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肴や熊谷店 熊谷市 宮前町２－６０ 飲食店 JS-0004-3030

旬彩ダイニング浪漫 熊谷市 宮前町２－９５　カーサ・ラゴルナ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5270

NaturalDiningLammin 熊谷市 宮町２－１５２　水野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-8869

大島屋熊谷銀座店 熊谷市 銀座２－５７－１ 飲食店 JS-0004-3609

志ち福 熊谷市 戸出８７９－２　　 飲食店 ZN-2000-6944

炭火酒処いろどり 熊谷市 桜木町１－４０　サウスビル１Ｆ北 飲食店 ZN-2000-5553

料理 佐とう 熊谷市 拾六間１０２９－１ 飲食店 JS-0002-0608

プリーモチーズカフェ 熊谷市 拾六間７６３－１　　 飲食店 ZN-0001-0789

寿司・海鮮・宴会北八 熊谷市 拾六間７６３－１　フェスティバルガーデン籠原内　 飲食店 ZN-0001-1070

レストランアミュゼ 熊谷市 上川上５１３－１ 飲食店 JS-0000-3716

グリル K 熊谷店 熊谷市 新島１２－４　　 飲食店 ZN-0000-9650

812 熊谷市 新堀１０３８－２ 飲食店 JS-0004-8570

たまり BA 熊谷市 新堀新田６５０－３２ 飲食店 JS-0001-7500

カーヴ隠れや熊谷店 熊谷市 星川２－４１　グートビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6318

粋人熊谷店 熊谷市 星川２－５７　朝日ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7988

やきとり桃太郎 熊谷市 星川２－６５　フカミビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7200

すすきの 熊谷市 石原１２１３ 飲食店 JS-0004-1660

大衆焼肉飯店熊谷新風 熊谷市 代８４４－４　　 飲食店 ZN-2000-6658

てぃーだ 熊谷市 筑波１－１７２－２　ハラフクビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-8135

浜焼太郎熊谷店 熊谷市 筑波２－１００ 飲食店 JS-0005-0571

熊谷バル オトーニョ 熊谷市 筑波２－１０８ 飲食店 JS-0003-6411

多酒食彩つかさ 熊谷市 筑波２－３０ 飲食店 JS-0001-0500

ぴぽろ巣 熊谷市 筑波２－３７　　 飲食店 ZN-2000-4191

ホルモン酒場子豚食堂 熊谷市 筑波２－３７　ＳＪビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5209

かくれ家梟 熊谷市 筑波２－３９－１　飯塚ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-4273

ジータ 熊谷市 筑波２－４６－９　　 飲食店 ZN-0001-2397

CLUB DOLCE 熊谷市 筑波２－４９　駅前ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2687

季ノ膳 熊谷市 筑波２－４９　二葉ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1292

市場の食卓ブッチャーズハウス 熊谷市 筑波２－５４　オーキッドビル２Ｆ－Ｂ 飲食店 JS-0002-7558

卓球× Lounge PINGPONG 熊谷市 筑波２－５４　オーキッドビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-8217

窯 マチルダ 熊谷市 筑波２－５４－１ 飲食店 JS-0000-6149

PANACEE 熊谷市 筑波２－６１　大谷ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-0154

鉄板焼ダイニング炉庵 熊谷市 筑波２－６５　新川屋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-7357

くま GAYA 新川屋 熊谷市 筑波２－６５－２　新川屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2256

812 熊谷市 筑波２－８３　ＳＪビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9734

あかつき 熊谷市 筑波２－８７ 飲食店 JS-0003-3451

ととやかぐら 熊谷市 筑波３－１１６　　 飲食店 ZN-0001-2295

GAPPOLINI 熊谷市 筑波３－１４６ 飲食店 JS-0001-3762

福寿や 熊谷市 筑波３－１６６ 飲食店 JS-0001-6177

パナセしら藤 1 熊谷市 筑波３－４６　ダイコ－ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0301
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トラットリアキサク 熊谷市 筑波３－５７ 飲食店 JS-0005-1401

