581-5521

各種小売 / 健康食品

寄居1287-10

048-581-0262

各種小売 / 食品販売店

01-2034-7032

各種小売 / 食品販売店

鉢形15-1

070-8559-6242

飲食 / 飲食店・喫茶店

寄居1443-1 ほか

048-580-2000

各種小売 / その他（小売）

鉢形1248

048-501-6901

富田2917-2

048-582-2588

寄居1003

048-581-0559

65 寄居ぎんせん堂

寄居1017番地

048-581-3604

66 寄居タクシー

桜沢767-1

048-581-1355

交通 / タクシー

67 寄居町商工会

寄居1267番地2

048-581-2161

サービス / DPE・印刷・コピー

68 寄居町平安会館

寄居916

048-581-2900

サービス / 冠婚葬祭

69 吉田屋商店

富田2021

048-582-0231

各種小売 / その他（小売）

70 吉德塗装

牟礼1466-19

090-4827-9640

サービス / 住宅建設・リフォーム

71 居酒屋かーむ

寄居1222-1

048-580-0007

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

72 居酒屋龍神

富田1828-1

080-9709-7256

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

73 京亭

寄居547

048-581-0128

飲食 / 飲食店・喫茶店

74 金井商店

寄居926

048-581-0201

各種小売 / 食品販売店

75 金太郎

寄居1227

048-581-5005

飲食 / 飲食店・喫茶店

76 金之介ほるもん

寄居1231-3

048-581-1418

飲食 / 飲食店・喫茶店

77 原口輪店

寄居978

048-581-1317

サービス / 自動車整備・各種修理

78 桜交通

用土5229番地

048-584-0779

サービス / 運転代行業

ビイ

58 伊勢屋

鉢形772-2 ｻﾝﾄﾙヴｨﾗｰ

59 一喜商事
60 駅前食堂

ｼﾞｭ202

61

ままや

荻野商店（本社、ベイシア寄居北店、ヤオコー寄居
店）

62 会津接骨院
63 株式会社イチワタ

男衾店

64 関口化粧品（きれいになる店

せきぐち）

各種小売 / 時計・貴金属・メガネ・カ
メラ

サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、
接骨院、整骨院）
各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグ
ストア
サービス / エステティックサロン
各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ
ン用品

79 山栃丸太

株式会社

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ

桜沢997-5

048-581-4721

富田2396-7

070-4443-1292

富田84-1

048-582-2954

各種小売 / 食品販売店

末野79

080-8733-4438

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

83 手風琴

牟礼573番地2

090-9680-7689

各種小売 / その他（小売）

84 酒井商事

寄居903番地

048-581-0024

サービス / その他（サービス）

85 小池自動車板金塗装工業

富田1884番地1

048-582-4626

サービス / 自動車整備・各種修理

86 昭和タイヤ商会

桜沢223番地1

048-581-2510

サービス / 自動車整備・各種修理

87 焼肉たてがみ

末野107-1

048-580-0797

飲食 / 飲食店・喫茶店

88 上野接骨院

寄居418

048-581-9915

89 城南観光

用土885-1

048-584-4682

サービス / 旅行代理店

寄居1097-6

048-501-5515

飲食 / 飲食店・喫茶店

91 新井電化設備

富田1708番地

048-582-0514

92 新島薬品

寄居944番地

048-581-1115

93 薪石窯ＰＩＺＺＡたんぽぽ

今市790-2

048-582-2579

飲食 / 飲食店・喫茶店

94 正喜バル

寄居582

048-577-5886

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

80 四畳半商店
81 手づくりハム工房
82 手打ちうどん

バルツバイン

90 食堂＆茶屋

とき

ＣＨＩＬＬ

95 倉林農機株式会社

寄居店

ン用品
各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ
ン用品

サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、
接骨院、整骨院）

各種小売 / 家電・家具・寝具・キッチ
ン用品
各種小売 / 医薬品・化粧品・ドラッグ
ストア

桜沢2957-1

048-581-1000

各種小売 / その他（小売）

96 大信観光タクシー

桜沢2234番地1

048-581-1195

交通 / タクシー

97 大川石材店

寄居208番地5

048-581-1187

サービス / その他（サービス）

98 大木洋品店

用土1687-3

048-584-3220

99 丹助商店

寄居809番地

048-581-0012

各種小売 / 食品販売店

100 男衾自動車

赤浜661番地

048-582-1072

サービス / 自動車整備・各種修理

101 秩父屋

寄居845-4

048-581-0263

各種小売 / 食品販売店

102 ⾧谷川接骨院

寄居1025

048-581-0205

103 鉄板ダイニング広島風お好み焼き

もみじ

露梨子444-1 露梨子ｱ
ﾊﾟｰﾄ101

090-7126-8398

各種小売 / 衣服・靴・服飾品・カバ
ン・バッグ

サービス / 施術所（鍼灸院、治療院、
接骨院、整骨院）
飲食 / 飲食店・喫茶店
サービス / 家賃・初期費用（敷金・礼

104 東和不動産

富田2866番地11

048-582-1781

105 肉のみねぎし

寄居796番地

048-581-1377

各種小売 / 食品販売店

106 日本料理

寄居998

048-581-0200

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

鉢形563

048-581-3253

サービス / 理容・美容

寄居1371

048-571-1486

サービス / 自動車整備・各種修理

桜沢3629番地1号

048-581-8888

サービス / 理容・美容

桜沢2331ｰ1

048-581-8139

サービス / 理容・美容

111 美容室ＰＯＷＤＥＲ

寄居1338-1

048-581-3707

サービス / 理容・美容

112 美容室ヴィップクラブ

寄居160-1

048-581-7757

サービス / 理容・美容

113 風布にじます釣り堀センター

風布1955

048-581-4095

飲食 / 飲食店・喫茶店

114 本間タクシー

寄居955-1

048-581-0035

交通 / タクシー

048-586-1052

サービス / DPE・印刷・コピー

喜楽

107 髪遊び

理容こばやし

108 板金のモドーリー
109 美容室

寄居店

ウエルビ

110 美容室ＰＡＧＥ

ＯＮＥ

桜沢1180-1 町営漆原

115 本多広告

団地南棟303

金等）【マネー限定】

116 木もれびキッチン

桜沢298-1

048-514-7510

飲食 / 飲食店・喫茶店

117 有限会社

富田1854-1

048-582-1402

サービス / 自動車整備・各種修理

恵和オート寄居店

118 有限会社金子園芸

用土2165番地

048-584-0170

各種小売 / 花・植木・農耕具・ペット

119 理容おおぜき

富田1730-14

048-582-1615

サービス / 理容・美容

120 料亭 園

保田原 203-6

048-581-1816

飲食 / 飲食店・喫茶店

桜沢2287-2

048-586-0330

飲食 / 飲食店・喫茶店

末野928

0120-93-5635

飲食 / 居酒屋・パブ・バー

123 鮨 幸ＫＯ ＮＯ乃

用土876-2

048-584-7560

飲食 / 飲食店・喫茶店

124 髙橋酒店

寄居936番地

048-581-0278

各種小売 / 酒類・リカーショップ

121 鈴
122 和食厨房

元六庵

令和３年9月1日現在
【対象→対象外へ変更】
・JA-SS男衾給油所、JA男衾農産物直売所、JA用土農産物直売センター、うさぎや

