
取扱店舗一覧（11月7日現在）

※大型店は共通クーポンのみ利用可能です

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

ドン・キホーテ蕨店 錦町1-11-11 048-430-5911 百円ショップ・ディスカウントショップ

スーパービバホーム　蕨錦町店 錦町1-12-1 048-434-3411 ホームセンター

株式会社ヤオコー　蕨錦町店 錦町1-12-1 048-430-4811 スーパー

ファッションセンターしまむら　錦町店 錦町4-3-10 048-430-1181 衣料・身の回り品取扱店

株式会社マルエツ　蕨北町店 北町5-4-32 048-443-1511 スーパー

トイザらスベビーザらス　蕨店 北町5-4-32 048-446-3617 おもちゃ・ベビー用品

株式会社西友　蕨店 中央3-17-18 048-432-5661 スーパー

株式会社マルエツ　蕨店 中央3-20-13 048-432-3528 スーパー

株式会社ヤオコー　蕨南町店 南町1-5-15 048-434-6111 スーパー

(株)東武ストア　蕨店 塚越1-2-1 048-442-6185 スーパー

ライフ　蕨駅前店 塚越1-7-9 048-446-1570 スーパー

マックスバリュ蕨店 塚越5-6-35 048-447-8410 スーパー

有限会社染太郎 錦町1-3-1 048-441-9271 その他業種

デイジイ蕨店 錦町1-4-12 048-434-6366 飲食料品店

とくさ治療院 錦町1-6-5 ｻﾝﾋﾟｱ中野1A 048-229-6851 コスメ・美容・健康

西松屋チェーン　ビバモール蕨錦町店 錦町1-12-1 080-4428-6037 おもちゃ・ベビー用品 11/7NEW

くまざわ書店　ビバモール蕨錦町店 錦町1-12-1 ﾋﾞﾊﾞﾓ-ﾙ蕨錦町2F 048-447-8051 書籍・文房具小売店

タカハシ　ビバモール蕨錦町店 錦町1-12-1 ﾋﾞﾊﾞﾓ-ﾙ蕨錦町2F 050-3665-8403 衣料・身の回り品取扱店

東京スターメガネビバモール蕨店 錦町1-12-1 ﾋﾞﾊﾞﾓ-ﾙ蕨錦町2F 048-299-8840 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

