
No 会員名 郵便番号 住所 電話番号 業種 業種別詳細情報

1 ㈲ああーさ 350-0063 埼玉県川越市幸町2-11 白石商店2F 開運亭 049-223-3335 飲食 太麺焼きそば等

2 NPO法人 あいアイ　あいアイ美術館 350-1102 埼玉県川越市的場北1-17-3 049-277-7872 交通・旅行・観光 アウトサイダーアート美術館

3 愛地産業㈱ 350-0033 埼玉県川越市富士見町8-7 049-226-0202 サービス 不動産業

4 川越体験工房　青い鳥 350-0063 埼玉県川越市幸町5-4 雅堂2F 049-225-2720 交通・旅行・観光 とんぼ玉などの手作り体験

5 ㈲あぐり小江戸 350-0844 埼玉県川越市鴨田922-1 049-226-3780 農業・工業・建設 伊佐沼農産物直売所の運営

6 ㈱麻友 350-0856 埼玉県川越市問屋町12-3 049-224-1551 その他 日用雑貨・家庭用品の専門卸商社

7 as-is合同会社 350-0062 埼玉県川越市元町1-8-33藤田ビル1F － サービス バルーンラッピング・占い・キッチンカー

8 麻原酒造㈱ 350-0415 埼玉県入間郡越生町大字上野2906-1 越生ブリュワリー 049-298-6010 販売（食品） 酒類販売

9 ㈱明日櫻 305-0005 茨城県つくば市天久保3-17-13 029-852-9316 サービス 車椅子用着物のレンタル・販売

10 東屋 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町1-16-1 049-222-0757 飲食 うなぎ料理

11 ＠FARM（三共木工㈱） 350-1151 埼玉県川越市大字今福1043-3 049-248-8130 農業・工業・建設 農産物販売、農業体験など

12 ㈱アドベンチャー 350-1105 埼玉県川越市今成1-17-8 049-224-6847 サービス 不動産業

13 (有)阿難企画 350-0856 埼玉県川越市問屋町3-2 049-222-5601 サービス イベント企画

14 あぶり珈琲 350-0057 埼玉県川越市大手町15-8 049-226-8556 飲食 カフェ

15 ㈱アミナコレクション 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町123 横浜クリードビル7F 045-681-0711 販売（食品を除く商品・土産等） 商品企画、販売（倭物やカヤ川越店【椿の蔵】）

16 彩いろまち研究所 350-1124 埼玉県川越市新宿町6-4-4-301 080-3430-5143 サービス コンサルタント

17 ㈲彩工房 350-0036 埼玉県川越市小仙波町4-14-35 049-299-8465 サービス 印刷、製本等

18 彩乃菓（㈱小川屋） 350-0066 埼玉県川越市連雀町10-1 049-298-4430 飲食 カフェ、和菓子販売

19 ㈱新井商店 350-0856 埼玉県川越市問屋町3-1 049-224-5677 販売（食品を除く商品・土産等） 玩具・駄菓子販売

20 あらはた園 350-1162 埼玉県川越市南大塚6-12-34 049-243-3023 農業・工業・建設 農産物販売、農業体験など

21 荒幡農園 350-1162 埼玉県川越市南大塚6-12-33 049-243-3895 農業・工業・建設 農産物販売、農業体験など

22 アリスの牧場 350-1101 埼玉県川越市的場258 049-234-2525 交通・旅行・観光 乗馬体験

23 合同会社 ARIYAコーポレーション 352-0032 埼玉県新座市新堀3-1-21 アイリスガーデン清瀬112 042-449-3954 サービス 司会業務、観光事業、体験ツアーなど

24 イー・レンジャー㈱ 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-8-36 049-298-6780 サービス IT

25 イーグルトラベル㈱ 350-0042 埼玉県川越市中原町2-7-8 Y&Leeビル3F 049-222-0458 交通・旅行・観光 旅行業

26 イーグルバス㈱ 350-0042 埼玉県川越市中原町2-7-8 Y&Leeビル3F 049-226-0111 交通・旅行・観光 路線バス、観光バスなど

27 飯野農園 350-1151 埼玉県川越市今福903 049-244-3387 農業・工業・建設 農産物販売など

28 池田屋本店 350-0062 埼玉県川越市元町2-7-3 049-223-0354 販売（食品） だんご等の販売

29 医療法人社団 誠弘会 池袋病院 350-1175 埼玉県川越市大字笠幡3724-6 049-231-1552 サービス 病院

30 イシイの甘栗 川越店 350-0063 埼玉県川越市幸町2-3 049-226-8687 販売（食品） 甘栗、その他スイーツの販売

31 ㈲味の店 伊勢屋 350-0066 埼玉県川越市連雀町13-6 049-222-1198 販売（食品） だんご、和菓子等の販売

32 ㈱いちのや 350-0056 埼玉県川越市松江町1-18-10 049-222-0354 飲食 うなぎ料理

33 市野屋豆腐店 350-0055 埼玉県川越市久保町11-11 049-224-0269 販売（食品） 豆腐等の販売

34 観光人力車いつき屋 350-0061 埼玉県川越市喜多町2-1 喜多町弁天長屋7号室 090-7341-0088 交通・旅行・観光 人力車の運営

35 豚骨らーめん 一指禅 本川越店 350-0042 埼玉県川越市中原町1-2-2 049-226-8939 飲食 ラーメン

36 ㈱伊藤園 川越支店 350-1124 埼玉県川越市新宿町6-22-12 049-246-1461 販売（食品） お茶の販売

37 稲葉屋本舗 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-6 049-222-2513 販売（食品） 和菓子等の販売

38 今福囃子連 350-1159 埼玉県川越市中台2丁目10-24 049-247-6068 団体・組合 川越まつりの囃子連

39 ㈱芋十 350-0056 埼玉県川越市松江町2-1-5 049-226-1616 販売（食品） 芋菓子等の販売

40 ㈲いも膳 350-1106 埼玉県川越市小室15-1 049-243-8551 飲食 さつまいも料理、日本料理

41 いるま野農業協同組合 川越地域 350-1105 埼玉県川越市今成2-29-4 049-226-3311 農業・工業・建設 あぐれっしゅ川越（農産物直売所）の運営
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42 いろはにほっ。 350-0056 埼玉県川越市松江町2-5-1ルネスプレミール1F 080-3414-9068 販売（食品を除く商品・土産等） 筆文字作品と猫関連の手作り品の販売

43 ㈱岩崎商店 350-0854 埼玉県川越市寺井233-3 049-223-3126 販売（食品） 蒟蒻等の販売

44 大学いも・川越いわた 350-0043 埼玉県川越市新富町1-8-17 049-298-5164 販売（食品） 芋菓子等の販売

45 岩堀建設工業㈱ 350-0041 埼玉県川越市六軒町1-3-10 049-225-5111 農業・工業・建設 建設業

46 インセプションホールディングス㈱ 350-0822 埼玉県川越市大字山田1621-1 049-298-3886 サービス 飲食事業、アパレル、WEBデザイン等

47 ウェスタ川越 350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17 049-249-3777 その他 複合施設（貸しホール、イベント開催等）

48 ウェストポイント 350-1124 埼玉県川越市新宿町1-10-18-710 049-242-8590 その他 オフロードヴィレッジの運営

49 ㈲上野工業 350-1114 埼玉県川越市東田町7-14 049-243-3452 農業・工業・建設 建設業

50 内田開才写場 350-0044 埼玉県川越市通町12-7 049-222-2758 その他 写真スタジオ

51 鰻　小日向 350-0066 埼玉県川越市連雀町9-1 049-270-2536 飲食 うなぎ料理

52 うな昭 350-0062 埼玉県川越市元町1-14-3 049-210-9791 飲食 うなぎ料理

53 ㈱ウニクス 330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル24F 048-658-5167 その他 商業施設の管理・運営（ウニクス川越、U_PLACE等）

54 ㈱右門 350-0837 埼玉県川越市石田120 049-226-2771 販売（食品） 芋菓子等の販売

55 NPO法人英語の通じる街実行委員会 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-21KJビル3F 049-299-7105 交通・旅行・観光 英語ボランティア活動、観光案内等

56 ㈱エイチ・アイ・エス アトレマルヒロ川越営業所 350-1122 埼玉県川越市脇田町105番地アトレ川越5F 050-1742-5468 交通・旅行・観光 旅行業

