■ サービス

店

名

住所・電話

ARTY-MOMMY
㈲アイ電気・テクノクルーズ
アマーレヒロセ
伊織美容室
㈲入曽写真館
wing four
うちの美容室
エイゴット
oasis
オガワ理容室
おそうじ本舗 狭山入曽店
マイスターコーティング取扱店
カイロプラクティック＆ビュー
ティーサロン OHANA 所沢花園店
カイロプラクティック & ビュー
ティーサロン OHANA 狭山西口店
カイロプラクティックサロン
At smile
カットサロン KIMURA
cut place step
CUT 屋 K

店

名

小峰理容所
昭和オートサービス㈱

住所・電話

店

狭山市北入曽622-3
04-2959-4473
狭山市北入曽685
04-2958-6511

相馬美容室
はりきゅう 鵜の木接骨院
Pure 狭山店
ビューティサロンリバー
美容室 あらん
美容室 絵里奈
美容室 Soft
美容室 菊
美容室 K' ステップ
ピロ美容室
ファンディ・ヘア
フォトスタジオサイトウ
PRIMO 狭山店
Hair ＆ Relaxation LAUNA
ヘアーサロン いとう
店

名

㈲小島モータース
埼玉第一交通㈱
公益社団法人
狭山市シルバー人材センター
狭山調剤薬局
㈲さやま典礼
㈲三愛自動車販売
医療法人社団清心会 至聖病院

ヘアー . プレイス .K

㈱昭計 狭山営業所
㈲進栄商事
進学教室 helm
新狭山グランドボウル
髙野電設㈱
㈲高橋自動車整備工場

ヘアサロン コータ

狭山市入間川4-12-31
04-2953-5737
狭山市鵜ノ木4-41
04-2900-9825
狭山市中央3-3-62
04-2956-4003
狭山市柏原2405-5
04-2954-9888
狭山市新狭山2-9-21-1F
04-2954-6848
狭山市北入曽372-8
04-2957-4872
狭山市中央4-1-1
04-2956-3175
狭山市狭山23-2
04-2952-2904
狭山市水野1095-2 アルカディア水野1F
04-2957-0950
狭山市狭山台1-18-17
04-2959-8247
狭山市入間川3-3-18
04-2968-0839
狭山市中央2-25-20
04-2957-4969
狭山市入間川1-3-2 スカイテラス狭山202A号
04-2969-7002
狭山市富士見1-4-16
04-2957-9771
狭山市入間川3-20-5
04-2952-3339

ヘアサロン マツオカ
ペットサロン チコリ
㈲堀兼ゴルフセンター
みちや理容店
㈱ミツギ
モリヤ理容室
理髪王
理容 石田
理容 サカエ
理容 アイシー
理容室 M2-EAGLE
理容室 4039
ｌｉｌｙ

住所・電話

店

狭山市南入曽1158
04-2957-9322
狭山市富士見2-22-2
04-2959-6246
狭山市狭山台1-21
04-2935-4312
狭山市祇園17-20
04-2950-3380
狭山市中央4-6-8
0120-432-415
狭山市入間川4-1-10
04-2954-2273
狭山市下奥富1221
04-2952-1000
狭山市新狭山2-11-12
04-2953-0603
狭山市富士見2-8-20
04-2959-7421
狭山市新狭山2-16-40
04-2953-9521
狭山市入間川1-7-2 シティパル狭山301
04-2969-1855
狭山市新狭山1-1-9
04-2952-2111
狭山市下奥富967-17
04-2954-5757
狭山市祇園20-21
04-2957-4368

名

㈲築地自動車
㈲冨田工務店
のもと接骨院
ひがしやま畳店
㈱松永塗装工業
松本モーター
みかりば・小幡歯科医院
㈱裕工
横田畳店
四代目 岸本畳店
リフォーム館タケウチ
( 竹内木材工業㈱ )

