
魚惣 毛呂本郷197-3 294-0023 荒井電機商会 前久保南1-31-10 295-1092

鮮魚しまだや 前久保南3-37-8 294-0202 家具プラザ　ヨコザワ 若山1-6-28 295-3030

㈲稲垣精肉店 毛呂本郷35-8 294-1878 小林ふとん店 岩井西2-15-16 294-3686

Smoke Factory Tansy 長瀬828-4 250-9569 高橋電気㈱ 毛呂本郷3 294-1109

㈲延明電気 前久保南3-22-12 294-7392

麻原酒造㈱ 毛呂本郷94 294-0005

井筒屋支店 苦林384-8 294-0413

小室商店 川角2103-5 294-1658

米屋商店 市場1-3 294-5070

高田屋酒店・居酒屋たかだ 中央3-36-1 294-5892 栗原商店 毛呂本郷25-1 294-0212

ふかみ茶園 中央4-22-1 295-7022 スズキ・フォト本店 前久保南4-14-2 294-1589

古澤園 毛呂本郷208-1 294-0126 堀江印舗 岩井西2-17-10 294-1131

丸政園 若山1-8-1 294-0386 町のＴシャツ屋さん 岩井西2-24-5 294-0222

武藤米穀店 毛呂本郷304-4 294-0257 メガネ・トケイの串田 毛呂本郷3 294-0119

山﨑屋酒店 市場17-3 294-1163 ㈱Ａ＆Ｃ 若山2-21-4 292-1697

山家 毛呂本郷1276 294-3914 ㈱佐野木材建設 岩井西2-11-6 294-2430

吉見屋商店 岩井西2-18-5 294-1945 ㈱シャディ宣広社　毛呂山店 岩井西4-8-8 295-2236

㈲近江屋支店 毛呂本郷155-1 294-0034 ㈱ヤマニ 岩井西2-11-4 294-2007

㈲大久保ストアー 毛呂本郷9-4 294-3319 ㈱リードビジネス 中央4-6-22 295-4321

㈲岡部米店 毛呂本郷227 294-0018 西澤克己税理士事務所 長瀬2204-2 276-2211

㈲日野屋酒店 毛呂本郷4-4 294-0007 ㈲今井石油 岩井西5-5-9 294-2130

㈲皆川商店 市場255 294-0851 ㈲小林誠文堂 毛呂本郷1073 294-0039

㈲巣山 毛呂本郷212 294-0079

㈲初野石油店 毛呂本郷977 294-0117

㈲初野屋 毛呂本郷681 294-0107

伊勢屋 毛呂本郷10-4 295-0349 ㈲ブックランド・エル 岩井西1-15-6 295-6957

河本屋 川角1218-2 294-4311 ㈲本間デンタル 前久保南3-8-23 294-1673

紫藤商店 毛呂本郷1257 295-4123 ㈲都典礼 岩井西5-5-20 295-8770

不二家　武州長瀬店 若山1-1-12 294-2111 松本ハウジング 南台5-33-34 294-3861

㈲小山菓子店 毛呂本郷25 294-0025 ドラッグストアセキ武州長瀬店 若山1-6-13 276-2300

パティスリー ルココ 岩井西4-7-1 236-3653 ㈲斉藤鋸店 長瀬647 294-2146

サン・シーロ 下川原220-1 290-7773 長瀬代行 中央4-22-1 295-7002

（株）波田坊 葛貫695-2 277-3100 司工務店 中央4-1-20 294-1500

ゆずりや 長瀬720-30 211-5487

市川商店 毛呂本郷969 294-0071 COFFEE & WINE　みつばち 前久保南3-36-6 295-2569

㈱ゆずの木薬局 中央2-2-8 295-1711 吾季 毛呂本郷1291 294-1753

味の津々美 毛呂本郷57-1 295-5782

御食事処　多久膳 長瀬468-7 294-6399

かつ芳 毛呂本郷1290 295-7191

岡野屋 川角131 294-0146 韓国家庭料理オムニ 中央4-11-21 295-7488