57 ㈱ＳＴＪレンテック 105-0022 東京都港区海岸2-2-6 7F 03-3454-1060 サービス 通信機器、情報機器等のレンタル等

58 エスプリライン 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-21KJビル3F 049-249-2211 その他

59 江田養鶏場 350-0846 埼玉県川越市中老袋320 049-223-2203 農業・工業・建設 養鶏場（卵等の販売）

60 ㈲江戸屋 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-1 049-223-0602 販売（食品） 菓子販売、駄菓子のイベント催事運営等

61 東日本電信電話㈱ 埼玉事業部 埼玉西支店 350-0065 埼玉県川越市仲町8-3 049-228-8305 サービス 地域電気通信業

62 FVジャパン㈱ 363-0001 埼玉県桶川市加納180 0800-919-0509 販売（食品） 清涼飲料水等の販売（自動販売機事業）等

63 ㈲えぷろん亭 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目1-19 049-226-3370 飲食 さつまいも料理等の家庭料理

64 ㈱エムアイメイズ 160-0023 東京都新宿区西新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル8F 03-5321-6966 サービス 金融系・業務系システム開発等

65 エムエス観光バス 350-0824 埼玉県川越市石原町2-2-3 049-226-3483 交通・旅行・観光 観光バス

66 やきとり　おいちゃん 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-3 049-203-1234 飲食 焼き鳥等

67 ㈱OA DEPOT 350-1123 埼玉県川越市新宿町6-3-5 049-221-8080 サービス OAサービス、コピー機販売及びレンタル、買取等

68 彩菓庵おおき 350-0062 埼玉県川越市元町2-2-4 049-222-8777 販売（食品） 芋菓子等の販売（芋屋初代仙次郎）

69 大沢家 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目15-2 049-222-7640 販売（食品を除く商品・土産等） 民芸品・土産販売（建物は国指定重要文化財）

70 大野農場 工房ミオ・カザロ 350-0836 埼玉県川越市谷中27 049-226-0861 販売（食品） 小江戸黒豚の販売、加工、提供等

71 大野屋洋品店 350-0066 埼玉県川越市連雀町13-10 049-222-1202 販売（食品を除く商品・土産等） 衣料品販売

72 福 おおわだ 350-0062 埼玉県川越市元町1-11-3 080-6760-3870 飲食 太麺焼きそば等のご当地グルメ

73 小川菊 350-0065 埼玉県川越市仲町3-22 049-222-0034 飲食 うなぎ料理

74 岡野屋 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-5 049-222-3042 飲食 うどん

75 小川藤 350-0056 埼玉県川越市松江町2-3-1 049-222-0643 飲食 うなぎ料理

76 ㈱おぎでん 350-0815 埼玉県川越市鯨井1865-2 049-231-4088 農業・工業・建設 電気設備工事等

77 尾﨑古美術店 350-0056 埼玉県川越市松江町1-18-1 049-225-3637 販売（食品を除く商品・土産等） 骨董品販売等

78 鬼蒸し鰻和風鈴 350-0043 川越市新富町2-30-6 049-222-4337 飲食 うなぎ料理

79 オンズプロダクション（Earth Ace) 350-0065 埼玉県川越市仲町2-2 プルミエール川越仲町3F 049-299-7655 その他 ライブ、イベント出演（小江戸川越観光親善大使）

80 ㈲帯津 350-0826 埼玉県川越市上寺山147 049-223-1430 販売（食品を除く商品・土産等）

81 ㈲帯津酒店 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目6-2 049-222-0181 販売（食品） 酒類販売

82 ㈲おびつ商店 350-0056 埼玉県川越市松江町1-21-11 049-222-1387 販売（食品を除く商品・土産等） 玩具販売

83 オリエンタル火工㈱ 330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-177 048-644-8611 その他 花火・加工品の製造

84 小江戸鏡山酒造㈱ 350-0065 埼玉県川越市仲町10-13 049-224-7780 販売（食品） 酒類販売

85 呉服笠間 350-0065 埼玉県川越市仲町5-10 049-222-1518 販売（食品を除く商品・土産等） 着物・唐桟販売
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86 甘味茶房　かすが 350-0063 埼玉県川越市幸町6-1 049-226-2392 飲食 芋そうめん、焼き団子、和甘味等

87 （社）霞ヶ関カンツリー倶楽部 350-1175 埼玉県川越市笠幡3398 049-231-2181 その他 ゴルフコースの管理

88 ㈱カナイ消防機材 350-1153 埼玉県川越市下松原639-4 049-242-5327 農業・工業・建設 消防用設備販売、保守点検等

89 ㈱金子商店 350-0052 埼玉県川越市宮下町1-12-7 049-222-0143 販売（食品） 米穀の出荷、販売等

90 ㈱金子花火 368-0004 埼玉県秩父市山田3番地 0494-22-1508 その他 花火の製造等

91 鐘つきうどん きんちょう 350-0063 埼玉県川越市幸町6-13 049-223-0345 飲食 うどん

92 叶商事㈱ 350-0856 埼玉県川越市問屋町5-1 049-224-5566 販売（食品） 製菓・製パン・業務用食材の総合卸

93 かのん 350-0063 埼玉県川越市幸町15-9 049-225-5952 販売（食品） 駄菓子販売

94 ㈱サイボク 350-1221 埼玉県日高市下大谷沢546 049-989-2221 その他 豚肉販売、レストラン、天然温泉等

95 ㈱亀屋 350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-63 049-222-2051 販売（食品） 和菓子販売等

96 ㈱亀屋栄泉 350-0063 埼玉県川越市幸町5-6 049-222-0228 販売（食品） 芋菓子等の販売

97 ㈲亀屋紋蔵 350-0001 埼玉県川越市古谷上3788-1 049-235-1857 販売（食品） 芋菓子等の販売

98 ㈱KAYAWORKS 350-1123 埼玉県川越市脇田本町22-6-505 — その他 川越コーヒーフェスティバルの企画・主催

99 合同会社唐木木工 350-0063 埼玉県川越市幸町14-3 － 交通・旅行・観光 お箸作り体験

100 川越igoまち倶楽部 350-1138 埼玉県川越市中台元町2-7-12 049-245-3439 団体・組合 囲碁クラブ

101 川越一番街商業協同組合 350-0063 埼玉県川越市幸町6-7-3F 049-228-1277 団体・組合

102 川越芋掘観光初雁組合 350-1151 埼玉県川越市今福441 049-242-6213 団体・組合

103 川越駅東口商店会 350-0046 埼玉県川越市菅原町21-13 049-222-0186 団体・組合

104 川越菊花会 350-1173 埼玉県川越市安比奈新田265-24 049-234-7075 団体・組合

105 川越熊野神社 350-0066 埼玉県川越市連雀町17-1 049-225-4475 神社仏閣

106 NPO法人 川越蔵の会 350-0062 埼玉県川越市元町1-12-2 049-222-2330 団体・組合

107 川越茶華道協会 茶道部 350-1101 埼玉県川越市的場2173-10 042-994-8520 団体・組合

108 川越サツマイモ商品振興会 350-0056 埼玉県川越市松江町2-6-9 049-222-1852 団体・組合

109 川越茶友会 350-1122 埼玉県川越市脇田町15-12 049-222-0320 団体・組合

110 川越産農産物ブランド化連絡会 350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1（事務局:農政課） 049-224-5939 団体・組合

111 川越市グリーンツーリズム活動拠点施設 350-0855 埼玉県川越市伊佐沼887 080-7069-8695 団体・組合

112 (公財) 川越市施設管理公社 350-0053 埼玉県川越市郭町1-18-7 049-225-8720 その他 公共施設等の管理

113 (公社)川越市シルバー人材センター 350-0824 埼玉県川越市石原町2-33-13 049-222-2075 団体・組合 高齢者の雇用、派遣

114 川越市山車保有町内協議会 350-0062 埼玉県川越市元町1-3-1 観光課内 049-224-5940 団体・組合

115 川越市文化団体連合会 350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1 文化芸術振興課内 049-224-6157 団体・組合