ニトリデコホーム　ビバモール蕨錦町店 錦町1-12-1 ﾋﾞﾊﾞﾓ-ﾙ蕨錦町2F 0120-014-210 その他小売業 11/7NEW

サーティワンアイスクリーム　ビバモール蕨錦町店 錦町1-12-1 ｽ-ﾊﾟ-ﾋﾞﾊﾞﾎ-ﾑ蕨錦町2F 048-242-5131 飲食店

ピアノスタイル株式会社 錦町1-13-20-A2 048-434-6770 その他サービス業

ピアノディスクジャパン株式会社 錦町1-13-20-A3 048-434-6767 その他サービス業

ＪMG株式会社ピアノテクニカルサービス 錦町1-13-20-B 048-434-5980 その他サービス業

フェイシャルエステサロンCASITA 錦町1-13-24 050-5273-2619 理容・美容店 11/7NEW

養老乃瀧　蕨錦町店 錦町1-13-27 048-445-0360 飲食店

ドラッグストアセキ　蕨錦町店（セキ薬局蕨錦町店） 錦町1-14-27 048-430-2000 ドラッグストア

鈴なり 錦町1-15-24 048-445-0300 飲食料品店

株式会社東京すずらん 錦町2-3-1 048-444-3115 その他小売業

DMG styLe 錦町2-7-26 ｵﾊﾅ蕨錦町503 080-1331-7597 カルチャー・ホビー

中華料理　味楽 錦町2-7-29 048-445-1889 飲食店

セブンイレブン　蕨錦町２丁目店 錦町2-20-5 048-443-8277 コンビニエンスストア

パウゼ 錦町3-3-9 048-443-6975 衣料・身の回り品取扱店

蕨市多機能型事業所スマイラ松原　１F売店 錦町3-3-27 048-444-6647 その他小売業

有限会社魚亀 錦町3-7-32 048-443-6830 飲食料品店

バイク＆サイクルナラオカショップ 錦町3-11-22 048-444-0535 車・バイク・自転車

観方堂はり灸療院 錦町4-6-3 048-441-3188 コスメ・美容・健康

まつざか動物病院 錦町4-7-1 ﾛｲﾔﾙｼﾃｨ1F 048-452-8000 その他サービス業 11/7NEW

ファッションこんつね 錦町5-3-10 048-443-3885 衣料・身の回り品取扱店

有限会社大黒屋酒店 錦町5-4-26 048-443-2898 飲食料品店

有限会社　魚久 錦町5-4-28 048-443-2809 飲食店

リトルアイランド　ミニランドセル工房 錦町5-6-24 048-234-5653 その他サービス業

順天堂はり・きゅう・マッサージ治療院 錦町5-7-15 048-431-7432 その他業種

理容クラウン 錦町5-14-9 048-443-0915 理容・美容店

ドラッグストアセキ　蕨西店 錦町6-2-48 048-287-3653 ドラッグストア

美容室セシル 錦町6-3-51 048-431-0202 理容・美容店

セブンイレブン　蕨北町１丁目店 北町1-1-1 048-446-3670 コンビニエンスストア

カットの館　JUN 北町1-4-10 048-431-2762 理容・美容店

BAR RAIZ 北町1-4-19 ﾋﾞﾚｯﾀGA105 048-442-4108 飲食店

プナヘレハワイ 北町1-4-20 048-430-2758 その他小売業

プーフィータバサ 北町1-4-20 048-430-2758 その他サービス業

リリフルボーカル教室 北町1-5-1 048-494-6708 カルチャー・ホビー

EEDEE　International（カ） 北町1-5-9 1F 048-446-5388 飲食店

大和屋製菓株式会社 北町1-6-7 048-432-3697 その他小売業

亀の湯 北町1-8 048-444-1454 その他サービス業

やぶ砂 北町1-8-1 048-431-3190 飲食店

寿し政 北町1-8-8 髙松荘1F 048-432-5479 飲食店

ルポゼ 北町1-11-4 048-432-3164 コスメ・美容・健康 11/7NEW

小料理めぐみ 北町1-13-12 048-444-9099 飲食店

スナック　スカーレット 北町1-13-12 048-431-3451 飲食店

ローソン蕨一本杉通店 北町1-20-2 048-299-6057 コンビニエンスストア

玉福自転車 北町1-24-12 048-447-1700 車・バイク・自転車

コタカよろずや文具店 北町1-24-16 048-432-5062 書籍・文房具小売店

蕨ギターサロン 北町1-25-12-205 048-299-8371 カルチャー・ホビー

富士薬局　蕨店 北町1-25-12 蕨ﾕ-ｱｲﾊｲﾂ114 048-420-2190 その他小売業

蕨市民体育館 北町1-27-15 蕨市民体育館 048-432-2611 その他サービス業（わらびりんごサイダー等）

フラワーショップ　ヨシカワ 北町2-4-10 048-431-2136 その他小売業

シフォンケーキkinu. 北町2-5-2 ﾊｲｾﾚﾝﾄ101 048-420-5133 その他小売業

彩り鍼灸院・整骨院 北町2-5-2 ﾊｲｾﾚﾝﾄ2-102 048-299-9788 その他業種

伊厨房トゥルー 北町2-5-2 ﾊｲｾﾚﾝﾄⅡ103 048-431-1711 飲食店

中華そば　いとう 北町2-8-5 048-229-3301 飲食店

四国屋 北町2-8-6 048-432-4598 飲食店

株式会社近江屋 北町2-9-29 048-431-2336 その他小売業

酒と味噌　新川屋 北町2-10-7 048-431-2019 飲食料品店

萬寿屋 北町2-10-9 048-431-2438 飲食料品店

ひつじ治療院 北町2-10-11 STﾌﾛﾝﾄ1F 048-299-7177 コスメ・美容・健康

手打ちそば  つくば 北町2-12-9 048-431-3770 飲食店

株式会社髙松自動車 北町3-1-28 048-443-3056 車・バイク・自転車

池上鍼灸治療院 北町3-3-16 048-443-3023 その他業種

有限会社　西山神仏具店 北町3-4-23 048-443-5778 その他小売業
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取扱店舗一覧（11月7日現在）

