
順不同・敬称略

No. 店舗名 所在地 電話番号 業種・取扱品目など

1 野村石油 里９４９ ６９－２１１０ ガソリンスタンド

2 松寿司 楡俣新田８６－１ ６９－３９５９ 飲食

3 モントレ 四郷２７－１ ６９－４７３７ 喫茶

4 フルーツショップ果恋 楡俣新田３７７－１ ６９－２０２２ 青果

5 青木製菓舗 海松新田８７０ ６９－３３８６ 菓子製造小売

6 七福 塩喰２４６７－１ ３５－３４４５ 飲食

7 （有）ハリカ輪之内 下大榑新田１０５７－１ ６９－４６１０ ギフト

8 まきのクリーニング 東大薮店 大藪２５０４－３ ６９－５３６６ クリーニング

9 ㈱小寺電気商会 下大榑新田２１１ ６９－２５９７ 電気工事業　他

10 ヒーリングサロンＳｏｐｈｉａ（ソフィア） 海松新田１００１－１２ ０９０－７０３９－９８０３ アロマトリートメント　他

11 美容室　チャンティ 下大榑新田１６１０－１ ６８－２３３０ 美容

12 牧野屋 海松新田８７２ ６９－２２５４ 飲食

13 （有）美容室ピスト 楡俣新田４１－３ ６９－２３４０ 美容一般

14 宮川商店 下大榑１２９１２ ６９－２１６８ 食品小売　他

15 棚橋食品 楡俣１３０５ ６９－２０５４ 各種食料品　他

16 （株）BEN　TEC（ベン　テック） 中郷新田３６８ ６９－４６４６ 家電

17 （株）安田新聞店 大藪５５８－１ ６９－２０３１ 新聞販売

18 台湾料理　萬楽 四郷３３９ ６９－５６３９ 飲食

19 コインランドリー１○１（イチマルイチ） 四郷２９３－３ ６９－３５２４ コインランドリー

20 広見屋 藻池新田４９２２ ６９－２４３０ 飲食

21 カフェレスト ほっぺ 下大榑新田１５７７－１ ３８－７１５９ 飲食

22 中島自転車店 福束新田８７０－２ ６９－２０７２ 自転車販売修理

23 山粂商店 大藪６６４ ６９－２００８ 酒類販売

24 マッハスポーツ 大藪２８１ ６９－２４０５ スポーツ用品　他

25 クレソン 中郷新田１７８７－１ ６９－５２６２ 軽飲食

26 油屋商店 里３５３ ６９－３２１１ 酒類販売

27 荒川木工所 大吉新田５８４ ６９－２８８７ 木製建具

28 メナード安八輪之内 下大榑新田４５８－１ ０８０－６９０４－５２１９ エステ　他

29 CONCO８（コンコヤ） 四郷２８０－１（森のわくわくの庭 内） ０８０－３６１４－０６２７ 飲食

30 ティアレ 下大榑新田１４８５ ０８０－３６１４－０６２７ 飲食

31 理容　ハート 大藪２４０１－１ ６８－２７５５ 理容

32 ウラマツ理容店 大藪７７６ ６９－２１３２ 理容

33 里鎌屋 大藪６５８－２ ６９－２０３０ 菓子　他

34 イトウ理容院 大藪５７９ー４ ６９－３８４６ 理容

35 森島商店　フォトスタジオフラッシュ２１ 里９９２－１ ６９－２９０２・２１４７ 学用品・写真

36 イオンビッグ（株）ザ・ビッグ輪之内店 四郷２２９ ６９－５２１１ 小売

37 真心多聞 福束新田１６６－１ ６９－２１５６ ガソリンスタンド

38 ゲンキー輪之内店 四郷２０８ ６８－１２８０ 小売　他

39 カットハウス　ヤノ 里９９２－２ ６９－２１７２ 理容

40 ビィーンズ 楡俣新田４１９－１ ０８０－３６５４－０１３６ 喫茶

41 高橋電化センター 里９９８－１ ６９－２１３７ 家電販売修理

42 Yショップ　村田屋 藻池新田４９０８ ６９－２０６５ 食品小売

43 将軍堂（株）安八事業所 中郷新田１４５５－１ ３８－７２００ その他のサービス

44 あさのスタジオ 楡俣新田４１－１ ６９－２２６０ 各種撮影

45 喫茶　暖 福束１５５６－１ ６９－３９６０ 飲食

46 （有）伊藤設備 福束２１６３ ６９－２５７５ 管工事　他

47 松岡理容 下大榑新田２１１－９ ６９－３３８５ 理容

48 小川屋 大吉新田９４６－１ ６９－２８６２ 生菓子製造販売

49 森のわくわくの庭 輪之内店 四郷２８０－１ ６９－５７８０ 屋内テーマパーク

50 moriwaku cafe（モリワクカフェ） 四郷２８０－１（森のわくわくの庭 内） ６９－５７８０ 飲食

51 森の本屋 四郷２８０－１（森のわくわくの庭 内） ６９－５７８０ 本屋

52 喫茶たんぽぽ 下大榑新田７０３ ６９－２２９７ 飲食

53 はりきゅう リポイント 中郷１００８－４ ６９－５９３０ はり・きゅう

54 片山理容院 中郷新田２０８９ ６９－２０７５ 理容

55 輪之内軽トラ朝市 四郷２５３０－１ ６９－３１３８ 地場産野菜　他

56 ファミリーマート安八輪之内町店 中郷１０２５－３ ６８－１１３２ コンビニエンスストア

57 農業屋輪之内店 四郷２２９ ６８－２０１０ 農業用品販売

58 ファミリーマート安八大藪店 大藪８７０－１ ６８－０５０６ コンビニエンスストア

59 中華料理　慶盛園 福束１７８０－１ ０８０－６９１８－０６２８ 飲食
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