relace 熊谷市 筑波３－５７　高山ビル１－Ａ　　 飲食店 ZN-2000-1391

蘭茶 熊谷市 筑波３－７７－２ 飲食店 JS-0005-5866

鳥きち 熊谷市 筑波３－７９ 飲食店 JS-0002-8697

酒菜工房禅や 熊谷市 筑波３－８５　東屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1199

創作酒房吉左右 熊谷市 筑波３－８５　東屋ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-1263

野菜肉巻串 串志堅 熊谷市 美土里町１－４７ 飲食店 JS-0002-6466

よし乃 熊谷市 本町１－１８０ 飲食店 JS-0001-0483

まんてん 熊谷市 本町２－１１２－２ 飲食店 JS-0002-6781

あべの家 熊谷市 本町２－１２４ 飲食店 JS-0002-2226

一味や 熊谷市 弥生２－２１ 飲食店 JS-0004-5205

VINPLUS 熊谷市 弥生２－５２－２　　 飲食店 PK-0000-1198

ヴァンテアン 熊谷市 弥生２－６２　　 飲食店 ZN-0002-9246

でんすけ 熊谷市 弥生２－６６　イーホテル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3505

肉割烹 BANYA 極 熊谷市 弥生２－７４ 飲食店 JS-0002-8062

三幸苑 熊谷市 弥生２－８　総和ハイツ６　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4970

zakka － town 熊谷市 下奈良２６６－２ ショッピング JS-0005-4276

クマガヤスポーツ〔クマスポ〕 熊谷市 河原町２－３６　　 ショッピング ZN-0002-9469

㈱田沼屋陶器店 熊谷市 鎌倉町１０２ ショッピング SL-2000-6950

（株）タニダ 熊谷市 鎌倉町１３１ ショッピング JS-0000-3615

アルス画房 熊谷市 鎌倉町１５２　　 ショッピング ZN-0002-3948

和菓子処　かんだ和彩 熊谷市 鎌倉町２　　 ショッピング PK-0000-8568

フローリストナカムラ＊ hanaPLAZA 熊谷市 鎌倉町９５　騎西屋ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-2547

GLASS ARCUS 熊谷市 宮町２－１４３ ショッピング SL-2000-7296

DUE 熊谷市 宮町２－１８１ ショッピング SL-2001-0308

スターライト 熊谷市 宮町２－５１ ショッピング JS-0002-7957

タイヤショップマーク熊谷店 熊谷市 玉井７－７ ショッピング JS-0000-3600

zakka － town 熊谷市 銀座２－２４５　ニットーモール１Ｆ ショッピング JS-0003-1612

zakka － town 熊谷市 広瀬１１３８－１ ショッピング JS-0003-1404

有限会社ダック 熊谷市 広瀬４８７－１ ショッピング JS-0000-3972

アプローチ 熊谷店 熊谷市 桜木町１－４０ ショッピング JS-0005-4666

PIURI 熊谷市 桜木町１－４０　サウスＢＬＤ４Ｆ ショッピング JS-0005-9849

クマガヤスポーツ 熊谷市 上恩田３６７－１　　 ショッピング ZN-0002-8000

ムラヤマ熊谷店 熊谷市 上之１５６７－１５　　 ショッピング PK-0000-1204

シノン洋菓子店 熊谷市 新堀９５４－１ ショッピング JS-0002-5084

バッグショップモア籠原店 熊谷市 新堀新田５２３　１Ｆ ショッピング JS-0000-4302

コスモ 熊谷市 星川２－８１　中村写真館ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-5453

リバーサイドゴルフ練習場 熊谷市 村岡２０４３－１ ショッピング SL-2000-5797

オレゴントレイル熊谷店 熊谷市 筑波３－１５５　　 ショッピング ZN-0001-2638

Stockmanmarket 熊谷店 熊谷市 筑波３－１５９　　 ショッピング ZN-0001-2142

ロッソ 熊谷市 筑波３－７４　三井ビル２Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-9143

めがねのエコー 熊谷市 筑波３－８３　　 ショッピング ZN-2000-5520

JA 熊谷総合病院売店 熊谷市 中西４－５－１ ショッピング JS-0005-4035

ハンダ薬局 熊谷市 本石１－２９５　 ショッピング SL-2000-1834
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トラックタイヤセンターマーク 熊谷市 万吉２５９３－３ ショッピング JS-0001-7395

