
＜クーポンの使用について＞

●このクーポンは配布日から使用期限の間に限り使用可能です。●第三者への譲渡、転売、現金とのお引換えはできません。また、つり銭は支払われ

ません。●このクーポンの盗難、紛失、滅失、汚損、毀損等に対しては、発行者はその責を負いません。払い戻しや交換、再発行はいたしません。

●次の商品等には使用できません。

不動産、金融商品、たばこ、商品券・ギフト券、電子マネーのチャージ、税金や公共料金の支払い、その他特に指定するもの

●商品購入後の返品・返金はいたしません。●新座市に登録された取扱店のみで使用可能です。●クーポンは世帯ごとに違う番号を付けて管理してい

ます。●再発行したクーポンの重複使用が判明した際は、その金額を返納してもらう場合があります。●ぷらすクーポンは「取扱店」シールやポスター

のある店舗でご使用になれます。●専用ホームページでも取扱店一覧をご覧いただけます。https://niiza-pluscoupon2022.com/shimin/

コールセンター
℡:0120-588-820

受付時間　９：００～１７：００（平日）

＊土日・祝日、年末年始(１２月２９日～１月３日) 休業

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

ファミリーマート新座東北一丁目店 東北1-3-8 048-485-3481 食品・日用品・酒

銘茶問屋　内田園 東北1-3-28 048-472-8304 美味しいお茶とお菓子・梅干と海苔

コスモ薬局　新座店 東北1-6-2 048-487-5600 医薬品

コスモファーマシー 東北1-7-2 048-476-3266 医薬品

喫茶室　胡桃 東北1-8-18 048-476-5196 コーヒー・ケーキ・パスタ

グリル一仁 東北1-8-23 048-471-6567 ハンバーガー

風月堂いづみ 東北1-9-1 048-471-0419 洋菓子・クッキー

星野衣料店 東北1-9-2 048-471-3275 婦人服・学校用品

足もみしま専科 東北1-14-1-208 090-4455-1902 台湾式リフレクソロジー

レストラン沙羅沙 東北1-14-3 048-474-5221 ステーキ・ハンバーグ・カレー

(有)市之瀬生花店 東北1-14-9 048-471-1421 生花・鉢物

樹と糸 東北1-14-19-101 ー ドライフラワー・雑貨・製作体験

ぐれーぷ hair Enomoto 東北1-14-23 048-471-5228 カット・カラーリング・パーマ他

和食のお店せきね 東北2-1-4 -1F 048-473-3252 刺身・揚物・煮物・焼物・ご飯物

カメラのスズキ 東北2-2-3-1F 048-474-0411 写真材料の販売と写真のプリント

viola 東北2-7-30 048-474-6768 カット・パーマ・カラー等

トリミングサロンOLIOLI 東北2－１１－２３ 048-212-6264 トリミング　ペットフード

オレンジテール 東北2-13-16 048-474-8841 生花

酒彩めしや 東北2-17-5 080-6785-1818 酒・刺身・焼物・炒物・煮物・揚物

Duca 東北2-17-12-203 ー ネイル・脱毛・ハーブピーリング

行政書士おかもと事務所 東北2-18-20-303 048-423-5314 相続・遺言書の相談

和整骨院 東北2-19-16 048-487-6831 整骨・整体・マッサージ

コクーンブティック 東北2-19-16-106 048-487-8833 婦人服・雑貨

エステ＆コスメ　フルール 東北2-19-16-107 048-472-3509 コーセー化粧品コスメデコルテ

LAMP HAIR 東北2-19-16-108 048-474-7272 美容室

いちかわ治療院 東北2-19-16-206 048-423-4596 五味式骨盤調整・頭蓋骨調整

松月庵 東北2-21-2 048-473-1888 そば・うどん

ヘアーサロン　トゥリマカシー 東北2-22-7 048-423-5711 パーマ・カラー・カット等

ピュアマインド新座店 東北2-26-5-1Ｆ 048-470-1010 エステティック

(有)酒の丸田屋 東北2-26-6 048-471-0224 地酒とナチュラルワイン等の酒類

フローリスト石原マリアージュ 東北2-26-10 048-474-0044 生花

お問い合せは下記へお願いいたします。
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目印となります。



North Village Bar &Grill 東北2-26-10-102 048-485-9299 ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ・ｱﾒﾘｶﾝﾌｰﾄﾞ