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

株式会社ブラスト工房 北町3-6-2 048-475-4839 その他小売業

佐野らーめん湧 北町3-6-13 048-291-9411 飲食店

サンドラッグ　蕨北町店 北町3-8-24 048-287-3915 ドラッグストア

株式会社ナオイ 北町3-8-28 048-443-6367 その他小売業

YOUSORUシェービングサロン 北町3-9-12 080-7700-5786 理容・美容店

中華レストラン清華園 北町4-2-12 048-443-5888 飲食店

フラワーサロンリリー 北町4-3-13 048-445-5646 その他小売業

(有)エルマンホーム 北町4-4-17 048-444-8471 リフォーム業

ウエルシア蕨北町店 北町4-4-25 048-430-1500 ドラッグストア

cafe  COTA 北町4-5-16 048-211-0945 飲食店

そば処山茂登 北町4-6-15 048-442-2494 飲食店

居酒屋千代 北町4-6-21 五月ﾋﾞﾙ101 090-5815-4313 飲食店

ののはな美容室 北町4-6-11 1F 048-445-8083 理容・美容店

蕨西口療術センター 北町4-10-22 048-432-6773 その他サービス業

でんきち　蕨店 北町5-1-11 048-434-8500 家電販売店

池上美容室 北町5-4-6 048-443-5389 理容・美容店

長生館接骨院 北町5-7-3 048-441-4465 コスメ・美容・健康

(株)クリエイトエス・ディー蕨北町店 北町5-11-7 048-420-2332 ドラッグストア

五つのパンと二匹の魚 北町5-12-35-115 ｽﾄ-ｸﾏﾝｼｮﾝ南浦和 048-445-1288 飲食店

須賀家 中央1-2-1 048-431-2353 飲食店

モスバーガー蕨西口店 中央1-2-6 048-430-3300 飲食店

メキシコ料理ロスボラチョス 中央1-2-9 B1 048-432-4135 飲食店

麺屋こころ　蕨店 中央1-3-1 ぬくいﾋﾞﾙ1F 048-234-1165 飲食店

Bar Lat.0 中央1-3-2 ぬくいﾋﾞﾙ2F 048-299-5290 飲食店

客上品　中華料理 中央1-3-2 池上ﾋﾞﾙ2F 048-431-2815 飲食店

新しん　蕨店 中央1-3-2 048-278-5424 飲食店

スナックdeux 中央1-3-3 ﾜﾗﾋﾞｽﾄｱ-ﾋﾞﾙ1F 048-432-6100 飲食店

大衆酒場　陽ハマタノボル 中央1-3-4 蕨名店街ﾋﾞﾙ103 048-242-3445 飲食店

立ち呑みもりすけ 中央1-3-4 蕨名店街ﾋﾞﾙ 048-431-7705 飲食店

居酒屋わがまま亭 中央1-3-4 048-431-4224 飲食店

スナック草笛 中央1-3-4 048-431-6984 飲食店

十万石 中央1-3-9 048-431-6088 飲食店

有限会社内山書店 中央1-3-9 048-432-3070 書籍・文房具小売店

カフェ　スギタ 中央1-3-13 048-431-2731 飲食店

ブティックスギタ　西口店 中央1-3-13 048-431-2139 衣料・身の回り品取扱店

ヘアメイクアンジェリーク 中央1-4-7 土屋ﾋﾞﾙ1F 048-443-0000 理容・美容店

ヘアメイクジェルム 中央1-4-7 土屋ﾋﾞﾙ2F 048-437-7085 理容・美容店

フェイスアンドボディーメイクメグリー 中央1-4-7 土屋ﾋﾞﾙ303 048-234-2955 理容・美容店

完全予約制まつ毛サロンLily 中央1-4-8 共栄ﾋﾞﾙ301 070-3961-5372 その他サービス業

ニコニコレンタカー　蕨駅前店 中央1-8-1 048-447-7170 その他サービス業

蕨市観光協会 中央1-8-5 048-434-5601 その他サービス業（蕨書き順Tシャツ・手ぬぐい）

ニュータンタンメン蕨店 中央1-8-6 ﾈｽﾄﾋﾞﾙ1F 048-229-6389 飲食店

music bar mickey 中央1-9-1 野口ﾋﾞﾙ1F 048-446-6456 飲食店

熟成和牛焼肉　丸喜　蕨店 中央1-9-3-203 048-229-4429 飲食店

ワンチーフ 中央1-9-9 048-431-3402 飲食店

YOU悠サロン 中央1-9-11 小池ﾋﾞﾙ2F 090-1810-5666 その他業種

冨永園芸 中央1-10-4 048-432-3215 その他小売業

Bistro　Murier 中央1-10-6 ﾜｺ-蕨ﾏﾝｼｮﾝ1F 048-434-8444 飲食店

えのもと整骨院 中央1-10-6 ﾜｺ-蕨ﾏﾝｼｮﾝ1F 048-280-6722 その他業種

有限会社長崎紅屋 中央1-11-5 048-432-2227 衣料・身の回り品取扱店

カレーハウスcoco壱番屋蕨中央店 中央1-11-12 048-447-7177 飲食店 11/7NEW

クリーニングショップさくら 中央1-11-14 ｻﾆ-ｺ-ﾄ蕨1F 048-433-8467 クリーニング

フィールドエス石田 中央1-11-15 ｸﾞﾗﾝﾘｭｴﾙ蕨101 048-431-3355 飲食店

Hair＆Cafe Flower 中央1-11-15 ｸﾞﾗﾝﾘｭｴﾙ蕨102 048-431-3132 理容・美容店

華成商事 中央1-11-15 ｸﾞﾗﾝﾘｭｴﾙ蕨304 050-3700-8886 リフォーム業

amber moon 中央1-12-2 048-299-6303 飲食店

お多福 中央1-12-2 048-234-7662 飲食店

蕨西口ホルモン雑 中央1-12-6 ﾙ-ｽﾄ蕨1F 048-434-6370 飲食店

心味ろばた　膳 中央1-12-10 ﾊﾟﾗﾝﾃ1F 048-441-0010 飲食店

ワイン＆テディベア　葡萄とくま 中央1-14-11 048-431-2718 飲食料品店

スポーツクラブ　ルネサンス蕨24 中央1-19-11 048-431-0110 その他サービス業

コレもう食べた？蕨 中央1-23-1 JR蕨駅構内 048-430-0221 その他小売業 11/7NEW

コージーコーナー蕨駅西口 中央1-23-1 JR蕨駅構内 048-446-0999 その他小売業 11/7NEW

ニューデイズキオスク蕨駅西口 中央1-23-1 蕨駅1F改札外西口階段下 048-434-5087 コンビニエンスストア 11/7NEW

ニューデイズミニ蕨６号 中央1-23-1 蕨駅2F東口階段下 048-447-7130 コンビニエンスストア 11/7NEW

ニューデイズキオスク蕨駅改札外 中央1-23-1 蕨駅2F改札外ｺﾝｺ-ｽ 048-430-1202 コンビニエンスストア 11/7NEW

蕨市立文化ホールくるる 中央1-23-8 048-446-8311 その他業種（コンサートチケット等。一部対象外有）

株式会社　須賀商店 中央1-24-2 048-432-3466 その他小売業

柏屋サンフラワー 中央1-24-2 048-444-8784 その他小売業

有限会社　須賀タクシー 中央1-24-2 048-432-3466 その他サービス業

ミヤコレコード 中央1-24-3 048-432-5705 カルチャー・ホビー

しゃらく　蕨店 中央1-24-9-1-1W 048-445-7375 飲食店

キャラヴァンビオ　蕨店 中央1-25-1 ﾏｷﾔﾋﾞﾙ2F 048-432-7330 理容・美容店

HB.LABO　(旧名・TotalConditioningIASIS） 中央1-25-1 ﾏｷﾔﾋﾞﾙ3F 048-280-6288 コスメ・美容・健康

十勝甘納豆本舗　蕨西口店 中央1-25-1 048-444-2650 飲食料品店

八丈丸 中央1-25-1 048-447-7888 飲食店

CYBER@CAFE 蕨店 中央1-25-3 並木ﾋﾞﾙ2F 048-433-6998 その他サービス業

居酒屋のんべぇ 中央1-25-5 斉藤ﾋﾞﾙ1F 048-441-0012 飲食店

美容室Noir 中央1-25-6 RECわらび1F 048-431-6141 理容・美容店

笹山長麿総合画材 中央1-26-2 048-432-3122 カルチャー・ホビー 11/7NEW

ひとひろ 中央1-26-4 ﾒｿﾞﾈｯﾄ蕨1F 048-433-4220 飲食店
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取扱店舗一覧（11月7日現在）