ROCKETSHIP 熊谷市 弥生２－６２ ショッピング JS-0005-7940

洋菓子工房レ－ヴ・ド・プルミエ－ 熊谷市 籠原南１－２０２　　 ショッピング PK-0000-1845

キヌヤブライダルスクエアフェリチタ 熊谷市 銀座１－９６　　 サービス ZN-2000-1216

アイスキャンディートッキー 熊谷市 銀座２－３３　クレセントビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-4012

hairdecoGrant 熊谷市 銀座２－３９　ＹＭＫビル１Ｆ サービス JS-0000-1605

HAIRSALON   MONARUDA 熊谷市 銀座２－８０　フレンドヴィラ西田１Ｆ サービス SL-2000-9092

サラ・マニーシャ 熊谷市 銀座５－７－７　ＨＯＭＥＩビル３０５ サービス JS-0002-9219

株式会社ネオシステム 熊谷市 原島６６２ サービス JS-0003-3406

くまがやれっか－ 830 熊谷市 今井８０３－１　　 サービス PK-0000-1039

Rireforhair 熊谷市 桜木町１－５２　　 サービス ZN-2000-1183

あらい犬・猫・鳥の病院 熊谷市 上之１７７４－２１ サービス JS-0003-3050

サロン・ド・ジュン熊谷上之店 美容 熊谷市 上之２０３２－９ サービス JS-0002-3513

サロン・ド・ジュン熊谷上之店 理容 熊谷市 上之２０３２－９ サービス JS-0002-3514

有限会社カーケア・フラッシュ 熊谷市 新島３９５－１ サービス JS-0001-7299

ヘア－サロンましこ 熊谷市 新堀１１３５－９ サービス JS-0004-6793

株式会社デイブレイク 熊谷市 代１０１０－２ サービス JS-0001-5288

電髪倶楽部 ストリート 熊谷市 筑波１－１７１－１　金井ビル１Ｆ サービス JS-0002-9438

ネイルサロンフィオーレ 熊谷市 筑波２－１１５　アズ駅ビル６Ｆ サービス JS-0002-8948

Nicole 熊谷市 筑波３－１５７－３　前田ビル１Ｆ サービス JS-0001-7933

BellaLuna 熊谷店 熊谷市 筑波３－７７－２　岸ビル２Ｆ サービス JS-0002-6220

efil． Hair design 熊谷市 中央３－１１　岩田ビル１Ｆ サービス SL-2000-1733

パステル 21 熊谷店 熊谷市 中西３－１４－１１ サービス JS-0005-9443

アミィヘアーアネックス 熊谷市 中西３－１４－８　　 サービス ZN-0001-2610

hair HIRO 中西店 熊谷市 中西３－６－３　 サービス SL-2000-4332

Ddoor 熊谷市 箱田５－１８－３　　 サービス ZN-0001-2208

TeaSpoon 熊谷市 肥塚１－６－３６　肥塚ビル１Ｆ サービス JS-0001-0421

Tea Spoon 熊谷市 肥塚１－６－３６　肥塚ビル１Ｆ サービス JS-0006-0167

電髪倶楽部 ゼスト 熊谷市 肥塚４－１２２ サービス JS-0002-9379

crescendo 熊谷市 肥塚４－１４４　 サービス SL-2000-0995

サロン・ド・ジュン籠原店 理容 熊谷市 別府４－１３ サービス JS-0002-3510

サロン・ド・ジュン籠原店 美容 熊谷市 別府４－１３ サービス JS-0002-3511

カラオケマック熊谷店 熊谷市 星川２－４１　　 エンターテインメント ZN-2000-3680

株式会社東京マシンセンター 熊谷市 箱田６－１７－２７　 その他 SL-2000-4883

正太郎 深谷市 岡２６６１ 飲食店 JS-0005-0573

INDIANRESTAURANTDINE 深谷市 小前田５４１－１　　 飲食店 ZN-0002-4155

隠れ家酒場バベル 深谷市 上柴町西１－１－１４ 飲食店 JS-0001-0249

大島屋深谷店 深谷市 上柴町西１－１７－３ 飲食店 JS-0004-3643

BonCarne 深谷市 上柴町西４－２９－１３　　 飲食店 PK-0000-1021

レーヴドプルミエール 深谷市 上柴町東４－１７－１ 飲食店 JS-0005-9452

炭火焼肉 楓 深谷市 上柴町東７－１３－１８ 飲食店 JS-0002-2145

しま鮨 深谷市 上柴町東７－１８－４ 飲食店 JS-0004-0024

焼肉モック 深谷市 上野台２８８７－４ 飲食店 JS-0004-5726

土竜 深谷市 西島２－１－６　　 飲食店 ZN-0002-3431
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THE SEEK 深谷市 西島町２－１－４　戸川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7889