Salon du ひゃーく 東北２-２６-１０-２０３ 048-278-5592 エステ・脱毛・化粧品・健康食品

鮨diningあいざわ 東北2-26-11-101 048-476-2223 寿司・海鮮

はんこはんず志木店 東北2-26-21-101 048-476-6914 印鑑・ゴム印・印刷全般

結婚式場ベルセゾン（パティシエボヌール）（中国料理吉祥） 東北2-27-14 048-475-1122 洋食・中華レストラン等

セオサイクル志木店 東北2-27-18 048-471-2828 自転車販売・修理

関東補聴器センター志木新座店 東北2-28-3 048-475-3684 補聴器及び補聴関連機器

セブンイレブン新座東北２丁目店 東北2-29-1 048-476-5704 食品

イツキ ザ ホルモン 東北2-29-6 080-4299-5596 焼肉・ホルモン

フェイスエステCOBA 東北2-29-26-401 090-8647-4747 フェイシャルエステ

ans rela 東北2-29-33-1F 048-487-5951 カット・カラー・パーマ

医療法人社団　聚楽会　とりづか歯科医院 東北2-30-16 2F,3F,7F 048-470-0118 歯科

ans GRANDE 東北2-30-16-8F 048-471-0755 カット・カラー・パーマ

カフェアンドバルスケッチー 東北2-30-25-3F 048-423-3662 飲食業

海鮮と手打ちそば　たびと 東北2-30-26 1-B 048-487-7293 手打ちそば・地酒

風風ラーメン志木南口店 東北2-30-26-10A 048-486-2222 ラーメン

２１世紀堂 東北2-31-1 048-476-7676 仏壇・仏具・線香・ローソク

南大門　南口店 東北2-31-3 048-472-2022 焼肉

酒菜やMARUICHI 東北2-31-6 048-475-0911 魚貝類・肉類・酒類

居酒屋　運送屋 東北2-31-8-2F 048-473-1360 種類豊富なお酒と美味しいお食事

そば処　高や 東北2-31-12 048-471-0520 そば・うどん

和楽かたらいや 東北2-31-12-２F 048-486-3777 刺身・串焼き・創作料理

キャンアイドレッシー 志木店 東北2-31-13-1004 048-499-2068 ネイルサロン

うどん処おはな志木南口店 東北2-32-19-101 048-423-8475 うどん・お酒

セブンイレブン志木駅南口 東北2-34-2 ー おにぎり・パン・ドリンク・お酒

サム動物病院 東北2-37-10 048-476-3700 小動物診療

長屋門　志木店 東北2-37-11 048-475-2688 串焼料理

焼肉さんあい　志木南口店 東北2-37-17 048-474-9682 和牛カルビ・ホルモン・牛タン

焼肉　南大門　東口 東北2-39-7 048-472-4967 焼肉

炭火焼ホルモン　ニューワンちゃん 東北2-39-8-B1F 048-471-0467 焼肉・ホルモン・ラム肉・トリ肉

ファミリーマート志木駅東口店 東北2-39-10 048-486-6485 食品

うみ道楽　志木駅前店 東北2-39-10-5F 048-487-7540 活きイカ・鮮魚・ビール等酒類

セブンイレブン志木駅前店 東北2-39-23 048-476-5711 食料品

男のガチンコ厨房おうげん 東北2-39-24 048-470-0511 刺身、あて巻き、おばんざいなど

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

セブンイレブン新座東1丁目店 東1-1-36 048-481-1922 飲食

まつげ屋さん　Raffie.g 東1-7-13 048-278-6105 まつげエクステ・まつげパーマ

AKUA 東1-7-37 ー ホットサンド・ドリンク

さと施術院 東1-19-9 048-481-1487 運動用マット・安眠枕

ふとんの丸久 東2-10-1 048-478-2896 綿・羽毛ふとん製造とリフォーム

(有)昭和自動車整備工場 東3-1-9 048-471-2932 自動車整備・販売

いちかわ整骨院 東3-6-15-1F 048-201-0808 整骨・鍼灸

クリーニング　ノア　新座店 東3-8-8 070-3876-9824 一般クリーニング

(有)関商店 東3-15-28 048-471-2478 食料品　パン　その他

プラスワン　コバヤシ 東3-19-14 048-472-9553 テレビ・エアコン・電池・電球

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(株)羽成工務店 北野1-1-1 048-478-1136 新築　増築　リフォーム

中華料理　一華 北野1-5-19 048-479-0863 定食・中華料理

いのせ接骨院 北野2-4-3 048-211-3483 健康・医療

(有)藤田電気 北野2-4-26 048-479-2628 家電製品

ぷらむ薬局　新座店 北野2-5-11 048-479-1613 医薬品

セブンイレブン新座北野２丁目店 北野2-8-7 048-481-7114 米飯類・麺類・パン等

秋元自動車(株) 北野2-13-21 048-477-5002 自動車販売・整備・鈑金・塗装

リフレケア新座整体院 北野2-13-24-1F 048-481-4184 肩こり・腰痛・疲労のもみほぐし

アジアダイニング串焼きめぐとん 北野２-１４-１６ 048-201-1948 和食・エスニック

豊川あやののお店　ニューAoi 北野2-14-18 048-479-4916 スナック　　ウイスキー・ビール

おこのみダイニング　エンゼル 北野2-14-20 048-235-1218 お好み焼き・豚丼・うどん

やきとり宮本 北野3-1-19 048-473-2701 焼鳥

徳寿司 北野3-1-31 048-471-4514 すし

お弁当わかば 北野3-3-3 048-472-3789 各種お持ち帰り弁当

(有)三ツ野 北野3-3-6 048-473-9780 文房具・複合機・印刷・印章

リフレケア志木整体院 北野3-10-16 048-486-9041 肩こり・腰痛・疲労のもみほぐし

いしもと脳神経外科・内科 北野3-18-16 048-483-7111 診療費

ホルモン焼　山形屋　新座店 北野3-20-13 048-481-9611 ホルモン・焼肉
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店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(株)井上電機 大和田1-2-6 048-477-2065 電気工事・電気製品