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

整体院キュアルーム 中央1-26-9 大野ﾋﾞﾙ1F 048-432-0161 コスメ・美容・健康

西洋厨房　寿々 中央1-26-11 048-432-7338 飲食店

伊太利亜酒家　La Basil 中央1-27-8 048-432-2325 飲食店

くいっく4 中央1-28-4 ヴｨﾝﾃ-ｼﾞ蕨 048-229-2668 飲食店

パブスナックSK 中央1-28-4 ヴｨﾝﾃ-ｼﾞ蕨B 048-431-3426 飲食店

N'S CAFE 中央1-28-4 ヴｨﾝﾃ-ｼﾞ蕨103 048-234-4782 飲食店

FIGO　蕨西口 中央1-29-1 048-499-2427 理容・美容店

牛角蕨店 中央1-29-1 丸三ﾋﾞﾙ2F 048-434-9229 飲食店

ビストロ酒場　URAROJI 中央1-29-4 FRONT2nd 1F2F 048-452-4004 飲食店

イタリア食堂Pesca･La 中央1-29-5 第2ﾏｷﾔﾋﾞﾙ2F 048-433-2424 飲食店

養老乃瀧 蕨西口店 中央1-29-8 070-8434-2171 飲食店

JAPANESE DINING 「一」はじめ 中央1-29-11 北三ﾋﾞﾙ1F 048-229-5594 飲食店

カメラのイガ　(有)伊賀商店 中央1-30-3 048-431-3691 その他小売業

生姜専門店　GINGER　FACTORY　蕨駅前店 中央1-30-3 080-7664-7668 その他小売業

理容ノ－ブル 中央1-30-4 048-431-5967 理容・美容店

冨士屋 中央1-30-5 048-444-2344 飲食店

KARADAふわり 中央1-31-3 羽染ﾋﾞﾙ2F 048-287-3909 その他サービス業

ヘアーメイク ブレスト 中央1-31-3 羽染ﾋﾞﾙ1F-A 048-443-9792 理容・美容店

居酒屋　ドンキー 中央1-32-1 ﾐﾜﾋﾞﾙ2F 048-442-0671 飲食店

レール・スナック蕨鉄道 中央1-32-1 ﾐﾜﾋﾞﾙ 048-211-8746 飲食店

La Basil 2　パセリ 中央1-32-3 ﾙﾋﾟﾅｽ1F 048-441-3933 飲食店

いろは寿司 中央1-32-4 048-432-2379 飲食店

炭火家　鳥壺 中央1-32-4 鳥壺 048-242-3886 飲食店

串揚げ磨呂 中央1-33-1 048-433-0103 飲食店

門脇時計 中央1-33-2 048-432-5151 その他小売業

タープコーヒー ～コーヒーと時間の店～ 中央1-33-2 048-432-5151 飲食店

SPICY　MOTEL 中央1-33-4 048-437-9425 飲食店

吉祥 中央1-33-7 柳ﾋﾞﾙ1F 048-443-2027 飲食店

蒼屋 中央1-33-8 048-443-1801 飲食店

武蔵屋 中央1-33-8 048-445-7340 飲食店

大衆酒蔵　丸好 中央1-34-1 048-432-4985 飲食店

まんまるや 中央1-34-1 048-441-8760 飲食店

有限会社　岡田製畳 中央1-34-3 048-431-2259 その他業種

キリン 中央1-34-8 048-431-7778 飲食店

クロロフィル蕨美顔教室 中央1-35-3 048-431-9664 その他小売業

シラキミュージックスクール 中央1-35-11 050-5434-8672 カルチャー・ホビー

生演奏依頼,録音,音楽制作 SHIRAKI MUSIC 中央1-35-11 050-5434-8672 その他業種

よつば鍼灸整骨院 中央2-2-7 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･中央101 048-431-9001 コスメ・美容・健康

かどまん 中央2-2-8 048-443-7561 飲食店

呑ん気屋　もとみ 中央2-2-9 ﾜｺ-第2ﾏﾝｼｮﾝ101 048-420-3456 飲食店

美容室ウイング 中央2-2-9 ﾜｺ-第2ﾏﾝｼｮﾝ1F 048-431-3726 理容・美容店

美容室ペッカリー 中央2-2-15 ｾﾙﾄﾗﾙﾊｲﾂ 048-420-9387 コスメ・美容・健康

HAIR SALON Bles-sa　 中央2-10-29 048-432-1701 理容・美容店

和菓子の店　甘泉堂 中央2-12-23 048-442-8857 飲食料品店

ジョイフル観光 中央2-13-20 048-447-1200 旅行業

salon SOU 中央2-26-12 090-4566-0923 コスメ・美容・健康

種新 中央2-31-2 048-431-6263 飲食店

酒亭えぶり 中央3-2-1 090-6654-9015 飲食店

マツモトキヨシ　蕨西口店 中央3-2-5 048-431-0811 ドラッグストア

BULCLUB 中央3-2-6 細井店舗1 090-7727-1030 衣料・身の回り品取扱店 11/7NEW

茶の市川　わらび園 中央3-2-6 048-431-5856 飲食料品店

峰岸靴店 中央3-2-7 048-431-2564 衣料・身の回り品取扱店

COUTURE　KAWAMURA 中央3-2-9 048-445-4305 衣料・身の回り品取扱店

Marc　蕨西口 中央3-3-4 048-299-7589 理容・美容店

nailsette 中央3-3-13 090-7175-7197 理容・美容店

マスヤ・&you, 中央3-3-13 048-431-3104 衣料・身の回り品取扱店

松祥 中央3-3-15 ｵｸﾀﾞﾔﾋﾞﾙ1F 048-242-3432 飲食店

ファミリーマート　わらび西口店 中央3-3-16 048-447-8718 コンビニエンスストア

自然食品のお店　蕨駅前 中央3-4-1 048-431-4551 飲食料品店

大作西口店ラ・テラス大作 中央3-4-1 ｷﾖﾀﾋﾞﾙ1F 048-430-3303 飲食店

ヘッドロック＆スペース　遊 中央3-6-1 MJﾋﾞﾙ3F 048-229-1395 飲食店

ココアクア 中央3-6-2 2F 080-4344-1335 コスメ・美容・健康

蕨焼肉千山閣 中央3-6-3 富沢ﾋﾞﾙ1F 048-431-3659 飲食店

WARABI SELECT SHOP 中央3-6-4 048-234-3040 その他小売業

Ｊ・Ｔｙｒ(ジェイティア) 中央3-7-1 ﾌﾞﾗｯｹﾝﾊｳｽ1F 048-456-5225 理容・美容店

FANTASIA SALON 中央3-8-7 090-8749-2841 その他業種 11/7NEW

有限会社サニー薬局　 中央3-10-6 048-441-6486 コスメ・美容・健康

ラッキーメガネ 中央3-12-17 048-431-8885 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