住所・電話
狭山市入間川2-4-5メゾンボワール1F
04-2968-1244
狭山市入間川1434-24
04-2958-0081
狭山市入間川2-21-4
04-2952-3716
狭山市南入曽567-1
04-2959-3387
狭山市北入曽1303-7
04-2958-8969
狭山市加佐志572
04-2958-5353
狭山市根岸1-11-19
04-2954-0024
狭山市入間川2-15-24
04-2952-2951
狭山市富士見1-10-38
04-2957-7234
狭山市南入曽583-5 大谷ビル1F
04-2956-8872
狭山市祇園3-22
04-2959-4862
狭山市南入曽616-2
04-2957-2973
狭山市広瀬東3-13-7
04-2952-6012
狭山市新狭山3-11-2
04-2953-0146
狭山市新狭山2-11-40
04-2952-4039
狭山市中央3-3-25サンパレス301
050-3631-0641

住所・電話
狭山市笹井2999-2
04-2953-2765
狭山市中央1-14-9
04-2957-1224
狭山市入間川1430-79 パールハイツ入間川1F
04-2956-2858
狭山市入間川2-6-25
04-2953-7574
狭山市南入曽611-1
04-2957-1272
狭山市下奥富782-3
04-2952-3408
狭山市狭山台3-13-1
04-2958-2001
狭山市入間川1441-17
04-2943-5017
狭山市富士見1-7-4
04-2959-3421
狭山市入間川3-20-9
04-2952-5365
狭山市柏原25
04-2953-4307

狭山市プレミアム付商品券をご使用できる店舗の一覧表です
店

名

店

名

味処 まつざき
入曽の酒場 のぼ助
入舟
Via Mare
うな清
海鮮居酒屋ちょうちん
gatto

狭山市プレミアム付商品券ご使用上の注意

かっぱ寿司

● 狭山市プレミアム付商品券をご使用になる前に、必ず商品券裏面の注意事項をお読みください。
● 本誌掲載の取扱店は 2019 年 8 月 7 日現在のものです。最新の情報につきましては、狭山商工会議所ホームページをご覧ください。

割烹 喜代川
カフェ・ド・ちゃぁみぃ

お問合せ先

■コールセンター
（受付時間

電話 0120-127770

平日 8:30 ～ 17:15）

■狭山商工会議所
■狭山市役所

電話 04-2954-3333

商業観光課

電話 04-2953-1111（内線 2551）

住所・電話

狭山市上奥富 1126-1
イオン狭山店
04-2969-7700
狭山市入間川 3-31-5
イオン武蔵狭山店
04-2953-1141
狭山市祇園 4-55
エミオ狭山市
04-2926-2462
狭山市入間川 1209
ケーヨーデイツー 狭山店
04-2950-5903
狭山市狭山台 2-29-1
コープみらい コープ狭山台店
04-2950-1361
狭山市南入曽 628-1
JA ファーマーズ入間店
04-2956-5497

■ 飲食店

島村畳店

名

ヘアーデザイン ティアロ

入間市小谷田628-1
西武ハイヤー㈱ 入間営業所
04-2964-8180

住所・電話

狭山市水野443-4
あおぞら整体
04-2957-8938
狭山市中央4-23-1
㈱アップルホーム
04-2959-7611
狭山市広瀬東4-35-32
有賀珠算塾
04-2953-8248
群馬県渋川市伊香保町伊香保甲8
伊香保温泉 福一
0279-20-3000
狭山市広瀬東1-19-21
㈱石井自動車
04-2952-2202
狭山市水野467-2
稲葉畳店
0120-58-3385
狭山市狭山台2-14-2
インテリア カトウ
04-2956-0816
介護老人保健施設かがやき 至聖訪問看護ス 狭山市下奥富688
テーション 至聖ホームヘルパーステーション 04-2952-1001
狭山市広瀬2-14-24
㈲粕谷商店
04-2953-6226
狭山市広瀬3-28-13
㈲河井自動車
04-2955-1351
狭山市柏原2850-35
㈲川建商会
04-2954-0360
狭山市中新田484-16
㈱喜多建設
04-2950-6610
狭山市富士見2-14-19
きたざわ接骨院
04-2907-9474
狭山市南入曽901-12
こいけ歯科医院
04-2957-2214