116 川越酒販協同組合 350-0831 埼玉県川越市府川780-1 049-210-1466 販売（食品） 酒類販売

117 川越商業経営研究会 350-8510 埼玉県川越市仲町1-12 川越商工会議所内 049-229-1850 団体・組合

118 川越商工会議所 350-8510 埼玉県川越市仲町1-12 049-229-1810 団体・組合 地域総合経済団体

119 川越商店街連合会 350-8510 埼玉県川越市仲町1-12 049-229-1840 団体・組合

120 川越商店街連合会やまぶき 350-8510 埼玉県川越市仲町1-12 049-229-1840 団体・組合

121 川越新盛組合(ひかり飯店) 350-0066 埼玉県川越市連雀町27-1 049-222-1491 団体・組合

122 川越新富町商店街振興組合 350-0043 埼玉県川越市新富町2-2-8 049-225-5846 団体・組合

123 川越陣力屋 350-0066 埼玉県川越市連雀町11-5 049-225-1015 交通・旅行・観光 人力車の運営、カフェ

124 (公社)川越青年会議所 350-0065 埼玉県川越市仲町1-12 川越商工会議所内 049-229-1810 団体・組合 青年経済人の組織団体

125 川越第一ホテル 350-0046 埼玉県川越市菅原町7-5 049-226-3711 宿泊 ホテル

126 川越中央魚類㈱ 350-0824 埼玉県川越市石原町1-3-1 049-222-0992 その他 川越卸売市場での水産物の仲卸等

127 川越中央ロータリークラブ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町29-17 049-243-3379 団体・組合

128 川越堂 350-0065 埼玉県川越市仲町5-19 080-3255-3222 販売（食品） タルトレットの販売

129 川越東部工業会協同組合 350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-57 049-224-6602 団体・組合
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130 川越東武ホテル 350-1123 埼玉県川越市脇田本町8-1 049-241-0111 宿泊 ホテル

131 川越都市開発(株) 350-1122 埼玉県川越市脇田町105 049-226-7000 その他 アトレ川越の運営

132 川越西ロータリークラブ 350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-15 霞ヶ関ビル2F 049-286-1234 団体・組合

133 川越八幡宮 350-0045 埼玉県川越市南通町19-3 049-222-1396 神社仏閣

134 川越藩行列保存会 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-11-4 049-226-2744 団体・組合

135 協同組合 川越バンテアン 350-0856 埼玉県川越市問屋町1-8 049-224-5101 団体・組合 卸売業の共同団地

136 川越氷川祭を学ぶ会 350-0034 埼玉県川越市仙波町2-5-10-202 049-225-2234 団体・組合

137 ㈲川越ビジネスホテル 350-0033 埼玉県川越市富士見町12-2 049-224-6811 宿泊 ホテル

138 川越氷菓くもとゆき 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-1立門前第一ビル1F縁結び横丁内 070-8460-1118 飲食 かき氷等

139 ㈲川越物産 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-1-2F 049-225-2844 販売（食品） 食料品販売、イベント企画等

140 川越プリン 350-0063 埼玉県川越市幸町1-13 049-277-5762 販売（食品） プリン等の販売

141 川越プリンスホテル 350-0043 埼玉県川越市新富町1-22 049-227-1111 宿泊 ホテル

142 (公社)川越法人会 350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17 ウエスタ川越5階 049-225-4598 団体・組合 経営者組織

143 川越祭囃子保存会 350-0056 埼玉県川越市松江町1-3-1 049-222-1405 団体・組合

144 川越料理店組合 350-0065 埼玉県川越市仲町3-22 049-222-0034 団体・組合

145 川越歴史博物館 350-0055 埼玉県川越市久保町11-8 049-226-0766 交通・旅行・観光 博物館

146 川越ロータリークラブ 350-8501 埼玉県川越市新富町1-22 川越プリンスホテル3F 049-224-5100 団体・組合

147 川越露商組合 350-0126 埼玉県比企郡川島町大字山ヶ谷戸289-2 090-8505-6161 団体・組合

148 割烹 川島 350-0044 埼玉県川越市通町18-5 049-224-3456 飲食 日本料理、カフェ

149 ㈱川乗三和 川越営業所 350-0821 埼玉県川越市福田35-6 049-222-2444 交通・旅行・観光 タクシー事業

150 ㈱河村屋川越店 350-0063 埼玉県川越市幸町5-3 049-226-8378 販売（食品） 漬物等の販売

151 川木ホールディングス㈱ 350-0042 埼玉県川越市中原町2-16-4 第2武州ビル2F 049-226-1199 サービス 保険代理店（他事業：丹徳庭園）

152 れんたるきものや 寛 kan 350-0041 埼玉県川越市六軒町1-12-2 070-3294-0616 サービス 着物レンタル等

153 ㈱関東建設 350-0826 埼玉県川越市上寺山171-1 049-229-1777 農業・工業・建設 建設業

154 ㈱看板のキャスター 350-1131 埼玉県川越市岸町2-25-14 049-245-3331 その他 看板の製作、取り付け

155 ㈲騎西屋 350-0065 埼玉県川越市仲町5-17 049-222-1532 販売（食品を除く商品・土産等） お祭り用品販売

156 星野山　無量寿寺　喜多院 350-0036 埼玉県川越市小仙波町1-20-1 049-222-0859 神社仏閣

157 手作り箸工房 きっちん遊膳 350-0063 埼玉県川越市幸町5-4 1階 049-299-7231 販売（食品を除く商品・土産等） 手作り箸等の販売

158 ㈱キテル 350-0043 埼玉県川越市新富町1-7-5 049-277-4931 サービス IT事業

159 ㈱木村屋商店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-3 049-224-5252 販売（食品を除く商品・土産等） 文具・事務用品等の販売

160 きものや沙羅 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-4 049-227-6898 サービス 着物レンタル等

161 ㈲ギャルソン マツヤ 350-0043 埼玉県川越市新富町1-2-2 049-222-1030 販売（食品を除く商品・土産等） 社交ダンス用品の販売

162 キャンドルスクール川越Twin Tail 350-1123 埼玉県川越市脇田本町10-14-1301 090-8634-5553 その他 手作りキャンドル教室

163 ㈱共同エステート 350-1123 埼玉県川越市脇田本町25-3 049-244-1942 サービス 不動産業

164 共和木材㈱ 350-0061 埼玉県川越市喜多町4-6 049-222-0028 農業・工業・建設 建築工事等

165 銀座亜紀枝刺子の店 川越店 190-0223 東京都西多摩郡檜原村南郷6128 ㈱自然堂 042-598-6200 販売（食品を除く商品・土産等） 手縫い仕立ての刺子のお店

166 海鮮料理 近長魚店 350-0063 埼玉県川越市幸町6-11 049-222-0818 飲食 海鮮料理

167 銀時 350-0065 埼玉県川越市仲町10-8 049-298-7732 飲食 フルーツを使ったデザート、カフェ

168 QUONチョコレート小江戸川越店 350-0066 埼玉県川越市連雀町9-1 049-272-7875 販売（食品） チョコレート等の販売

169 陸 忠博 その他 個人

170 ㈲くらづくり本舗 350-0055 埼玉県川越市久保町5-3 049-225-0225 販売（食品） 和菓子等の販売

171 ㈲くらづくり本舗 350-0055 埼玉県川越市久保町5-3 049-225-0228 販売（食品） 和菓子等の販売

172 CRAFY 350-0063 埼玉県川越市幸町6-9 2F 0120-998-619 販売（食品を除く商品・土産等） 結婚指輪・婚約指輪の手作り工房

173 鉄板・懐石 くら馬 330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋1-668 048-780-2652 飲食 日本料理
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174 ㈱蔵屋 350-0021 埼玉県川越市大中居西587 049-235-7755 販売（食品） かりんとう等の販売

175 クリス・ブリュンガー その他 個人

176 栗原商店 350-0034 埼玉県川越市仙波町2-17-5 049-224-7998 販売（食品を除く商品・土産等）

177 ㈱ケイビー・コム 350-1101 埼玉県川越市大字的場2623-2 049-239-7756 その他 警備業

178 鉄板焼 ケルン 350-0046 埼玉県川越市菅原町23-1 アトランタビル2F 049-225-1581 飲食 洋食

179 源氏家 350-0051 埼玉県川越市志多町12-1 049-222-0739 飲食 日本料理

180 見立寺 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目9-11 049-222-3321 神社仏閣

181 ㈱コア 369-1305 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1505 0494-66-0107 サービス グラフィックデザイン等