すたんど割烹三善 深谷市 西島町２－２０－１２　　 飲食店 PK-0000-1774

とと金 深谷市 西島町２－６－４　横町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0917

鮨居酒屋 山人 深谷市 西島町３－１０－１７ 飲食店 JS-0002-3379

若松 深谷市 東方町１－１２－８ 飲食店 JS-0003-7420

K メガネ 深谷市 稲荷町２－３－６　　 ショッピング ZN-0002-5063

関産岡部給油所 深谷市 岡３０６４－２ ショッピング JS-0004-2266

道の駅おかべ 深谷市 岡６８８－１ ショッピング JS-0003-1838

深谷電機 深谷市 原郷２１３２－４ ショッピング JS-0002-7123

クルマイチバ 深谷市 荒川１５２ ショッピング JS-0002-0437

花小路 深谷市 小前田５４０－１ ショッピング JS-0002-5675

橋本屋 深谷店 深谷市 上柴町西１－１７－１５ ショッピング JS-0005-8587

深谷赤十字病院売店 深谷市 上柴町西５－８－１ ショッピング JS-0005-3595

深谷カフェコア 深谷市 上柴町西５－８－１ ショッピング JS-0005-4484

洋菓子工房レーヴ・ド・プルミエール 深谷市 上柴町東４－１７－１ ショッピング JS-0002-7355

マライカバザール深谷店 深谷市 上柴町東４－１８－１５ ショッピング JS-0002-3586

雪詩慕雲豆屋 深谷市 上柴町東６－１０－２３ ショッピング JS-0000-0913

ゴルフ＆バラエティーふかや 深谷市 上柴町東６－８－１１　 ショッピング SL-2000-1623

有限会社キャロル 深谷市 人見４０６－１１ ショッピング JS-0003-2876

Relax Snowsurf Shop 深谷市 人見５４３－４　 ショッピング SL-2000-9497

学校制服キャンパス・サンジュウキュ 深谷市 人見９７３－２　　 ショッピング PK-0000-8225

タイヤ交換専門店フジサワ 深谷市 折之口４７２ ショッピング JS-0002-8582

藤野屋人形店 深谷市 長在家１０１８－２ ショッピング JS-0001-9549

てるてるランド深谷川本店 深谷市 長在家１７６８　カインズホーム深谷川本店 ショッピング JS-0003-5866

BLOOM 深谷店 深谷市 長在家１７６８　カインズ深谷川本店 ショッピング JS-0005-8409

プロハンズ 深谷市 田所町３－１６　　 ショッピング ZN-0001-1938

長滝モータース 深谷市 武蔵野３９６－１ ショッピング JS-0004-1899

メガネのホズミ本店 深谷市 本住町７－５８　　 ショッピング ZN-0002-4872

ロイヤルチェーンベルク稲荷町店 深谷市 稲荷町１－７－１１ サービス JS-0005-0055

king 深谷市 稲荷町１－９－１ サービス JS-0004-0260

BRIT 深谷市 国済寺町１１－１４ サービス JS-0000-4823

ビューティーサロン＋α 103 深谷市 小前田１５４５－１ サービス JS-0003-2405

ショコラ動物病院 深谷市 上柴町西３－１８－４ サービス JS-0005-2601

spicatic 深谷市 上柴町東４－１４－１　　 サービス PK-0000-8271

アリュール 深谷市 上柴町東４－１４－１　コーポＫ－１－１Ｆ サービス JS-0002-5525

TiLLA 深谷市 上柴町東４－１８－８ サービス JS-0003-9649

サロン・ド・ジュン深谷店 美容 深谷市 上野台３００－１ サービス JS-0002-3509

サロン・ド・ジュン深谷店 理容 深谷市 上野台３００－１ サービス JS-0002-3512

ロイヤルチェーン深谷工場店 深谷市 常盤町５６－４２ サービス JS-0005-0104

PEACE                   深谷市 深谷町３－６３ サービス AD-0000-2571

ROMPS 深谷市 西島町２－１－８　１Ｆ サービス JS-0002-5474

レイヴ 深谷市 折之口４６６－１ サービス JS-0001-1865

Y － Tech 深谷市 大谷９２３ サービス JS-0001-4448

ラブリーチェーン川本店 深谷市 長在家１７６０－１ サービス JS-0005-0816
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Musee 深谷市 緑ケ丘１３－２１　 サービス SL-2000-4859

おひさま動物病院 深谷市 緑ヶ丘２０－５ サービス JS-0002-3385

カラオケウエストランド深谷店 深谷市 西島町３－９－１　ビックロフト２Ｆ　 エンターテインメント ZN-0002-2347

パピーランドシエリエ 深谷市 東大沼３３２－１ その他 JS-0001-1428