カジュアルショップ旭屋 中央4-1-20 295-2439 四季彩家　なり駒 岩井西2-16-21 294-5176

がりゅう堂 岩井西1-18-14 294-4416 大黒寿司割烹 南台5-24-11 294-7156

小峰洋品店 毛呂本郷4-1 294-0076 千種 毛呂本郷1261 294-0008

㈱モリタ洋品店 毛呂本郷40-1 294-8500 まるや 岩井西1-15-7 294-0255

㈲入曽 毛呂本郷20-4 294-0120 毛呂山食堂 毛呂本郷1557 294-0259

もろやま田中屋 岩井西5-5-18 295-3335

ラ・キャセロール 岩井西2-7-11 294-0409

らーめん　マルタツ 岩井西3-11-5 298-7710

森田サイクル 毛呂本郷33-1 294-0175 ゐなか 長瀬1758-1 294-7332

新井モータース 岩井東2-6-10 294-1132 ㈲常盤 毛呂本郷1280 294-2133

㈲柚子の郷製麺　おたか 滝ノ入624-1 294-7511

居酒屋たかだ 中央3-36-1 294-5892

㈲ジリオ 中央4-22-1 295-7022

厨房やまちゃん 毛呂本郷52-4 294-5348

Cut Shop なかやま 下川原461-165 294-2068 ピュアーラウンジ夢一輪 中央4-18-34 294-7182

コヤマ・ヘアーサロン 毛呂本郷1587 294-0338 ピザハウスフォレスタ 川角2095-1 295-4561

理容さいとう 岩井東2-26-25 294-0323 君の家 毛呂本郷669-4 294-3933

㈲喜多福 長瀬760-1 294-8195

【 薬 ・化粧品 】

【 自転車 ・バイク ・自動車 】

【 飲 食 店 】

【 衣類 ・洋品 】

【 理  容 ・ 美　容 】 

毛呂山町共通商品券加盟店一覧（業種別）

【 生 鮮 品 】

【 酒類 ・食料品 ・米穀 ・お茶 】

【 家具 ・家電 ・寝具 】

令和４年２月22日現在

【 その他小売 ・サービス・その他の業種 】

【 パン ・和洋菓子 】



米屋商店 市場1-3 294-5070 不二家　武州長瀬店 若山1-1-12 294-2111

山﨑屋酒店 市場17-3 294-1163 丸政園 若山1-8-1 294-0386

㈲皆川商店 市場255 294-0851 ㈱Ａ＆Ｃ 若山2-21-4 292-1697

ドラッグストアセキ武州長瀬店 若山1-6-13 276-2300

家具プラザ　ヨコザワ 若山1-6-28 295-3030

新井モータース 岩井東2-6-10 294-1132

理容さいとう 岩井東2-26-25 294-0323

荒井電機商会 前久保南1-31-10 295-1092

㈲本間デンタル 前久保南3-8-23 294-1673

㈲延明電気 前久保南3-22-12 294-7392

㈲ブックランド・エル 岩井西1-15-6 295-6957 COFFEE & WINE　みつばち 前久保南3-36-6 295-2569

まるや 岩井西1-15-7 294-0255 鮮魚しまだや 前久保南3-37-8 294-0202

がりゅう堂 岩井西1-18-14 294-4416 スズキ・フォト本店 前久保南4-14-2 294-1589

ラ・キャセロール 岩井西2-7-11 294-0409

㈱ヤマニ 岩井西2-11-4 294-2007

㈱佐野木材建設 岩井西2-11-6 294-2430

小林ふとん店 岩井西2-15-16 294-3686

四季彩家　なり駒 岩井西2-16-21 294-5176

堀江印舗 岩井西2-17-10 294-1131

吉見屋商店 岩井西2-18-5 294-1945 大黒寿司割烹 南台5-24-11 294-7156

町のＴシャツ屋さん 岩井西2-24-5 294-0222 松本ハウジング 南台5-33-34 294-3861

らーめん　マルタツ 岩井西3-11-5 298-7710