182 広栄交通バス㈱ 350-0202 埼玉県坂戸市小沼292-1 049-284-3495 交通・旅行・観光 貸切バス、観光バスなど

183 広済寺 350-0061 埼玉県川越市喜多町5-1 049-222-0105 神社仏閣

184 合同会社 YT 350-0066 埼玉県川越市連雀町1-6 049-222-4664 農業・工業・建設 建設業

185 興和物産㈱ 350-1101 埼玉県川越市的場1575-1 049-233-9111 販売（食品） 製麺製造卸業

186 弘和不動産㈱ 350-1101 埼玉県川越市的場1310-5 049-231-4850 サービス 不動産業

187 小江戸温泉KASHIBA 350-0857 埼玉県川越市松郷1313-1 049-277-4126 交通・旅行・観光 入浴施設

188 小江戸甲冑隊 350-1136 埼玉県川越市下新河岸64-13 090-5194-2745 団体・組合

189 小江戸川越 和太鼓 響 350-0014 埼玉県川越市古市場428-5 049-265-6453 団体・組合

190 COEDO KAWAGOE F.C㈱ 350-0062 埼玉県川越市元町2-1-6蔵の街てらす2F 090-1217-9643 団体・組合 サッカークラブ運営、WEBページ運営等

191 小江戸川越のらり蔵り（市川嘉昭） 350-0034 埼玉県川越市仙波町3-36-62 049-222-2103 交通・旅行・観光 観光案内等

192 NPO法人 小江戸大江戸トレニックワールド 350-0806 埼玉県川越市天沼新田189-10-1-101 080-3511-3594 その他 トレニックワールド大会の運営

193 小江戸茶屋 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-6 049-222-0172 販売（食品） 駄菓子の販売

194 ㈱協同商事 小江戸ブルワリー 350-1151 埼玉県川越市今福2908-2 049-244-6911 販売（食品） 酒類販売等

195 コエドボナペティ 350-0824 埼玉県川越市石原町1-18-3 049-236-3111 飲食 洋食

196 小江戸屋台村 祭 350-0066 埼玉県川越市連雀町6-4 090-3435-6745 飲食 屋台村

197 生活協同組合コープみらい コープデリ川越南センター 350-1159 埼玉県川越市中台1-7-19 その他 生活協同組合

198 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 350-1221 埼玉県日高市下大谷沢91-1 042-986-1381 販売（食品） 清涼飲料水の製造、加工および販売

199 寿庵 喜多院店 350-0036 埼玉県川越市小仙波町1-2-11 049-225-1184 飲食 蕎麦等

200 ㈲寿庵　蔵のまち店 350-0063 埼玉県川越市幸町3-18 049-226-9725 飲食 蕎麦等

201 Cona Café 350-1101 埼玉県川越市的場2317-6 090-2553-1939 飲食 カフェ

202 小林家 小さな蔵の博物館 350-0063 埼玉県川越市幸町2-16 090-6547-6586 交通・旅行・観光 川越市指定文化財・資料館

203 呉服かんだ 350-0063 埼玉県川越市幸町3-1 049-222-1235 販売（食品を除く商品・土産等） 着物販売、着物レンタル等

204 高麗神社 350-1243 埼玉県日高市新堀833 042-989-1403 神社仏閣

205 コメダ珈琲店 川越仲町店（㈱シンコウ） 350-1126 埼玉県川越市旭町2-13-1 049-236-3373 飲食 カフェ

206 川越 これがかき氷 350-0062 埼玉県川越市元町1-1-11 049-214-0858 飲食 かき氷

207 サイクルセンターしも 350-0042 埼玉県川越市中原町1-22-1 049-222-3737 販売（食品を除く商品・土産等） 自転車整備、自転車販売等

208 埼玉サンケイ機器㈱ 350-0823 埼玉県川越市神明町64-2 049-222-5334 その他 住宅設備機器総合卸売商社

209 ㈱埼玉スポーツセンター 359-0011 埼玉県所沢市南永井1116 04-2944-9966 その他 スポーツセンター

210 ㈲埼玉不動産鑑定所 350-0042 埼玉県川越市中原町2-15-5 049-222-7374 サービス 不動産業

211 埼玉りそな銀行 川越支店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町8番地1（U_PLACE 4階) 049-245-1251 サービス 銀行

212 最明寺 350-1104 埼玉県川越市小ヶ谷61 049-242-3921 神社仏閣

213 ㈲蔵門 350-0033 埼玉県川越市富士見町23-17 049-297-3300 販売（食品） 和菓子等の販売

214 坂戸グランドホテル㈱ 350-0215 埼玉県坂戸市関間2-6-32 049-281-4122 宿泊 ホテル

215 ㈱櫻井印刷所 350-0062 埼玉県川越市元町2-4-5 049-222-0935 サービス 印刷・出版等

216 割烹ささ川 350-0031 埼玉県川越市小仙波700-1 049-222-0216 飲食 和食

217 幸芋 350-1137 埼玉県川越市大字砂新田411-36 049-214-3841 農業・工業・建設 サツマイモの栽培、販売
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218 一般社団法人さまちか 350-0122 埼玉県比企郡川島町大字下八ッ林923コミュニティセンター2F 049-298-3377 団体・組合 地域振興団体

219 抹茶スイーツ処 茶和々 350-0063 埼玉県川越市幸町7-6 049-227-6191 販売（食品） 抹茶スイーツの販売

220 ㈱山久 350-0856 埼玉県川越市問屋町3-9 049-224-5444 販売（食品を除く商品・土産等） 手芸用品の販売

221 三光産業㈱ 150-8403 東京都渋谷区神宮前3-42-6 03-3403-9197 サービス 印刷業

222 ㈱三商 350-0036 埼玉県川越市小仙波町1-3-8 049-222-9262 農業・工業・建設 建設資材販売等

223 ㈱サンテックス 350-0856 埼玉県川越市問屋町9-1 049-224-2511 サービス 電機・メカ部品を販売するFA機器の商社

224 サントリーフーズ㈱ 108-8503 東京都港区芝浦3-1-1 田町ステーションタワーN 03-6809-5950 販売（食品） 自動販売機による各種食品飲料の販売

225 サン文化企画研究所 350-2215 埼玉県鶴ヶ島市南町1-14-18 049-286-7379 その他

226 CSネットワーク関越㈱ 川越支店 350-1105 埼玉県川越市今成4-19-10 049-244-0902 サービス 保険の相談、販売等

227 CNプレイガイド 113-8509 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル 0570-08-9999 サービス チケット販売等

228 ㈱JTB 川越支店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル5F 049-246-5813 交通・旅行・観光 旅行業

229 ㈱塩野 350-1151 埼玉県川越市今福551 049-243-1222 販売（食品） 漬物の製造、販売

230 ㈲渋谷建材 350-0844 埼玉県川越市鴨田3440-1 049-228-7300 農業・工業・建設 生コンクリート製造販売、建築材料一式販売

231 シマノコーヒー大正館 350-0066 埼玉県川越市連雀町13-7 049-225-7680 飲食 カフェ

232 写真工房leica 350-0822 埼玉県川越市山田909-7 049-225-7542 その他 写真工房

233 淑徳大学 354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1 049-274-1511 団体・組合 大学