イタリアンレストラン　ソルティーノ 大和田1-3-22-101F 048-437-2415 パスタ・Pizza・イタリア料理

Smile 大和田1-3-22-2F 048-423-2530 まつ毛エクステ・まつ毛カール・ネイル

Smile　着付けサロン 大和田1-3-22-2F 048-423-2530 着付け・ヘアセット・メイク

和食処　おゝかど 大和田1-15-21 048-482-8102 魚・野菜・酒・和食・おせち

(株)スノーメンランド 大和田1-22-1 ー 旅行手配、パッケージツアー

セブンイレブン新座大和田店 大和田1-25-26 048-478-0711 コピー・FAX・チケット発券

セブンイレブン新座大和田３丁目店 大和田3-1-10 048-478-7056 飲料・お弁当・お菓子・その他

長谷部米穀店 大和田4-3-17 048-477-2064 米・乾麺・飲料水

福祉工房　楓 大和田4-16-40 048-482-5636 自主製品

田中商店 大和田4-17-33 048-478-4814 駄菓子・飲料・アイス

サロン・ド・ラブリー 大和田5-8-3 048-203-3276 カット・パーマ・カラーリング・美容一般

(有)北原電化センター 大和田5-10-1 048-478-1266 家電一般商品・空調設備

理容いいじま 大和田5-12-20 048-478-6527 カット顔剃りヘッドマッサージ

さとうこどもクリニック 大和田5−１５−２ 048-480-5255 予防接種など

みずの酒店 大和田5-20-11 048-478-4565 酒・食料品・飲料水・菓子

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

５ STAR-MYANMAR 中野1-10-20 048-424-7733 ミャンマーレストラン＆雑貨

鶏笑 新座中野店 中野2-2-26 048-485-9424 からあげ

王朝飯店 中野2-4-48 048-479-3775 本場中国料理

そば処　柿屋 中野2-10-19 048-478-3118 もりそば・野菜天・なす肉汁そば

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(有)国際ドライ 新座1-15-2 048-477-5821 クリーニング・一般衣類

髙七建設(有) 新座1-15-10 048-477-2538 住宅リフォーム工事

ショパン美容室 新座2-1-6 048-479-3778 パーマ・カット・カラーリング

サヴルー丸十 新座2-7-1 048-479-0760 食パン類・調理パン・菓子パン

(株)伊勢宇 新座2-8-12 048-481-0101 酒・米・一般食品

ペットフレンドアーサー 新座2-17-7 048-485-9322 犬うさぎ用品、トリミング

髪工房沙羅 新座2-17-7 三軒店舗 C 048-489-2788 カット・カラー・パーマ

菊扇 新座3-3-18-101 048-477-5820 和菓子・おにぎり

(有)ニーザ・ファーマシー 新座3-3-18-105 048-478-1304 医薬品雑貨、医療器具、化粧品

マルフジ水産 新座3-3-20-103 048-478-1309 鮮魚

肉の鳥七 新座3-3-20-104 048-478-1303 牛・豚・鶏　加工品・惣菜

NPO法人　シンフォニー 新座3-3-20-105 048-424-3199 マドレーヌ・クッキー

岩田屋酒店 新座3-3-20-108 048-478-1302 酒・米

ヘアメイク　パルティール 新座3-3-20-110 048-479-2745 パーマ・カラー・カット

幸田商店 新座3-3-20-202 048-478-1335 青果・乳製品

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

Yショップ新座市役所店 野火止1-1-1-１F 048-477-0165 お弁当・飲み物

(有)ファミリーメガネ 野火止1-2-1 048-478-4491 メガネ・補聴器販売

(株)須田薬局本店 野火止1-2-1 048-477-3089 薬・化粧品

にいざの森接骨院 野火止1-2-1-102 048-478-5665 自費治療及び各種サポーター

満月堂 野火止1-2-28 048-477-2664 和菓子

co-mame bakery 野火止1-6-2 048-480-5004 パン・サンドイッチ・菓子

ヘア　プルケール 野火止1-9-44 048-211-8239 パーマ・カラー・カット

居酒屋 春駒 野火止1-12-1 048-478-8598 お酒・お刺身・チーズ揚げ

(有)野火止テニスクラブ 野火止1-13-10 048-477-2016 会員制レンタルコート

(有)上原モータース 野火止1-13-39 048-479-0321 自動車整備

NAMASTE BIPANA 野火止1-13-47 070-3630-6767 ｱｼﾞｱﾝﾌｰﾄﾞ・ｲﾝﾄﾞ･ﾈﾊﾟｰﾙ　ｶﾚｰ

炭火焼・本格焼酎　架け橋 野火止1-14-2 048-479-3751 肉料理中心の創作居酒屋

(株)中村電気 野火止1-14-5 048-477-2190 電気工事

手打ちそば　八溝 野火止1-14-7 048-478-7775 そば・天ぷら

トロワフレール 野火止1-14-7 048-477-8177 洋菓子

(株)須田自動車 野火止1-14-8 048-479-5464 自動車・自転車保険

チキチキメンチ 野火止1-14-10 ー 弁当・唐揚げ・メンチカツ

青山フラワー 野火止1-14-10 048-479-8632 生花園芸

シナノヤ野火止店 野火止1-14-11 048-479-0054 学用品（体育着・制服）　婦人服

ファミリーマート新座市役所通り店 野火止1-14-19 048-480-6756 食料品・日用品・書籍

竹映 野火止1-20-47 048-477-1102 そば・うどん・甘味等

並木たばこ店 野火止2-7-9 048-478-3631 酒小売

さか重 野火止2-7-22 048-478-3620 そば・うどん・天ぷら・刺身定食

武蔵野穀販(株) 野火止2-10-13 048-481-5600 米・団子・草餅・おにぎり

自転車直売　野火止ベース 野火止3-2-7 048-485-1320 自転車販売修理・自転車洗車
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route f ボルダリングジム 野火止3-5-17 050-8883-5986 ボルダリングジムの施設利用料