㈱シャディ宣広社　毛呂山店 岩井西4-8-8 295-2236

㈲今井石油 岩井西5-5-9 294-2130

もろやま田中屋 岩井西5-5-18 295-3335 高橋電気㈱ 毛呂本郷3 294-1109

㈲都典礼 岩井西5-5-20 295-8770 メガネ・トケイの串田 毛呂本郷3 294-0119

パティスリー ルココ 岩井西４－７－１ 236-3653 小峰洋品店 毛呂本郷4-1 294-0076

㈲日野屋酒店 毛呂本郷4-4 294-0007

㈲大久保ストアー 毛呂本郷9-4 294-3319

岡野屋 川角131 294-0146 伊勢屋 毛呂本郷10-4 295-0349

河本屋 川角1218-2 294-4311 ㈲入曽 毛呂本郷20-4 294-0120

小室商店 川角2103-5 294-1658 ㈲小山菓子店 毛呂本郷25 294-0025

ピザハウスフォレスタ 川角2095-1 295-4561 栗原商店 毛呂本郷25-1 294-0212

森田サイクル 毛呂本郷33-1 294-0175

井筒屋支店 苦林384-8 294-0413 ㈲稲垣精肉店 毛呂本郷35-8 294-1878

㈱モリタ洋品店 毛呂本郷40-1 294-8500

味の津々美 毛呂本郷57-1 295-5782

麻原酒造㈱ 毛呂本郷94 294-0005

㈲近江屋支店 毛呂本郷155-1 294-0034

魚惣 毛呂本郷197-3 294-0023

Cut Shop なかやま 下川原461-165 294-2068 古澤園 毛呂本郷208-1 294-0126

サン・シーロ 下川原220-1 290-7773 ㈲巣山 毛呂本郷212 294-0079

㈲岡部米店 毛呂本郷227 294-0018

武藤米穀店 毛呂本郷304-4 294-0257

㈲柚子の郷製麺　おたか 滝ノ入624-1 294-7511 ㈲初野屋 毛呂本郷681 294-0107

市川商店 毛呂本郷969 294-0071

㈱ゆずの木薬局 中央2-2-8 295-1711 ㈲初野石油店 毛呂本郷977 294-0117

高田屋酒店・居酒屋たかだ 中央3-36-1 294-5892 ㈲小林誠文堂 毛呂本郷1073 294-0039

カジュアルショップ旭屋 中央4-1-20 295-2439 紫藤商店 毛呂本郷1257 295-4123

㈱リードビジネス 中央4-6-22 295-4321 千種 毛呂本郷1261 294-0008

韓国家庭料理オムニ 中央4-11-21 295-7488 山家 毛呂本郷1276 294-3914

ふかみ茶園 中央4-22-1 295-7022 ㈲常盤 毛呂本郷1280 294-2133

㈲ジリオ 中央4-22-1 295-7022 かつ芳 毛呂本郷1290 295-7191

長瀬代行 中央4-22-1 295-7002 吾季 毛呂本郷1291 294-1753

司工務店 中央4-1-20 294-1500 毛呂山食堂 毛呂本郷1557 294-0259

ピュアーラウンジ夢一輪 中央4-18-34 294-7182 コヤマ・ヘアーサロン 毛呂本郷1587 294-0338

厨房やまちゃん 毛呂本郷52-4 294-5348

御食事処　多久膳 長瀬468-7 294-6399 君の家 毛呂本郷669-4 294-3933

ゐなか 長瀬1758-1 294-7332

西澤克己税理士事務所 長瀬2204-2 276-2211

㈲斉藤鋸店 長瀬647 294-2146 （株）波田坊 葛貫695-2 277-3100

Smoke Factory Tansy 長瀬828-4 250-9569

ゆずりや 長瀬720-30 211-5487

㈲喜多福 長瀬760-1 294-8195

【長瀬】

【岩井東】

【岩井西】

【苦林】

【滝ノ入】

令和４年２月22日現在

【南台】

【毛呂本郷】

【川角】

【中央】

【小田谷】

【下川原】

【市場】 【若山】

毛呂山町共通商品券加盟店一覧（地区別）

【前久保南】

【葛貫】