234 十限無 350-0055 埼玉県川越市久保町6-6 049-277-5752 飲食 蕎麦等

235 ㈱十吉 350-0031 埼玉県川越市小仙波町4-16-8 049-270-7213 販売（食品） お茶等の販売

236 ㈲昇月堂 350-0044 埼玉県川越市通町1-9 049-222-2092 販売（食品） パン、ケーキ等の販売（モア昇月堂）

237 庄野和幸 その他 個人

238 ㈱昭文社 102-8238 東京都千代田区麹町3-1 03-3556-8156 サービス 地図・旅行情報等を基にしたメディアの企画、販売等

239 昭立プラスチックス工業㈱ 350-0821 埼玉県川越市福田162-1 049-223-1244 農業・工業・建設 プラスチックス製品の製造、販売等

240 昭和工業㈱ 350-0824 埼玉県川越市石原町2-58-16 049-224-6149 農業・工業・建設 ガス、上下水道等の設計施工等

241 ㈲植林やざ和造園 350-0831 埼玉県川越市大字府川829 049-224-5712 農業・工業・建設 造園業

242 ㈲新広社 350-0824 埼玉県川越市石原町2-57-7 049-222-3711 サービス 広告、メディアマーケティング

243 ㈱信栄堂眼鏡店 350-0066 埼玉県川越市連雀町10-1 049-222-0809 販売（食品を除く商品・土産等） 眼鏡の製作、販売

244 社会福祉法人 真寿会 350-1173 埼玉県川越市安比奈新田292-1 049-234-8838 サービス 特別養護老人ホーム等の運営

245 医療法人 真正会 350-1173 埼玉県川越市安比奈新田283-1 049-234-2517 サービス 医療、介護

246 真誓会小江戸川越エリア 団体・組合 ビジネス交流会

247 新創幸会 350-0061 埼玉県川越市喜多町2-1 049-277-3338 販売（食品を除く商品・土産等） 竹細工の製作、販売等

248 ㈲末広商店 350-0032 埼玉県川越市大仙波1275 049-222-3971 その他 鉄・非鉄金属スクラップの仕入・加工・販売等

249 末広町 高砂会 350-0064 埼玉県川越市末広町2-8-3 049-225-4691 団体・組合 高砂の山車保有

250 ㈲須賀印刷 350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-12-1 049-222-1989 サービス 印刷業

251 ㈲スガ人形店 350-0065 埼玉県川越市仲町1-3 049-222-0334 販売（食品を除く商品・土産等） 雛人形等の販売

252 川越いちご園すじの 350-0857 埼玉県川越市松郷757 090-4619-0039 農業・工業・建設 いちごの栽培、販売等（いちご狩り有り）

253 医療法人 千清會 鈴木脳神経外科 350-1175 埼玉県川越市笠幡2082 049-233-7701 サービス 病院（脳神経外科）

254 ㈱スターベニア 350-1166 埼玉県川越市藤倉2-13-25 049-291-2510 販売（食品を除く商品・土産等） ギフト商品の企画・制作・販売

255 すぺいん亭 350-1105 埼玉県川越市今成4-11-4 049-241-3535 飲食 スペイン料理

256 S.P.E.C 350-0065 埼玉県川越市仲町15-19 090-4136-5718 サービス IT事業、アプリ開発等

257 ㈱住谷 350-0822 埼玉県川越市山田266-1 049-222-2147 販売（食品を除く商品・土産等） ユニフォームの販売

258 西武鉄道㈱ 鉄道本部 スマイル＆スマイル部 359-8520 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1 042-926-2551 交通・旅行・観光 鉄道

259 西武ハイヤー㈱ 川越営業所 350-1165 埼玉県川越市南台1-3-6 049-244-7622 交通・旅行・観光 タクシー業

260 ㈱関根電気商会 350-0844 埼玉県川越市大字鴨田2060 049-225-2291 農業・工業・建設 電気工事等

261 ㈲セキュリティ・ライセンス・KOB 359-0044 埼玉県所沢市松葉町3-1 グリムビル2F 04-2997-5110 その他 警備業
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262 セブンイレブン 川越仙波町２丁目店 350-0034 埼玉県川越市仙波町2-1-5 049-223-8068 その他 コンビニエンスストア

263 セブンイレブン 川越六軒町店 350-0041 埼玉県川越市六軒町1-15-4 049-222-0446 その他 コンビニエンスストア

264 ㈱セブンサービス企画装飾 370-3517 群馬県高崎市引間町932-4 050-3541-5380 その他 イベントの企画・会場設営・運営等

265 染色工房 稲木 350-0065 埼玉県川越市仲町9-10 048-463-0681 交通・旅行・観光 染色体験等

266 SENTIAMO 350-0043 埼玉県川越市新富町1-3-5Actree川越3F 049-299-7250 飲食 洋食

267 仙波東照宮 350-0036 埼玉県川越市小仙波町3-2-2 049-222-2008 神社仏閣

268 仙波若波会 350-0034 埼玉県川越市仙波町2-6-42 080-6550-0024 団体・組合 仙波二郎安家の山車保有

269 ㈱ゼンリン 大宮営業所 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2大宮サウスゲート9F 048-767-5758 サービス 地図データベースの提供、ソフトウェア開発等

270 そうび木のアトリエ 350-0062 埼玉県川越市元町2-1-1 049-223-1293 販売（食品を除く商品・土産等） 木製製品の販売等

271 社会福祉法人 皆の郷 第２川越いもの子作業所 350-1105 埼玉県川越市今成3-13-3 049-224-5045 販売（食品） 煎餅・うどん等の製造、販売

272 ㈱第一建築設計事務所 350-1126 埼玉県川越市旭町3-19-3 049-243-0357 農業・工業・建設 建築総合設計・監理等

273 うなぎ大穀 350-1137 埼玉県川越市砂新田東裏103 049-244-8895 飲食 うなぎ料理

274 太盛運輸㈲ 350-1131 埼玉県川越市岸町3-19-5 049-242-1168 その他 棄物収集運搬等

275 大玉や 350-0063 埼玉県川越市幸町16-4 049-222-1255 販売（食品） 煎餅の販売

276 大八 勝山 350-0057 埼玉県川越市大手町14-7 049-224-0072 飲食 中華料理

277 ㈲大門 350-0035 埼玉県川越市西小仙波1-16-12 ライオンズマンション305 049-225-5535 飲食 ラーメン

278 ダイヤモンド交通㈱ 350-1153 埼玉県川越市下松原488-4 049-248-2233 交通・旅行・観光 タクシー業

279 ㈱太陽軒 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目1-23 049-222-0259 飲食 洋食

280 株式会社タカインフォテクノ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町1-3グランベル川越ビル4F 049-246-5588 サービス 情報通信業

281 高松運輸㈱ 350-1110 埼玉県川越市豊田町3-22-5 049-249-0111 その他 自動車関連の輸送等

282 ㈱田島造園 350-0853 埼玉県川越市城下町38-6 049-223-0789 農業・工業・建設 造園業

283 ㈲立ち華葬祭 350-0032 埼玉県川越市大仙波970-1 049-299-8910 サービス 葬儀業

284 立原電機㈱ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町29-52 049-242-3266 農業・工業・建設 電力量計の各種部品の製造、販売

285 田中一人 その他 個人

286 ㈱旅雲 350-0814 埼玉県川越市平塚19-6 049-231-7760 交通・旅行・観光 旅行業

287 玉力製菓㈱ 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-7 049-222-1386 販売（食品） 駄菓子等の販売

288 小さな旅 川越温泉 350-1112 埼玉県川越市上野田町41-7 049-249-4126 交通・旅行・観光 入浴施設

289 ㈱茶茶 341-0012 埼玉県三郷市半田217-1 048-958-4751 販売（食品） 和菓子の販売

290 ちゃぶだい Guesthouse＆Cafe 350-0054 埼玉県川越市三久保町1-14 049-214-1617 宿泊 ゲストハウス・カフェ

291 ㈲中央衛生 350-0034 埼玉県川越市仙波町2-13-16 049-222-6675 その他 清掃・廃棄物処理業

292 (宗)川越観音長徳寺 350-0034 埼玉県川越市仙波町3-31-23 049-222-2031 神社仏閣

293 通訳案内士 鈴木美和子 その他 個人

294 月の宿KAGUYA 350-0003 埼玉県川越市八ツ島52-1 049-230-4838 宿泊 ホテル

295 ㈲つちかね 350-0043 埼玉県川越市新富町1-5-4 049-222-0836 販売（食品を除く商品・土産等） 民芸品・土産品販売

296 ㈱つるや 350-1122 埼玉県川越市脇田町11-2 049-225-1331 販売（食品を除く商品・土産等） 着物販売、着物レンタル等

297 TSP太陽㈱さいたま営業所 331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-276-1 03-3719-3585 サービス イベント企画・運営

298 テイシン警備㈱ 350-0043 埼玉県川越市新富町1-12-2 049-224-6365 その他 警備業

299 デイリーホテル 川越店 350-0066 埼玉県川越市連雀町22-5 049-222-1100 宿泊 ホテル

300 ㈱データプリント 356-0036 埼玉県ふじみ野市南台2-7-5ライオンズ106清水内 049-264-5744 サービス 印刷業

301 Te’PAN Le OMUS 350-0063 埼玉県川越市幸町8-11 明文館201 049-298-6377 飲食 洋食

302 寺子屋本舗 350-0063 埼玉県川越市幸町10-2 049-223-7282 販売（食品） おかき等の販売

303 ㈱電成社 350-0054 埼玉県川越市三久保町14-4 049-225-0280 農業・工業・建設 電気設備・保守点検等

304 てんぬま 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町1-14 049-225-0012 飲食 天ぷら料理