中華　古味虎 野火止3-8-9 048-481-0020 担々麺・やきそば・エビチリ　他

神蔵ーKAGURAー 野火止3-9-5 048-478-0734 作業服・ヘルメット等

(株)増木 野火止3-10-5 048-483-8181 リフォーム・リノベーション

(株)増木工務店 野火止3-10-5 048-477-3250 新築、リフォーム等

大村庵 野火止3-12-1 048-479-2958 そば・うどん・ごはん・ラーメン

トランポランド Saitama 野火止3-13-35 048-487-8844 トランポリンレジャー施設

STEAK MAN 新座店 野火止3-14-21 048-485-8889 ステーキ・ハンバーグ・食べ放題

富士ゴルフリンクス 野火止3-15-19 048-481-1122 ゴルフ練習代

東京演劇アンサンブル 野火止3-16-24 048-423-2521 演劇

佐々木鍼灸整骨院 野火止4-1-15-809 048-482-7528 鍼灸マッサージ施術・美容ハリ

手打そば　の田 野火止4-1-18 048-479-8558 こだわりの水で打つ十割手打そば

輪粉 野火止４-１-２０ ー ベーグル、雑貨

Pesce　Piatto　えのき 野火止4-1-22 048-479-5944 イタリア料理・パスタピッツァ

ブティック　NARU 野火止4-3-10 和泉野方 048-480-5188 衣料品

ノエビア東京新座販売会社 野火止4-4-7 A-202 048-479-6114 化粧品・医薬部外品の販売

スズキアリーナ新座 野火止4-5-10 048-478-3006 自動車販売、車検、整備、鈑金

ことぶき整骨院 野火止4-5-15 048-482-3266 整骨整体

(有)ニューアマンド本店 野火止4-5-25 048-477-4288 のびのびロール

(株)岩崎商店 野火止4-7-6 048-477-2433 こんにゃく・寒天・ところてん

清洗舎クリーニング 野火止4-8-28 048-478-3013 一般衣類・インテリア品洗濯外注

ペットサロン　ア・ムール　新座店 野火止4-10-3-14 048-482-6025 ペット美容及び犬猫用品の販売

(株)ナチュラルポークリンク 野火止4-13-11 048-487-8794 生鮮食品（肉）

Hair Cut Wiz 野火止5-2-10-１F 048-479-7655 美容全般

CKボウル新座 野火止5-2-10-6F 048-479-7411 ボウリング事業等

エアストリームカフェ 野火止5-2-10-7F 048-479-6559 ライブカフェ事業等

ヴァーサス新座 野火止5-2-10-8F 048-479-7415 フットサル事業等

ビューティーサロンfascimo 野火止5-2-13-3F 048-458-3413 エステ・脱毛

焼肉割烹３３ThirtyThree 野火止5-2-10-3F 048-485-8329 焼肉・生肉・割烹料理

医療法人三桜会　きたざわこどもクリニック 野火止5-2-35-2FA 048-424-8633 小児科

新座きりん歯科クリニック 野火止5-2-58-2F 048-480-2525 医療・口腔衛生用品の販売

セブンイレブン新座野火止5丁目店 野火止5-4-20 048-478-5978 おにぎり・ソフトドリンク

JAあさか野　野火止支店 野火止5-7-22 048-478-5500 食料品・日用品・肥料・農薬

(有)島田屋 野火止5-7-24 048-477-2050 うなぎ

栃木屋酒店 野火止5-7-27 048-477-3668 酒類・駄菓子

グリーンランド歯科医院 野火止5-8-16 048-482-0099 歯科治療

そば処　よしくに 野火止5-9-12 048-478-1857 そば・うどん

焼肉　飛鳥 野火止5-16-9 048-481-0089 焼肉・お酒・ご飯類

カラオケ　CLUB　DAM　新座店 野火止5-16-13 048-483-4576 フライドポテト・ビール

Hair Rise 野火止5-17-14 048-477-2636 理容全般

JAあさか野　新座農産物直売センター 野火止6-1-48-1F 048-483-7200 野菜・食料品・花苗

(有)ひまわり画材 野火止6-2-19 048-480-5747 額縁・画材・絵画

酵素風呂そら 野火止6-2-17 048-424-7327 酵素風呂・バストアップ

加圧スタジオSORA 野火止6-2-17 048-424-7320 加圧トレーニング

金子自動車工業(有) 野火止6-3-15 048-478-3251 自動車修理・点検・車検

宅配クリーニング白栄舎 野火止6-23-7 048-477-5813 衣類・布団・ジュータン等

スーパーマルダイ 野火止6-24-16 048-478-5579 生鮮食品・パン・菓子・飲料他

団子屋おざわ 野火止6-24-20 048-423-4747 団子・おこわ・おにぎり

オダ薬局 野火止6-24-21 048-478-6104 処方せん・医薬品・化粧品

東洋メディカル治療院 野火止7-3-23 048-234-8309 鍼灸整骨　整体

ケーキハウス　C・C 野火止7-4-28 048-477-1515 洋菓子・焼菓子

吉田酒店 野火止7-4-32 048-477-1148 新座ブランド品清酒野火止販売店

いわた整骨院 野火止７-４-３２ 048-423-2652 保険診療、自費診療

牛犇 野火止7-7-1 048-483-2989 焼肉

ファミリーマート新座野火止七丁目店 野火止7-7-5 048-480-3010 食料品・日用品・書籍

クリーニング　ノア　野火止店 野火止7-7-38 070-3876-9832 一般クリーニング

武州里神楽　石山社中 野火止7-11-1 ー 篠笛・神楽の体験