パンの樹 中央3-12-18 048-446-2338 飲食料品店

ブティックスギタ　本店 中央3-12-20 048-432-2211 衣料・身の回り品取扱店

蕨のお昼処たらふく亭 中央3-13-1 ｸｱｯｶ 048-211-0173 その他サービス業

鳥勇 中央3-13-7 048-432-3448 飲食料品店

(有)高吉商店 中央3-13-18 048-432-2658 その他小売業

アオイノメガネ 中央3-14-17 1F 048-431-3310 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

韓国惣菜　金ちゃん 中央3-16-3 ｷｬﾆｵﾝﾏﾝｼｮﾝ蕨101 048-299-8839 飲食店

珈琲茶屋ひとりっ子 中央3-16-6 048-431-2329 飲食店

M.I.Hももいろひよこ 中央3-17-24 ｺﾞ-ﾙﾄﾞﾊｲﾂ蕨 090-3233-7667 衣料・身の回り品取扱店

肉の髙はし 中央3-17-24 048-431-5891 飲食料品店

お茶　はぎわら　 中央3-18-1 048-431-2547 飲食料品店

TeaFarm　茶夢 中央3-18-1 048-431-2547 飲食店

ハローズ 中央3-18-6 理容・美容店
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取扱店舗一覧（11月7日現在）

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

宴佳　中華料理 中央3-19-20 ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ蕨ｼﾃｨ1F 048-287-8156 飲食店