305 天然寺 350-0034 埼玉県川越市仙波町4-10-10 049-222-6151 神社仏閣
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306 ㈲道灌 350-0053 埼玉県川越市郭町2丁目11-3 049-222-1576 販売（食品） 和菓子等の販売

307 東京海上日動火災保険㈱ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-10 三井生命川越駅前ビル5F 049-247-1151 サービス 損害保険業

308 ㈱東京海上日動パートナーズEAST 350-1123 埼玉県川越市脇田本町6-20　くぼたビル3F 049-249-5551 サービス 損害保険代理業

309 東上ハイヤー㈱ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13 049-242-9334 交通・旅行・観光 タクシー業

310 東上ビルヂング㈱ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町15-13 049-242-3102 サービス 不動産業

311 東都発条㈱ 350-0844 埼玉県川越市鴨田大町1380 049-224-3411 農業・工業・建設 バネ、スプリング等の製造

312 ㈱東武ストア川越店 350-1122 埼玉県川越市脇田町103 049-225-3101 その他 スーパーマーケット

313 東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 営業統括部 営業部 営業企画推進課（池袋） 171-0021 東京都豊島区西池袋1-10-10 東武アネックスビル5F 03-3985-4164 交通・旅行・観光 鉄道

314 東武トップツアーズ㈱　東上支店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町13-5　第一生命ビル5F 049-257-4365 交通・旅行・観光 旅行業

315 東武バスウエスト 川越営業事務所 350-0823 埼玉県川越市神明町14-8 049-222-0671 交通・旅行・観光 旅客自動車運送事業等

316 東邦音楽大学 350-0015 埼玉県川越市今泉84 049-235-2157 団体・組合 大学

317 ㈲東洋堂 350-0056 埼玉県川越市松江町2-6-9 049-222-1852 販売（食品） 芋菓子等の販売

318 東洋ビーネット 104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン 03-3272-5945 サービス 不動産業、農業事業等

319 (公財)遠山記念館 350-0128 埼玉県比企郡川島町白井沼675 049-297-0007 交通・旅行・観光 遠山記念館

320 徳栄産業㈱ 350-0825 埼玉県川越市月吉町21-21 049-222-9222 農業・工業・建設 土木、建築工事等

321 ㈲轟屋 350-0066 埼玉県川越市連雀町7-2 049-222-0774 販売（食品） 乾物、水産物加工品等の販売

322 ㈱トライアングルスター 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-15-13 049-299-5520 サービス 広告代理業

323 Trattoria Caro 350-0066 埼玉県川越市連雀町14-2 シャトー連雀1A 049-299-8959 飲食 洋食

324 虎屋商事㈱ 350-0856 埼玉県川越市問屋町5-10 049-224-1300 販売（食品） 菓子卸売事業、菓子販売等

325 ㈲鳥清 350-0063 埼玉県川越市幸町14-2 049-222-0124 飲食 和食

326 トリック3DアートinCOEDO 350-0062 埼玉県川越市元町1-13-1 049-298-4727 交通・旅行・観光 トリックアート美術館

327 ドン・キホーテ 川越店 350-0031 埼玉県川越市小仙波町938-2 049-223-1751 その他 総合ディスカウントストア

328 北海道生まれ和食処とんでん 川越富士見店 350-0033 埼玉県川越市富士見町12-17 049-224-4251 飲食 和食

329 中市本店 350-0063 埼玉県川越市幸町5-2 049-222-0126 販売（食品） 乾物等の販売

330 中正屋 350-0824 埼玉県川越市石原町1-2-1 049-224-5031 飲食 蕎麦等

331 ナカシン紙商 350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-11-3 049-298-5166 販売（食品を除く商品・土産等） 封筒印刷、紙製品の販売等

332 ㈱長峰園 350-0062 埼玉県川越市元町2-2-5 049-223-3210 販売（食品） お茶等の販売

333 並木造園㈱ 350-0016 埼玉県川越市木野目1590-1 049-235-2012 農業・工業・建設 造園業

334 (宗)成田山川越別院 本行院 350-0055 埼玉県川越市久保町9-2 049-222-0173 神社仏閣

335 なるかわ農園 350-1153 埼玉県川越市下松原196 農業・工業・建設 農産物の栽培、販売

336 西川会計事務所 350-0063 埼玉県川越市幸町1-7 049-224-0320 サービス 会計事務所

337 ㈱ニフス 350-1175 埼玉県川越市笠幡4527-1 049-234-8090 サービス 医療施設・福祉施設の食事サービス等

338 日本医療科学大学 英語クラブ 350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276 049-294-9000 団体・組合 大学

339 ㈱日本総合音楽研究 350-0032 埼玉県川越市大仙波973-8 049-224-1281 その他 音体教育の講習等

340 ぶどうと苺の沼田園 350-1101 埼玉県川越市的場135-2 049-231-3612 農業・工業・建設 ぶどう、いちご等の栽培、販売（フルーツ狩り有り）

341 根岸督好 その他 個人

342 入西屋米店 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目11-2 049-222-1357 販売（食品） 米穀の販売等

343 ㈲はすみ 350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-15-10 049-224-5240 飲食 蕎麦等

344 川越パターテ 350-0063 埼玉県川越市幸町3-3 049-227-6600 販売（食品） ジェラート等の販売、カフェ

345 Hatago COEDOYA 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-1　立門前第1ビル 049-277-4901 宿泊 ホテル

346 ㈱八十二銀行川越支店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-22 049-224-8182 サービス 銀行

347 初雁興業㈱ 350-0815 埼玉県川越市鯨井1705-2 049-231-0800 農業・工業・建設 工事・設計等

348 ㈲初かり亭 350-0838 埼玉県川越市宮元町61-4 049-224-0314 飲食 さつまいも料理等

349 ㈱服部金属 350-0853 埼玉県川越市城下町83 049-222-6568 その他 鉄・非鉄金属スクラップの仕入・加工・販売等
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350 服部民俗資料館 350-0063 埼玉県川越市幸町6-8 049-222-0337 交通・旅行・観光 史料を展示する資料館

351 HATSUNEYA GARDEN 350-0062 埼玉県川越市元町1-9-8 049-222-2300 飲食 洋食

352 花だたみ工房 かんだ 350-0062 埼玉県川越市元町2-8-10 049-222-0417 販売（食品を除く商品・土産等） 畳を使用した小物の販売

353 ㈲花鐵 350-0066 埼玉県川越市連雀町7-1 049-222-0679 販売（食品を除く商品・土産等） 生花販売等

354 馬場食品工業㈱ 350-0823 埼玉県川越市神明町45-1 049-222-1320 販売（食品） 菓子類の製造

355 林屋 川越店 350-0065 埼玉県川越市仲町2-4 049-226-3058 飲食 うなぎ料理

356 飯能信用金庫 南大塚支店 350-1165 埼玉県川越市南台2-2-3 049-243-3666 サービス 信用金庫

357 Peel off 350-0066 埼玉県川越市連雀町2-6 049-245-2883 販売（食品） フルーツサンドの販売

358 東日本旅客鉄道㈱大宮支社 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町434番地4 048-642-7384 交通・旅行・観光 鉄道