ENEOS Dr.Driveセルフ新座東店 野火止7-18-5 048-482-6266 洗車、点検、交換作業など

中華酒膳　幸龍 野火止7-20-3 048-478-8642 中華

和っ処い 野火止7-20-6 048-480-8441 刺身・焼魚 色々

野
火
止



ENEOS Dr.Driveセルフ新座中央店 野火止8-1-25 048-477-3042 洗車、点検、交換作業など

クリーニングこやなぎ 野火止8-12-30-1F 048-479-8563 クリーニング

(有)スタジオ・アイ 野火止8-13-20 048-479-0399 写真撮影・出張撮影・レンタル衣装

(株)伸光堂　西部販売 野火止8-14-29 048-423-7550 新聞販売業

ASA　野火止 野火止8-14-29 048-423-7550 新聞販売業

大滝施術院 野火止8-16-6 A-103 048-486-9542 整体業

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

Amethyst 畑中1-6-1 048-478-6386 洋服

もつ煮やがさき 畑中1-11-50 048-437-8625 もつ煮込みのテイクアウト販売

美容室クロップ 畑中1-11-51 048-482-0477 カット、カラー、パーマ

PATISSERIE Liante 畑中1-11-51 048-482-6122 洋生菓子、焼菓子

麺や 笑 畑中1-13-8 048-485-9393 おつまみ・ﾗｰﾒﾝ・ｱﾙｺｰﾙ・ﾃｲｸｱｳﾄ

(有)大明電機新座店 畑中1-13-9 048-481-1077 家電製品他・小物商品

セブンイレブン新座畑中１丁目店 畑中1-19-13 048-481-7722 食料品　飲料　生活雑貨

(有)大黒屋酒店 畑中2-1-29 048-477-4830 新座クラフト・野火止・指月喝

やまが整骨院 畑中2-4-35 048-211-0844 ケガ・お身体の痛み・骨盤矯正

そのだ接骨院 畑中2-5-39 048-478-1858 施術・骨盤矯正など

ファミリーマート新座畑中二丁目店 畑中2-7-33 048-480-2300 食品

スクールGo-up 畑中2-8-28 048-475-9262 授業料・教材

エアコン洗浄のエアール 畑中３-３-１-３１１ 090-6142-6542 エアコン分解洗浄

セブンイレブン新座畑中3丁目店 畑中3-5-10 048-479-1771 おにぎり・ソフトドリンク

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

NPO法人にんじん畑　喫茶ココ 新塚1-4-5-1F 048-482-7077 飲みもの・軽食

栄 店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(有)クリーニングトキワ 栄2-4-7 048-477-1035 一般クリーニング

ビストロ・KUROKAWA 栄2-7-34 048-423-9680 牛タン・オムライス

オーガニックmaman 栄3-5-14 048-278-4063 焼菓子

パシフィックベビー 栄4-2-24 048-458-3478 出産祝い、ベビー用品、ベビー服

Drop 栄4-2-24-2F 048-424-3838 ネイル施術・コスメ販売

魚双 栄4-5-1 048-477-2855 鮮魚・干物・練物

サイクルステーションさんぺい 栄4-5-2 0120-19-3196 ブリヂストン社

小料理　いち岡 栄4-5-33-101 048-483-2337 居酒屋

桑山電機 栄4-5-37 048-478-1628 テレビ・エアコン・LED

おおたに整骨院 栄4-5-37 048-477-3399 接骨・はり・きゅう

宮川商店 栄4-5-41 048-477-5086 鶏肉・惣菜など

旬菜みんぢゃ　うお沼亭 栄4-5-41 048-479-8110 料理・酒

昭和薬局 栄4-5-43 048-477-6081 薬・化粧品・雑貨

(有)ナカジマ電器 栄4-5-43 048-478-3993 家庭電気製品の販売

(有)岩崎食品 栄4-6-5 048-479-0270 豆腐　油揚　他

キムチの大泉物産 栄4-6-5-1F 048-481-7748 キムチ、韓国食材

喜多見屋 栄4-6-9 048-479-7839 弁当・惣菜・餅菓子

シナノヤ栄店 栄4-7-1 048-481-2974 学用品（体育着・制服）　婦人服

食料品　にいざ 栄4-7-1 048-478-2709 食料品（米・茶・日用雑貨）

(有)大村庵 栄4-7-2 048-478-4617 天ぷらのお持ち帰りも承ってます

フローラル仲花苑 栄4-7-3 048-479-2867 生花・鉢物

村松商店 栄4-8-28 048-479-2855 菓子・ｼﾞｭｰｽ・ｱｲｽ・牛乳・ﾊﾟﾝ

市成美容室 栄4-8-34 048-478-3351 パーマ・ヘアダイ・カット

バーバー ミナミ 栄4-8-35 048-478-3024 ｶｯﾄ・メンズ・レデイ・顔そりエステ

Living Food Cafe cococara 栄5-1-7 ー ローフード・ロースィーツ

たかみね獣医科 栄5-3-6 048-481-0233 小動物診療

くすりと化粧品の店じゅり 栄5-3-25 048-477-1095 薬・化粧品・日用雑貨等

喫茶Weird 栄5-4-11 ー コーヒー・カレー

ドライヘッドスパ　たま結び 栄5-4-27 080-4745-1114 整体 ドライヘッドスパ 水素吸入

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(有)森山電気商会　新座支店 池田3-3-2 048-477-6288 家電製品販売・電気工事・空調