小池田生花店 中央3-19-20 048-431-4031 その他小売業

有限会社ホーム薬品 中央3-19-20 048-431-4051 その他小売業

ヘアーサロン　アルヴェアーレ 中央3-20-17 048-431-3735 理容・美容店

ほぐし桃太郎 中央3-20-17 石井ﾋﾞﾙ1F 070-8551-4696 コスメ・美容・健康

(株)オダジマ電気 中央3-22-16 048-445-7800 家電販売店

セオサイクル　蕨店 中央3-22-23 048-432-7232 車・バイク・自転車

YOU　SHOP　T’ｚ 中央3-25-1-102 048-432-3255 車・バイク・自転車

ヘア－サロン　ヒノデ 中央3-29-9 048-432-3098 理容・美容店

叶鍼灸治療院 中央4-2-6 048-437-0537 コスメ・美容・健康

コザカイ洋品店 中央4-3-16 048-431-2568 衣料・身の回り品取扱店

ジュリアン美容室 中央4-3-18 山吉ｷﾞﾝﾔﾋﾞﾙ2F 048-431-3927 理容・美容店

大雅ラーメン店 中央4-11-10 048-432-5973 飲食店 11/7NEW

(有)米よし　御殿の風月 中央4-11-18 048-431-2214 その他小売業

洋菓子　トロンシェ 中央4-12-22 048-445-7763 飲食料品店

笠原商会 中央4-13-3 048-431-2076 家電販売店

日用品のひらた 中央4-13-5 048-431-2636 その他小売業 11/7NEW

居酒屋しんの 中央4-14-4 天乃家ﾋﾞﾙ103 048-290-8436 飲食店

ラッキー理容館 中央4-14-4 048-431-3225 理容・美容店

株式会社　池田屋 中央4-14-6 048-431-2435 衣料・身の回り品取扱店

焼肉　KEN 中央4-18-6 048-437-6999 飲食店

蕨市民会館 中央4-21-29 048-445-7660 その他業種（コンサートチケット等。一部対象外有）

コーヒーベル 中央4-22-2 わらびｺ-ﾎﾟ1F 048-431-6327 飲食店

タチバナ薬局 中央4-22-16 048-432-5987 その他業種 11/7NEW

(有)本多米店 中央4-22-19 048-431-2015 飲食料品店

円浄自転車店 中央4-22-20 048-431-3787 車・バイク・自転車

ハンドメイドショップflagsflag 中央4-22-21 048-290-8727 その他小売業

リカープラザ　えちごや 中央4-23-11 048-431-2505 その他小売業

とりゆうデリカ 中央4-23-27 048-446-2006 飲食料品店

大塚豆腐店 中央5-3-8 048-431-4896 飲食料品店

株式会社鈴木商店 中央5-3-14 048-432-3325 飲食料品店

有限会社多田商店 中央5-8-11 048-431-2667 飲食料品店

庄漢堂漢方薬局鍼灸院 中央5-8-13 048-432-5969 その他業種

R－ステーション　もみの樹 中央5-9-21 048-242-3144 コスメ・美容・健康

朝日湯 中央5-9-23 048-432-5603 その他サービス業

ひなた接骨院・鍼灸院 中央5-11-1 中央平和ﾋﾞﾙ1F 048-229-1053 その他業種

池田生花店 中央5-11-12 048-431-4604 その他小売業

株式会社大森仏具店　蕨川口葬祭 中央5-11-12 048-431-2387 その他小売業

有限会社岡本洋品店 中央5-11-14 048-431-3022 衣料・身の回り品取扱店

café & bulk shop modest. 中央5-12-4 048-299-8693 飲食料品店

レディスファッション　すがたや 中央5-13-3 048-431-3240 衣料・身の回り品取扱店

有限会社　岡田敷物 中央5-13-5 048-431-2740 衣料・身の回り品取扱店

クスリの赤ダルマ 中央5-16-2 048-431-2870 その他小売業

有限会社　須田商店 中央5-16-4 048-432-2598 その他小売業

クリーニング　スカット蕨中央店 中央5-16-5 048-432-5971 クリーニング

有限会社高沢屋酒店 中央5-16-9 048-431-2449 飲食料品店

中仙道　山あつ 中央5-16-11 048-452-4580 飲食店

うなぎ　今井 中央5-17-2 048-431-2020 飲食店

そろばんセンター 中央5-17-16 048-229-3729 その他業種

船橋屋菓子司 中央5-17-20 048-431-2465 飲食料品店

くだもの中津　八百市商店 中央5-18-2 048-431-2663 飲食料品店

美容室　フレンド 中央6-2-8 048-433-2625 理容・美容店

Cafe tenten.. 中央6-3-48 ﾊｲﾂﾌﾞﾙ-ﾒﾝ1FB 070-3978-3181 飲食店

ネパールインドレストラン　アーマ 中央6-3-48 048-442-2939 飲食店

ジーンズショップ　フルヤ 中央6-4-45 048-442-2284 衣料・身の回り品取扱店

魚政 中央6-4-55 小幡ﾊｲﾂ 048-442-5715 飲食料品店

ナチュラル・ヘアー・ガーデンfing 中央6-6-7-101 048-432-2284 理容・美容店

株式会社　ホダカ電器 中央6-14-3 048-443-7965 家電販売店

あぺたいと　戸田店 中央6-16-22 第一NKﾌﾗｯﾄ101 048-420-9766 飲食店

やきとり大吉　蕨中央店 中央6-16-22 第一NKﾌﾗｯﾄ103 048-447-5488 飲食店

株式会社アクアテック 中央7-12-7 048-444-1044 リフォーム業

サイトウ商会 中央7-12-13 048-446-3199 その他小売業

バーバー美髪 中央7-29-6 048-442-3434 理容・美容店

ミツエ・クッキングガーデン 中央7-31-5 048-431-3101 カルチャー・ホビー

(有)まるとみ商店 中央7-41-3 048-441-2829 その他小売業

WOWCA蕨ゴルフクラブ 南町1-7-17 048-441-5059 その他サービス業

スギ薬局　蕨南店 南町1-8-7 048-420-7711 ドラッグストア 11/7NEW

がってん寿司蕨店 南町1-10-3 048-447-8899 飲食店

美容室Ryo 南町1-29-11 048-442-4909 理容・美容店

ピュアライフみわ 南町1-41-1 048-442-4929 その他小売業

照美容室 南町1-46-8 048-442-4803 理容・美容店

アイスリボン 南町2-4-4 048-452-8895 その他サービス業

小林接骨院 南町2-10-12 048-441-0900 その他業種

梅ちゃん弁当 南町2-11-12 ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ101 070-2155-3608 飲食店

ダイニングバーココロ 南町2-11-12 ﾊﾟ-ﾙﾊｲﾂ102 048-229-3502 飲食店

ヘアーサロン　ウチザワ 南町2-14-23 048-442-5843 理容・美容店

La　Cucina 南町2-16-1 048-420-9003 飲食店

(有)三喜屋ミート 南町2-16-2 048-443-0839 その他小売業

理容カワサキ 南町2-16-11 048-441-6396 理容・美容店

レイドバック 南町2-17-1 048-444-1507 その他小売業

眼鏡市場蕨南町店 南町2-17 048-434-6182 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
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取扱店舗一覧（11月7日現在）

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

理容スドウ 南町2-22-18 048-445-8336 理容・美容店

サイクルショップ小室 南町2-22-22 048-441-2731 車・バイク・自転車

タカハシ洋品店 南町2-23-10 048-441-6276 衣料・身の回り品取扱店

株式会社日本トラベルサポート 南町2-26-10 050-6861-8957 旅行業

白岩生花店 南町2-28-16 048-442-5307 その他小売業

美容室appy 南町2-31-12 048-420-8820 理容・美容店

ワラビー動物病院 南町2-31-21 048-441-2554 その他サービス業

居酒屋　じょんのび 南町3-3-12 ことぶき荘1F 048-445-6444 飲食店

ヒロー美容室 南町3-6-4 048-441-6215 理容・美容店

ミカワヤ酒店 南町3-6-4 048-441-2724 飲食料品店

福乃家 南町3-6-16 048-441-3076 飲食店

有限会社小田島商店 南町3-8-14 048-441-3736 その他小売業

クリーニングハウス　オオバ 南町3-8-17 048-442-3596 クリーニング

おしゃれの部屋　ISHIGURO(イシグロ) 南町3-9-10 048-442-5353 その他サービス業

保坂畳店 南町3-14-25 048-441-4292 リフォーム業

居酒屋　花 南町3-18-3 Kﾃｨｱﾗ1F 048-433-5058 飲食店

有限会社サロン・ド・ジュン 南町3-18-8 048-442-1787 理容・美容店

いちばん市場 南町3-24-14 ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ1F 050-1063-9408 スーパー