359 氷川・浅間・愛宕神社 350-0045 埼玉県川越市南通町19-3 049-222-1396 神社仏閣

360 (宗)氷川神社 350-0052 埼玉県川越市宮下町2-11-3 049-224-0589 神社仏閣

361 氷川神社結婚式場 350-0052 埼玉県川越市宮下町2-11-3 049-222-8417 サービス ブライダル

362 ビストロ岡田 350-0065 埼玉県川越市仲町7-13 049-225-4608 飲食 洋食

363 日なた 350-0057 埼玉県川越市大手町3-14 049-227-6689 販売（食品を除く商品・土産等） リサイクル着物の販売

364 小江戸川越変身処 美々庵 350-0063 埼玉県川越市幸町14-5 090-3524-8979 サービス 着物レンタル等

365 手打そば 百丈 350-0062 埼玉県川越市元町1-1-15 049-226-2616 飲食 蕎麦等

366 平野司法書士事務所 350-1123 埼玉県川越市脇田本町29-37 049-243-8526 サービス 司法書士業

367 風凛 350-0065 埼玉県川越市仲町6-4 049-222-0231 飲食 和食

368 face by ipsilon 350-0838 埼玉県川越市宮元町2-9 － 販売（食品を除く商品・土産等） 手づくり腕時計の販売等

369 笛木醤油㈱ 350-0063 埼玉県川越市幸町10-5 049-225-6701 販売（食品） 醤油等の販売

370 ㈱フカワビジネス 350-0856 埼玉県川越市問屋町8-1 049-226-3001 販売（食品を除く商品・土産等） 文房具、事務機、家具の販売等

371 ㈱福登美 350-1123 埼玉県川越市脇田本町24-21アーバンビル脇田本町1階 049-247-2913 飲食 日本料理

372 ㈲冨久屋 350-0066 埼玉県川越市連雀町10-1 049-222-0887 飲食 蕎麦等

373 ㈲福呂屋 350-0063 埼玉県川越市幸町15-1 049-222-1103 販売（食品） 和菓子等の販売

374 税理士法人 藤井会計 350-0065 埼玉県川越市仲町13-7 049-224-1223 サービス 会計事務所

375 ㈱不二ビルサービス 350-0046 埼玉県川越市菅原町20-17 049-226-5222 その他 総合ビル管理サービス等

376 武州瓦斯㈱ 350-1113 埼玉県川越市田町32-12 049-247-5428 サービス 都市ガス・ガス器具の販売等

377 創作ちりめん布遊舎 350-0065 埼玉県川越市仲町6-3 049-223-4520 販売（食品を除く商品・土産等） 和雑貨等の販売

378 ㈱プラニクス 350-0032 埼玉県川越市大仙波338-1 049-228-0802 農業・工業・建設 電解金めっき等の製造、販売

379 ㈱プランズ 350-0046 埼玉県川越市山田644-1 049-224-4021 サービス グラフィックデザイン、広告制作等

380 ㈱プランドゥ・ジャパン 105-0012 東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト401 03-5470-4401 その他 イベント企画等

381 合同会社フリップ（豊岡鞄 川越店） 350-0043 埼玉県川越市連雀町1-6-9アルコート川越101 049-222-0944 販売（食品を除く商品・土産等） 鞄の販売

382 ガラス工房 Glass Art Bluemoon 350-0065 埼玉県川越市仲町10-13 049-226-0833 交通・旅行・観光 ガラス体験等

383 古尾谷八幡神社 350-0001 埼玉県川越市古谷上2071 049-235-1682 神社仏閣

384 NPO法人 プレイグラウンド 350-0062 埼玉県川越市元町1-1-1 049-223-0733 サービス 川越スカラ座（映画館）の運営

385 フローリスト 花和 350-0041 埼玉県川越市六軒町1-11-1 049-222-0917 販売（食品を除く商品・土産等） 生花販売等

386 Floret 350-0054 埼玉県川越市三久保町8-7 049-211-6599 販売（食品） クレープの販売

387 ブロマージェ 350-0063 埼玉県川越市幸町1-9 049-277-4831 販売（食品） クランチチョコレートの販売

388 ㈱フロロコート 350-0833 埼玉県川越市芳野台1-103-37 049-224-8952 農業・工業・建設 フッ素樹脂コーティング等

389 ヘアーサロン銀パリ 350-0063 埼玉県川越市幸町7-5 049-224-9753 サービス 理容店

390 ベトナム小粋雑貨 サニーサイドテラス 350-0063 埼玉県川越市幸町3-15 049-226-2908 販売（食品を除く商品・土産等） ベトナム雑貨の販売

391 ㈲ベニーノコーポレーション 350-0044 埼玉県川越市通町10-6 049-222-3959 飲食 洋食

392 ㈱豊翔 350-1159 埼玉県川越市中台2-19-20 049-247-7775 サービス デザイン制作、印刷等

393 北陸火工㈱ 929-1205 石川県かほく市若緑ツ121-1 076-281-2033 その他 花火の製造、販売等
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394 ㈱細村 350-1126 埼玉県川越市旭町3丁目21-7 049-242-4315 販売（食品を除く商品・土産等） 文具紙製品･OA機器等の販売

395 堀尾建設㈱ 350-0042 埼玉県川越市中原町1-21-2 049-224-3231 農業・工業・建設 総合建設業、不動産業等

396 ホンダ製菓㈱ 350-0831 埼玉県川越市府川1313-2 049-224-2611 販売（食品） 米菓の製造、販売

397 ㈲ぽんぽこ亭 350-1142 埼玉県川越市藤間151-7 049-245-0861 飲食 うなぎ料理

398 Market TERRACE 350-1168 埼玉県川越市大袋650 埼玉川越総合卸売市場内 049-293-5205 飲食 農産物を使用した料理等

399 まことや 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-4 049-224-2915 飲食 太麺焼きそば

400 舛屋酒店 350-0057 埼玉県川越市大手町14-3 049-222-1500 販売（食品） 酒類販売

401 ㈱まちづくり川越 350-0043 埼玉県川越市新富町1丁目10-1 049-228-8888 その他 公共施設等の管理

402 ㈱マツザキ 350-1124 埼玉県川越市新宿町1-25-48 049-220-1622 販売（食品） 酒類販売

403 ㈱松村工務店 350-0041 埼玉県川越市六軒町1-19-4 049-222-1153 農業・工業・建設 建築工事等

404 ㈱松村屋旅館 350-0062 埼玉県川越市元町1-1-11 049-222-0107 宿泊 旅館

405 松本事務器株式会社 350-0062 埼玉県川越市元町1-6-2 049-224-3949 販売（食品を除く商品・土産等） 自動車販促用品・事務用品等の販売

406 ㈱松本醤油商店 350-0065 埼玉県川越市仲町10-13 049-222-0432 販売（食品） 醤油等の販売

407 松山商店 350-0066 埼玉県川越市連雀町7-1 049-222-2374 販売（食品） だんご等の販売

408 ㈲松陸製菓 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目11-6 049-222-1577 販売（食品） 和菓子等の販売

409 沖縄物産＆こだわり食材 真南風 350-0065 埼玉県川越市仲町3-17 049-224-5758 販売（食品） 沖縄の食品等の販売

410 マルケイ角屋 350-0043 埼玉県川越市新富町1-9-4 049-223-7001 販売（食品） 酒類販売

411 丸ネ木材㈱ 350-0052 埼玉県川越市宮下町1-3-12 049-222-0570 農業・工業・建設 建築工事等

412 ㈱丸広百貨店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-6-1 049-224-1111 その他 百貨店

413 ㈱丸紅食器設備 350-0856 埼玉県川越市問屋町5-5 049-222-3017 販売（食品を除く商品・土産等） 食器・厨房設備販売等

414 丸和だんご㈱ 350-1171 埼玉県川越市池辺265 049-243-9323 販売（食品） だんご等の販売

415 ㈱三上工務所 350-0036 埼玉県川越市小仙波町1-3-8 049-222-0711 農業・工業・建設 土木、建築工事等

416 ㈲三澤屋木材 350-0824 埼玉県川越市石原町1-18-10 049-222-1025 農業・工業・建設 住宅リフォーム、木材製品の販売

417 日本料理 美鈴 350-0065 埼玉県川越市仲町5-2 049-222-0368 飲食 和食

418 ㈱みずほ銀行 川越支店 350-0043 埼玉県川越市新富町2-10-5 049-225-2216 サービス 銀行

419 水村圭司 その他 個人

420 Mrs. hamburger 350-0066 埼玉県川越市連雀町8-1 080-1060-6330 飲食 ハンバーガー等

421 医療法人 豊仁会 三井病院 350-0066 埼玉県川越市連雀町19-3 049-222-5321 サービス 病院

422 みっふぃー蔵のきっちん＆ベーカリー 350-0063 埼玉県川越市幸町8-5 049-223-7282 販売（食品を除く商品・土産等） 土産品販売

423 水上製本所 350-0043 埼玉県川越市新富町1-4-4 049-226-3452 販売（食品を除く商品・土産等） 紙製品等の販売

424 有限会社ミネ五十子印刷 350-1334 埼玉県狭山市狭山12-19 04-2952-2701 サービス 印刷、製本、ホームページ制作等

425 都屋製菓 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目3-16 049-222-1988 販売（食品） だんご等の販売