旭屋酒店 池田4-2-10 048-477-6119 酒・飲料・米・野菜・氷菓・菓子

畑
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店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

治療院スマイルLABO 馬場1-4-9 048-483-4325 治療・保育・高気圧酸素・卓球

なみき食堂 馬場1-4-16 048-479-4444 牛丼・焼魚・フライ・各種定食

カラオケ居酒屋美樹 馬場1-4-16 048-479-4444 お酒、おつまみ等

ハッピーテイル 馬場1-8-11 048-234-6733 ペットフード・ホテル・美容

まどのパン 馬場1-8-11 080-5026-4714 国産小麦と天然酵母食パン

ジンギスカン　ぶんぶん 馬場2-1-47 048-423-0498 ジンギスカン

片山丸越 馬場2-1-49 048-479-5980 焼き鳥・焼き豚

ラ・クチーナ・ディ・プランツォ 馬場2-5-26 080-9777-1019 パスタ中心

ファミリーマート新座馬場二丁目店 馬場2-10 048-480-5115 食品

K’sホームケア 馬場2-11-26-202 048-423-4253 エアコン・ハウスクリーニング

高級食パンBANJIRO 馬場2-12-17 080-9992-3549 高級食パン&こだわりパン

ファミリーマート新座馬場店 馬場3-1-32 048-480-1280 お弁当・食品

キングファミリー新座店 馬場3-1-40 048-483-9555 リユース古着　服飾雑貨

ササペン笹沼塗装店 馬場3-11-8 042-479-1128 塗替え、修繕、雨樋、壁紙

赤星商店 馬場4-4-16 048-478-1261 酒・食品・お菓子

(有)山崎商会 馬場4-6-5 048-478-4465 ガソリン　軽油　洗車　オイル

フィッシングショップ　レインボー 馬場4-7-29 048-479-1982 フライフィッシング用品

餃子製造所　ごち魂 馬場4-8-41-１F 048-424-8828 冷凍餃子

(有)ジェーイー自動車販売 馬場4-10-6 048-479-6021 整備修理・新車・中古車

むさしのベーカリー 馬場4-10-40 048-479-6055 パン・店内軽食・デザート

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

かくの木　菅沢薬局 菅沢1-1-37 048-485-1275 薬局

スワンベーカリー　新座店 菅沢1-3-1 048-480-3367 焼きたてパン

池田屋 菅沢1-3-3 048-479-1518 うどん　蕎麦

菓人 菅沢2-10-10 048-479-2498 洋生菓子・焼菓子・ゼリー

(株)庭屋中村 菅沢2-11-11 048-486-9428 造園業

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

(株)キリン自動車 あたご1-3-43 042-493-2415 自動車修理・整備・板金・販売

カットスタジオ443 あたご3-1-11 048-479-3786 美容一般・着付け・その他

ごはん・うどん亭 あたご3-1-12 048-482-6500 飲食業

肉のノザワ屋 あたご3-1-15 048-477-6481 生鮮食品（肉）

ふじい薬品 あたご3-1-18 048-479-0241 医薬品・化粧品・健康食品等

シマダストアー あたご3-7-10 048-477-5907 スーパー

ヘアーサロン　ドリーム あたご3-7-14 048-477-6809 理容・美容

ファミリージョイ旭が丘 あたご3-7-14 048-477-2262 エアコン・冷蔵庫・洗濯機等

ギフトショップたんぽぽ あたご3-7-15 048-479-1779 婦人服・靴・バッグ・ギフト用品

アサヒ堂薬局 あたご3-7-16 048-478-7151 健康・医療

八百梅青果店 あたご3-7-18 048-477-6293 青果物全般

焼肉　金松 あたご3-7-19 048-481-3429 カルビ　ロース　ホルモン

(有)ナイスデイ あたご3-7-21 048-477-0877 日用雑貨、灯油

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

木の実薬局 本多1-3-9 048-480-0177 薬局

ENEOS Dr.Driveセルフ新座店 本多1-5-5 048-477-3850 洗車、点検、交換作業など

JAあさか野　新座支店 本多1-11-1 048-478-1017 食料品・日用品・肥料・農薬

米山自動車(有) 本多1-16-6 048-483-4901 車両板金塗装・他サービス

ゆとりの郷　にいざ温泉 本多2-1-5 048-479-4126 温泉・レストラン・エステ他

にいざ桜並木整体院 本多2-4-1 048-424-3913 整体・足うら・ヘッドマッサージ

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

静風荘病院 堀ノ内1-9-28 048-477-7300 医療

寿司・割烹堀天 堀ノ内1-11-11 048-478-0184 お食事・配達どちらでも可

社会医療法人社団 堀ノ内病院 堀ノ内2-9-31 0570-00-5168 病院

かくの木薬局 堀ノ内2-9-33 048-482-5235 薬局

かくの木用品館 堀ノ内2-9-33 048-482-7222 介護用品取扱店

福祉工房　さわらび 堀ノ内3-4-11 048-482-5155 焼菓子・自主製品

ひとモノショップ 堀ノ内3-7-31 048-482-0021 介護ベッド雑貨・食品・防災用品

(有)正来軒 堀ノ内3-10-10 048-481-6388 中華麺　生餃子冷凍　生うどん

医療法人社団武蔵野会新座病院 堀ノ内3-14-30 048-481-1611 医療

菅
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店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