クリーニング スカットみつわばし店 南町3-25-11 048-444-8410 クリーニング

有限会社岡田屋酒店 南町4-2-16 048-441-3601 その他小売業

グリーンササヤ 南町4-3-9 048-441-6849 スーパー

セブンイレンブン　蕨南町４丁目店 南町4-6-28 048-441-1867 コンビニエンスストア

パーマの店　花 南町4-8-26 ﾒｿﾞﾝﾄﾞｼｬﾄ-102 048-445-0255 理容・美容店

みなと理容 南町4-8-33 048-441-6870 理容・美容店

美容室caremode～ケアモード～ 南町4-12-13 0120-48-0622 理容・美容店

サンドラッグ　蕨南町店 南町4-20-5 048-242-3870 ドラッグストア

そば処　満留賀 南町4-35-1 048-441-5640 飲食店

ヘアーサロンなかお 南町4-44-4 048-445-2525 理容・美容店

なちゅら.sim 南町4-44-8 050-3187-8777 コスメ・美容・健康

福祉用具レンタル・販売・住宅改修　たかけん 南町4-45-13 048-445-8308 その他サービス業

大作　東口店 塚越1-1-13 048-433-4919 飲食店

美容室TBK　蕨店 塚越1-1-4 1F 048-433-5098 理容・美容店

(株)クリエイトエス・ディー蕨駅東口店 塚越1-2-1 埼栄ﾋﾞﾙ2F 048-420-3761 ドラッグストア

ミヤモトドラッグ　蕨店 塚越1-2-5 048-229-3363 ドラッグストア

はんこ屋さん21　蕨店 塚越1-2-14 花見第3ﾋﾞﾙ 048-452-4440 その他小売業

リラクゼーション美和 塚越1-2-14 花見第3ﾋﾞﾙ404 048-278-6186 コスメ・美容・健康

セブンイレブン　蕨東口店 塚越1-2-15 ﾏﾙﾍﾞﾘ-ﾋﾞﾙ1F 048-433-1170 コンビニエンスストア

銀座LABO蕨東口店 塚越1-2-16 三井商事ﾋﾞﾙ4F 048-229-1799 理容・美容店

蕨東口すがや 塚越1-3-3 048-441-4131 飲食店

吉田内装 塚越1-3-3 ﾏﾝｼｮﾝ蕨601 080-5382-8893 その他業種

串揚げまるちゅう 塚越1-3-9 048-434-5678 飲食店

パティスルーシャルドン蕨駅前店 塚越1-3-11 048-229-3481 その他小売業

カラー専門店　edge　eyelash 塚越1-4-4 花見ﾋﾞﾙ1F 048-229-3554 理容・美容店

ふらんす亭蕨店 塚越1-4-7 聖ﾋﾞﾙ2F 048-447-8701 飲食店

憩いサロンYuri 塚越1-4-7 048-278-4542 コスメ・美容・健康

ヘイワ堂　蕨店 塚越1-4-10 ﾔﾏﾅｶﾋﾞﾙ103 048-447-7200 衣料・身の回り品取扱店

POP　GIRL蕨店 塚越1-4-10 ﾔﾏﾅｶﾋﾞﾙ105 048-447-7201 衣料・身の回り品取扱店

YOUTH by LOPE 塚越1-4-10 048-446-9904 理容・美容店

HONUFA合同会社 塚越1-4-18 ﾄ-ｶﾝﾏﾝｼｮﾝ蕨103 080-4466-3109 飲食料品店

コーヒーハウス　ポエム 塚越1-4-18 ﾄ-ｶﾝﾏﾝｼｮﾝ蕨106 048-445-0305 飲食店

株式会社テクノブレイン 塚越1-4-18 ﾄ-ｶﾝﾏﾝｼｮﾝ蕨906 048-494-2172 その他サービス業

セブンイレブン　蕨東口１番街店 塚越1-5-1 048-442-9810 コンビニエンスストア

サカエヤ 塚越1-5-11 048-443-5350 その他小売業

LAB　蕨 塚越1-5-11 048-432-4629 理容・美容店

Amuleto NaiL 塚越1-5-15 ｽｶｲﾊｲﾂ東山602 070-2198-1605 その他サービス業

寿宝丸 塚越1-5-16 1F 048-291-9550 飲食店

マツモトキヨシ蕨店 塚越1-6-1 048-446-5757 ドラッグストア

EMMA 塚越1-7-2 048-446-6415 理容・美容店

ホルモン　でんぐり山 塚越1-7-3 048-431-1027 飲食店

美容室LUCA：Rie 塚越1-7-4 Kﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F 048-290-8010 理容・美容店

肉屋食堂たけうち　蕨店 塚越1-7-4 蕨ｽﾃ-ｼｮﾝﾋﾞﾙ1F 047-229-3229 飲食店

SARAスーパーステージ 塚越1-7-6 斉藤ﾋﾞﾙ2F 048-431-8897 理容・美容店

居酒屋「大政」　 塚越1-8-7 048-445-0616 飲食店

やーさん輪業 塚越1-8-7 048-441-4776 車・バイク・自転車

STM HALAL FOOD 塚越1-9-9 TATﾊﾟﾚｽ1F 080-5536-3734 飲食料品店

日本料理くりはら 塚越1-9-18 めぞんきくの1F 048-443-0950 飲食店

コーヒーショップ　ボン・クラージュ 塚越1-12-4 048-442-4506 飲食店

ミヤ理容室 塚越1-13-4 048-444-5030 理容・美容店

魚新 塚越1-13-7 048-441-5774 飲食料品店

bLue on bLue 塚越1-17-2 ｱ-ﾊﾞﾝﾊｲﾂわらび 048-444-8419 理容・美容店

髪工房ななうみ 塚越1-17-8 048-431-5333 理容・美容店

くまさんの整骨院 塚越1-18-6 048-430-7197 コスメ・美容・健康

女性と子供のための整骨院 塚越1-18-10 ﾗﾒｿﾞﾝ1F 048-291-8225 コスメ・美容・健康

有限会社本島商店焼肉太光苑 塚越2-1 中富ﾋﾞﾙ2F 048-443-8506 飲食店

メガネフラワー蕨店 塚越2-1-13 048-445-3281 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

PORT 塚越2-1-17 1F 048-446-9923 理容・美容店

LINO beauty eyelash 塚越2-1-17 TPﾋﾞﾙ301 048-499-2427 理容・美容店

nails by Mika 塚越2-1-17 TPﾋﾞﾙ303 理容・美容店

(株)ぎょうざの満州　蕨東口店 塚越2-1-18 048-447-7837 飲食店

SHARING　OZ 塚越2-1-18 ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ蕨6F 048-485-1787 その他サービス業 11/7NEW