426 宮本都音楽事務所 350-1122 埼玉県川越市脇田町5-10ジョイ・ファーストビル6F その他 音楽事務所

427 (宗)妙昌寺 350-0067 埼玉県川越市三光町29-1 049-222-2414 神社仏閣

428 妙善寺 350-0046 埼玉県川越市菅原町9-6 049-222-7559 神社仏閣

429 (宗)三芳野神社(戸田髙弘） 350-0053 埼玉県川越市郭町1-19-9 049-224-8759 神社仏閣

430 ミルキーウェイブ 350-0051 埼玉県川越市志多町17-2 049-222-1101 飲食 洋食

431 ㈱百足屋 350-0056 埼玉県川越市松江町2-5-11 049-292-0075 その他 土産品販売、カフェ、着物レンタル等

432 NPO法人 武蔵観研 350-0036 埼玉県川越市小仙波町2-44-11-112 090-2650-2136 交通・旅行・観光

433 六三四堂印刷㈱ 350-1123 埼玉県川越市脇田本町25-14 049-242-0329 サービス 印刷業

434 武蔵野うどん湊 350-0057 埼玉県川越市大手町5-1 049-298-7371 飲食 うどん

435 そば御膳 むさしや 350-0821 埼玉県川越市福田121-1 049-222-7747 飲食 蕎麦等

436 ㈱メールハウス 350-0856 埼玉県川越市問屋町3-7 049-229-1000 サービス メーリングサービス等

437 Modesty 350-0043 埼玉県川越市新富町1-3-9 アミティ本川越201 049-223-7701 飲食 洋食
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438 ヤオコー川越美術館 350-0851 埼玉県川越市氷川町109-1 049-223-9511 交通・旅行・観光 美術館

439 柳屋酒店 350-0051 埼玉県川越市志多町2-1 049-222-1157 販売（食品） 酒類販売

440 ㈲山口油材 350-0031 埼玉県川越市小仙波671 049-222-1003 サービス 石油、プロパン、燃料

441 (財)山崎美術館 350-0065 埼玉県川越市仲町4-13 049-222-2053 交通・旅行・観光 美術館

442 ㈱山田隆広ピアノオフィス 350-0838 埼玉県川越市宮元町40-33 2F 049-290-7662 その他 ピアノ教室等

443 ㈱山本商店 350-0052 埼玉県川越市宮下町1-2-2 049-224-0877 販売（食品） 飲料（酒類含む）、調味料等の販売

444 料亭 山屋 350-0063 埼玉県川越市幸町11-2 049-224-0048 飲食 日本料理

445 陶舗やまわ 350-0063 埼玉県川越市幸町7-1 049-222-0989 販売（食品を除く商品・土産等） 陶芸品の販売等

446 ㈲山田塗装工業所 350-0807 埼玉県川越市吉田168-4 049-231-1760 農業・工業・建設 金属塗装等

447 弓削多醤油株式会社 350-0246 埼玉県坂戸市多和目475 049-286-0811 販売（食品） 醤油等の販売

448 柚屋 350-0065 埼玉県川越市仲町1-4 2F 049-227-9150 サービス 着物レンタル等

449 ユヌブリーズ 350-0063 埼玉県川越市幸町3-8 049-299-7152 販売（食品を除く商品・土産等） ドライフラワー等の販売、カフェ

450 ㈲夢の旅行社 350-0016 埼玉県川越市木野目1036-3 049-236-0055 交通・旅行・観光 旅行業

451 川越湯遊ランド・ホテル三光 350-0043 埼玉県川越市新富町1-9-1 049-226-2641 宿泊 ホテル、入浴施設

452 (宗)養寿院 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目11-1 049-222-0846 神社仏閣

453 ㈲横重本店 350-0056 埼玉県川越市松江町2-2-4 049-225-4545 その他 卸売業

454 横田ハウス㈱ 350-1137 埼玉県川越市砂新田2-5-15 049-238-7788 農業・工業・建設 プレハブの制作、販売、施工

455 ㈲吉岡金物店 350-0066 埼玉県川越市連雀町4-3 049-222-1238 販売（食品を除く商品・土産等） 金物販売

456 ㈲吉岡商店 350-0856 埼玉県川越市問屋町3-12 049-224-5266 農業・工業・建設 食品包装材料

457 よしおかＹＡ 350-0062 埼玉県川越市元町2-11-4 049-222-1987 販売（食品） 菓子類の販売

458 吉仁製菓 350-0062 埼玉県川越市元町2丁目7-6 049-222-2362 販売（食品） 菓子類の販売

459 吉田謙受堂 350-0066 埼玉県川越市連雀町13-8 049-222-0226 販売（食品を除く商品・土産等） 書籍販売

460 ㈲吉寅 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目9-3 049-222-0102 飲食 すき焼き等

461 ㈱吉野園 350-0043 埼玉県川越市新富町1-12-2 049-222-4188 販売（食品） お茶等の販売

462 ㈱貴響 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目13-7 049-224-0333 飲食 寿司等

463 ㈱ライスセンター金子（小江戸市場カネヒロ） 350-0021 埼玉県川越市大中居467-1 049-242-3239 販売（食品） 米穀の製造、販売等

464 川越ベーカリー楽楽 350-0062 埼玉県川越市元町2-10-13 049-257-7200 販売（食品） パンの販売

465 着物レンタル梨花和服川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町1-3-5Actree川越7F 049-227-7080 サービス 着物レンタル等

466 ㈲龍月 350-0062 埼玉県川越市元町1丁目6-11 049-222-4995 販売（食品） 和菓子等の販売

467 隆清堂 350-0055 埼玉県川越市久保町3-17 049-224-6265 販売（食品） 芋菓子等の販売

468 鉄板焼 LUCE 350-0062 埼玉県川越市元町2-6-1 2A 049-298-6762 飲食 鉄板焼き料理等

469 ㈲ルジョン・コーポレーション 350-1101 埼玉県川越市的場118 049-231-2527 サービス 不動産業

470 ㈱ルミネ川越店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町39-19 049-240-6201 その他 ルミネ川越の運営

471 レ・ジェイド川越マンションギャラリー 350-0046 埼玉県川越市菅原町21-2 049-227-2600 サービス 不動産業

472 レクサス川越 350-0857 埼玉県川越市松郷858-2 049-229-2600 販売（食品を除く商品・土産等） 自動車販売等

473 ㈲レストラン 太陽 350-0043 埼玉県川越市新富町2-4-2 049-224-0879 飲食 洋食（ビストロ プティ ソレイユ）

474 レモネードbyレモニカ 川越店 350-0062 埼玉県川越市元町2-9-19 049-298-7073 販売（食品） レモネードの販売

475 蓮馨寺 350-0066 埼玉県川越市連雀町7-1 049-222-0043 神社仏閣

476 連雀町 雀會 350-0066 埼玉県川越市連雀町15-7 049-222-3336 団体・組合 川越まつりの囃子連

477 ㈱ワールドチェンジアナリシス 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-446-547 048-782-5094 サービス 情報通信業

478 ワインスタンド PON! 350-0065 埼玉県川越市仲町5-7 049-224-2626 飲食 ワインバー

479 ㈱若海工務店 350-0016 埼玉県川越市木野目1431-3 049-235-0878 農業・工業・建設 土木、建築工事等

480 和紙の山田 350-0043 埼玉県川越市新富町2-1-4 049-222-1253 販売（食品を除く商品・土産等） 和紙等の販売

481 渡邊光一 その他 個人
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482 渡辺食品製造所 350-0035 埼玉県川越市西小仙波2-17-24 049-222-6629 販売（食品） 納豆の販売

483 ㈱ワンウェイ 350-1104 埼玉県川越市小ケ谷873-1 049-225-9111 サービス イベント機材レンタル、企画、運営等

484 ㈱ワンバレット 350-1123 埼玉県川越市脇田本町29-4ローヤルシティ川越802 090-5819-7824 その他 SDGsボードゲーム、飲食事業等

http://koedo-natto.rexw.jp/
https://www.one-way.co.jp/