スクールGo-up 道場1-6-5 048-487-9056 授業料・教材

ABC薬局 道場1-6-11 048-478-2336 漢方薬・保険調剤

やきとり居酒屋まごころ 道場1-6-13 048-478-2601 焼鳥・刺身・揚物・煮物・焼魚

セブンイレブン新座道場１丁目店 道場1-9-14 048-477-7070 おにぎり・パン・弁当・サンド

YBR(株) 道場1-11-12 090-4333-0611 建具などのキズ・穴補修致します

保護犬応援カフェ Luck Lick 道場2-7-7 048-477-1228 酸素ボックス

セブンイレブン新座道場２丁目店 道場2-8-2 048-477-8517 弁当・アイス・酒・お菓子・パン

(有)浜中電気 道場2-12-4 048-478-9994 電気の１１９番

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

キッチン　メリー 片山1-2-27-1F 048-485-8244 インド・ネパール料理

ぬくい 片山1-9-5 048-478-3309 文具・学校制服

辰巳庵 片山1-9-7 048-479-2882 おそば・うどん・丼物

Dream Share Atelier 片山1-12-17 090-2810-0707 飲食・酒類・レンタルスペース

ファミリーマート新座片山一丁目店 片山1-16-5 048-480-3822 食品・日用品・酒

らーめん魁花 片山1-21-35-1 048-424-2285 中華

giraffe hair works 片山2-11-24 048-486-9993 美容業

カタニデベーカリー 片山2-11-24 048-485-8557 パン、サンドイッチ

滝島薬局 片山2-12-13 048-479-4326 健康・医療

モード・マックス 片山3-9-8 048-477-8522 カット・カラー・パーマ

うなぎ大井川 片山3-13-30 048-479-1582 うな重・蒲焼

サイクルショップ　いちまる 片山3-13-31 048-478-0661 自転車

うどんや 藤 片山3-13-32-102 048-482-5775 手打ちうどん・おむすび

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

稲葉装美 西堀1-4-28 042-474-9507 畳工事一式

セブンイレブン新座西堀2丁目店 西堀2-2-13 042-475-5670 食品・生活用品

渥美屋酒店 西堀2-2-15 042-471-2527 食料品

柿沼電気商会 西堀2-2-16 042-471-2686 家電販売

食事居酒屋CLOVER 西堀2-2-20 080-6599-9600 パスタ・ピザ・焼き鳥

サイクルハウス　すまいる 西堀2-3-17 042-473-3445 自転車・バイク・販売修理

(有)森田園 西堀2-3-20 042-471-6661 お茶・のり・しいたけ

ヨシノ洋品店 西堀2-3-20 042-471-2589 衣料品

カットハウス ティン 西堀2-3-20 042-472-2455 美容室・理容室

ミートショップ伊鈴ヤ 西堀2-3-20 042-475-3634 牛・豚・鶏・ハム

ネルソン靴店 西堀2-3-20 042-471-2716 靴店

鈴木商店 西堀2-3-25 042-471-2683 雑貨・衛生用品

常盤台書店 西堀2-3-25 042-475-1071 書籍・事務用品

ヘアーサロンくるめ 西堀2-5-20 042-471-5677 理容・美容

(有)ニューアマンド　西堀販売所 西堀2-10-14 042-493-4598 のびのびロール

細田工務店 西堀2-11-14 042-494-1213 棚板一枚から家の改築改造

セブンイレブン新座西堀3丁目店 西堀3-3-14 042-494-1501 食品・雑貨・酒等

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

フラワー＆ガーデンnoBU（ノブ） 新堀1-6-2 042-471-3305 生花・鉢物・造花ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝ教室

かくの木薬局　新堀店 新堀1-13-6 042-496-1066 薬局

ヘアサロンジンボ 新堀2-15-12 042-494-2311 理美容施術全般

ミントフルール 新堀2-37-12 080-1046-5285 ネイルリラクゼーション

セブンイレブン新座新堀３丁目店 新堀3-10-34 042-496-7708 米飯類・麺類・飲料・酒類

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

ナツメ薬局 石神1-4-9 048-480-4111 調剤薬局

(有)明友商事 石神1-6-26 042-472-2544 乳製品・ぬか床

クリーニングショップあっぷる 石神1-7-18 042-476-1249 クリーニング

滝島薬局　石神店 石神2-4-8 048-482-0779 健康・医療

フィットネススタジオ　エンビュー 石神2-4-8-2F 048-423-9461 ﾀﾞｲｴｯﾄ・ﾌｨｯﾄﾈｽ・ｴｸｻｻｲｽﾞ

シザーズプライム 石神2-10-37 048-477-8334 理美容トリミング鋏の販売・研ぎ

Libra(りぶら)接骨院 石神3-1-6 042-479-4809 整体、リハビリ、トレーニング

(有)新井商事　新井家電 石神3-1-20 042-475-3520 電気製品販売・修理・電気工事

クリーニング　まるしん 石神3-7-5 042-473-7120 クリーニング全般

釜めし　くさま 石神3-7-5 042-471-6552 釜めし・刺身・天ぷら・うなぎ

山田はりきゅう治療院 石神3-9-14 042-477-2274 鍼灸治療

(株)メンズアメリカン 石神3-17-19 042-474-9797 小・中学校の学生用品

大阪ホルモン朱鷺 石神3-17-19-1F 042-471-5166 お弁当

やまたや 石神4-4-23 042-474-0120 文具・事務用品

(有)クリーニング・キング　石神店 石神4-7-16 042-472-0462 一般衣類

カラオケ　スナック　ジロ.ー 石神4-11-6 042-476-1184 飲食・カラオケ
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店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