和み治療院　蕨駅東口店 塚越2-3-1 048-444-6022 コスメ・美容・健康

南
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取扱店舗一覧（11月7日現在）

地区 店舗名 住所 電話番号 業種

Noël 塚越2-3-1 080-8808-6557 理容・美容店

ユニックス　蕨店 塚越2-3-14 048-445-0402 理容・美容店

らーめん詩 塚越2-4-1 ﾊｲﾂﾘﾗ103 048-432-6539 飲食料品店

街路樹 塚越2-5-18 塚越ﾊｲﾂ103 048-445-3477 飲食店

やまむろはりきゅう院 塚越2-6-9 ﾌﾟﾘﾃｨⅠ 101 048-443-0800 コスメ・美容・健康

クリーニング スカット塚越店 塚越2-6-10 048-442-9595 クリーニング

beauche 塚越2-7-6 TMSﾋﾞﾙ101 048-456-8232 理容・美容店

わらび陶芸教室 塚越2-7-19 048-431-2050 カルチャー・ホビー

美容室らいむ 塚越2-11-2 048-442-1138 理容・美容店

愛美容室 塚越2-14-5 048-442-2436 理容・美容店

季節料理味処せきもと 塚越2-15-1 048-445-0626 飲食店 11/7NEW

ヘアーサロン　カメタ 塚越2-15-2 048-443-4022 理容・美容店 11/7NEW

KEI整体院 塚越2-16-5 ﾊｲﾂ池田102 090-5436-3110 コスメ・美容・健康

有限会社南雲燃料店 塚越3-1-3 048-441-4663 その他小売業

Marju 塚越3-8-1 ｺｽﾓｽﾋﾞﾙ1F 048-420-9000 コスメ・美容・健康

新ラーメンショップ蕨店 塚越3-8-12 048-441-4528 飲食店

子子子 塚越3-9-12 090-7198-6403 飲食店

塚越ラーメン 塚越3-9-12 048-445-0403 飲食店

セブンイレブン蕨塚越3丁目店 塚越3-14-9 048-433-3335 コンビニエンスストア

ヘアーサロン　コマキ 塚越3-21-2 048-441-6837 理容・美容店

ウイスキー酒場Barrel 塚越3-23-2 048-234-6823 飲食店

はせがわ 塚越3-26-14 048-446-6557 その他サービス業

酒屋　なかみ勢 塚越4-2-15  048-441-2775 飲食料品店

エトワールソレイユ 塚越4-14-2 048-445-2114 衣料・身の回り品取扱店 11/7NEW

極真館　総本部　道場 塚越5-5-3 048-420-9855 その他業種

リサイクルショップこれわん　わらび店 塚越5-5-5 048-229-6655 その他小売業

Wing14 塚越5-5-3 5F 090-2858-3814 その他サービス業

ウエルシア薬局蕨塚越店 塚越5-6-35 048-447-6613 ドラッグストア

パシオス　イオンタウン蕨店 塚越5-6-35 048-430-0557 衣料・身の回り品取扱店 11/7NEW

ファミリーカット1000　イオンタウン蕨店 塚越5-6-35 ｲｵﾝﾀｳﾝ蕨内 048-433-7414 理容・美容店

ほっこりーの蕨 塚越5-6-35 ｲｵﾝﾀｳﾝ蕨内 090-6742-5988 その他サービス業

セキ理容室 塚越5-7-12 048-442-1486 理容・美容店

つかプーフィッシング 塚越5-9-3 蕨市塚越ﾌﾟ-ﾙ 048-432-9988 その他サービス業

関口商店 塚越5-12-7 048-442-0867 飲食料品店

ヘアーサロン　北斗 塚越5-27-5 048-441-6748 理容・美容店

合同会社健康ランニング塾 塚越5-36-16 ｼﾌｸﾉｵﾄ101 080-4733-7545 コスメ・美容・健康

エミリースタイル 塚越5-37-16 048-299-6333 その他小売業

セブンイレブン　蕨塚越５丁目店 塚越5-39-14 048-446-2320 コンビニエンスストア

吉井鍼灸接骨院 塚越5-40-10 048-447-1087 その他業種

バーバーユニコン 塚越5-50-8 048-442-2082 理容・美容店

プラシャルルー 塚越5-51-16 048-432-5541 飲食店

居酒屋　つかさ 塚越5-51-24 司ﾊｲﾑ202 048-229-5066 飲食店

春木屋 塚越5-54-9 048-442-2084 飲食店

ドラッグセイムス　蕨塚越店 塚越6-5-12 048-430-0172 ドラッグストア 11/7NEW

桑沢薬局 塚越6-14-5 048-441-0136 その他小売業

S.S.Bar-B-Q COMPANY 塚越6-16-5 090-8802-8851 その他サービス業

株式会社　峰岸自動車 塚越6-27-1 048-441-3726 車・バイク・自転車

祥瑞　餃子軒 塚越7-1-14 101 048-444-3330 飲食店

北海 塚越7-14-12 048-445-0250 飲食店

サクラビューティー 塚越7-17-12 048-437-1058 その他サービス業

ぬくい接骨院 塚越7-21-9 ｻﾝｻ-ﾗﾅｶﾞｾ1F 048-420-9879 コスメ・美容・健康

ビーポイント 塚越7-21-9 ｻﾝｻ-ﾗﾅｶﾞｾ1F 048-444-4848 理容・美容店

丸味ベーカリー 塚越7-27-2 048-445-8037 その他小売業

メンズヘアーサロン クイント 塚越7-30-9 048-441-7021 理容・美容店

はり灸指圧治療ぬくまる屋 塚越7-30-10-102 あく-るﾊｲﾂ塚越 048-494-6374 コスメ・美容・健康

えふく整体院 塚越7-31-9 050-5360-8943 コスメ・美容・健康
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