10pigeons 野寺 080-8009-2979 婚活サポート・結婚相談所

ビューティジョイ 野寺1-5-9 042-475-0370 カット・パーマ・ヘアカラー

タイヤガーデン　リトモ 野寺1-5-12 042-474-1217 タイヤ　カー用品　自転車

八石針灸整骨院 野寺1-5-17 042-471-7224 はりきゅう整骨

野澤精肉店 野寺1-6-15 042-471-4587 精肉・揚物・惣菜

三恵 野寺1-6-15 042-473-9263 カステラ・まんじゅう・団子

酒呑処　みはる 野寺1-7-13 042-472-3286 飲食業

(有)野崎硝子 野寺1-10-1 0120-513-483 ガラス建具・リフォーム工事

たこ焼き八ちゃん 野寺1-12-1 ー たこ焼き・かき氷

シンポウテニスリゾート 野寺2-1-35 048-479-5081 テニススクール

和食レストラン浜忠 野寺2-1-39 048-477-4930 天ぷら・うなぎ・ステーキ・刺身

清和堂薬局 野寺2-7-21 048-478-2790 薬

パナピットうめつ 野寺3-2-13 048-479-5951 家電販売・電気工事・修理

ケアタクシーすまいる 野寺4-4-43 080-5193-2513 福祉タクシー

(有)吉栄工務店 野寺4-7-2 048-477-8382 リフォーム・修繕　増・改築

ブランチミュージック 野寺4-9-29 Ⅰ-201 042-420-6020 ボイス、ボーカルトレーニング

お片付けのくらっぷ 野寺５ 080-6697-5822 お片付けレッスン・書類整理

(有)松本工務店 野寺5-5-34 042-422-9102 家のリフォーム・小さな修理

店名 住所 電話番号 取扱商品・サービス等

セブンイレブン新座栗原一丁目店 栗原1-6-25 042-476-6771 お弁当・パン・ファーストフード

弁当のさまた 栗原2-1-9 042-475-1577 弁当、惣菜

パブラウンジ　ロサ 栗原2-1-36-1F 042-472-1719 お酒

aoiro 栗原3-3-24 042-439-9441 カットカラー・シャンプー

馬場電気工業(株) 栗原3-7-29 042-422-0254 電気設備工事

浜中薬専栗原店 栗原3-8-36 042-423-1647 薬・資生堂化粧品・日用雑貨

インドカレー＆無国籍ダイニングバー　SANAN 栗原3-10-14-1F 042-438-5359 インドカレー＆ナン

手打ち蕎麦　山城屋 栗原4-10-18 042-421-4536 海老入天せいろ、鴨汁せいろ

HAIR LAPIS 栗原5-2-20-101 042-456-7772 カット・パーマ・カラー

Café　Siesta＆Reflexology 栗原5-3-4 042-424-1732 コーヒー・チャイ・ハーブティ

クリーンジョイサポート 栗原5-4-6-204 042-427-0999 ハウス・エアコンクリーニング

ひばり薬局 栗原5-6-25 042-421-3774 調剤薬局

Make up LaLa 栗原5-5-12-202 090-4054-1390 まつげパーマ・メイク教室

化粧品の店　マーガレット。 栗原5-6-26 042-422-2777 化粧品

季粋 栗原5-7-1 042-438-1955 日本料理※店内営業12/23まで

ミニストップ新座栗原店 栗原5-8-8 042-424-2626 食料品

(有)長田燃料店 栗原5-10-10 042-421-8338 ＬＰガス・灯油販売・ガス機器

リサイクルブティック　こんね 栗原5-10-14 090-1046-1392 婦人服雑貨

SoloBread 栗原5-10-14-101 042-439-6493 パン

ホルモン炭火焼　山形屋　ひばりヶ丘店 栗原5-11-30 042-421-8922 ホルモン・牛ハラミ・カルビ

Panasonic　リフォームClubリファインひばりが丘 栗原5-13-13 042-421-0301 快適な住まいリフォームの提案

こはるびよりふぉとスタジオ 栗原5-13-30-1F 080-5028-8485 フォトスタジオ

ヘアーサロン　ラーク 栗原5-17-22 042-423-4903 理容・美容

にいはら整骨院　にいはら鍼灸・あん摩マッサージ指圧院 栗原5-17-23 042-422-7023 柔道整復・鍼灸あん摩マッサージ

(有)クリーニング・キング　 栗原6-1-41 042-422-1602 一般衣類

(有)常岡自動車 栗原6-3-6 042-421-2053 自動車整備

ユキ美容室 栗原6-7-10 042-421-3909 パーマ・カット・ヘアカラー他

ヘアーサロンLOVE 栗原6-10-21 042-421-4786 ストレートパーマ・女性顔そり
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