名

■ 大型店

■ その他

CAP hair

店

狭山市入間川4-4-1
090-5345-2603
狭山市柏原2787
04-2952-0923
狭山市広瀬2-17-3
04-2953-3717
狭山市狭山台3-25 狭山台団地4-4-106
04-2958-6137
狭山市水野456-5
04-2959-4982
狭山市入間川1-3-2 スカイテラス109
04-2952-0848
狭山市鵜ノ木18-2
04-2952-5972
狭山市柏原2787 アイ電気ビル２F
04-2941-5502
狭山市富士見1-3-7 ハウスリッター1F
04-2956-0007
狭山市狭山2-28
04-2952-2847
狭山市入間川1502-2
0120-82-5454
所沢市花園4-2589-90
04-2936-7816
狭山市入間川3-19-18-1F
049-215-8562
狭山市狭山台2-28-16
04-2930-3076
狭山市東三ツ木2-36
04-2955-6261
狭山市柏原2946-11
04-2955-1312
狭山市水野1029-10
04-2956-0610
狭山市鵜ノ木10-33
04-2955-1778

カレーハウス CoCo 壱番屋
狭山笹井店

店

ベルク 入間野田店
ベルク 狭山入間川店
ベルク ベスタ狭山店
ホームセンターセキチュー
狭山北入曽店
マルエツ 入間川店

住所・電話
狭山市入間川3-18-18
04-2952-2317
狭山市南入曽563-7
04-2935-3299
狭山市富士見1-4-4
04-2957-9041
狭山市東三ツ木274-1
090-6046-7013
狭山市下奥富749-6
04-2968-2223
狭山市南入曽611-3
04-2956-3184
狭山市祇園3-25
04-2956-0934
狭山市祇園20-29
04-2959-7656
狭山市入間川3-23-6
04-2952-3176
狭山市中央4-26-1
04-2958-3797
狭山市笹井1-32-14
04-2900-8755

名

ベスト電器 テックランド
狭山富士見店

店

名

北の食彩 すずらん
京料理せきぐち
珈琲 泰山木
ココス狭山台店
ココス狭山店
さつま大将
旬彩遊膳 味叶
ジョナサン 狭山上広瀬店
しりすた
ステーキのどん 狭山店
西武パーティ

住所・電話
狭山市富士見 1-28-7
04-2956-3288
入間市野田 894-1
04-2932-9500
狭山市入間川 1-16-30
04-2900-6300
狭山市入間川 1025
04-2950-7700
狭山市北入曽 720-1
04-2950-0210
狭山市中央 2-1-1
04-2958-3398

店

ヤオコー 入曽店
ヤオコー 北入曽店
ヤオコー 狭山店
ヤマダ電機
テックランド狭山店

住所・電話
狭山市水野 482-1
04-2950-0511
狭山市北入曽 720-1
04-2958-1011
狭山市広瀬東 2-41-1
04-2954-7311
狭山市上奥富 59-1
04-2969-1150

※ 一部のテナント店では商品券が使用できない場
合があります。

住所・電話
狭山市狭山台4-46-1
04-2958-3686
狭山市入間川1-18-6
04-2953-1493
狭山市新狭山2-12-11
04-2968-0180
狭山市中央2-26-13
050-3333-7052
狭山市北入曽921-1
050-3333-8526
狭山市新狭山3-10-16
04-2955-4867
狭山市笹井2-1-9
04-2968-0166
狭山市広瀬東3-5-28
04-2969-1648
狭山市祇園3-20 ビラ祇園B1
04-2959-2226
狭山市笹井3-1-20
04-2952-9211
狭山市入間川4-25-3
04-2954-1234

名

店

名

創彩遊膳 凛
そば処 福美屋
大穀 狭山店
大國鮨
高倉町珈琲 狭山店
宝寿司
多喜味
中華 ゆたか
中国料理 鳳鳴閣
集い処 宵街
手打ちうどん 吉田家

住所・電話
狭山市入間川1-2-3 1F
04-2968-3117
狭山市根岸2-4-20
04-2952-0522
狭山市下奥富507-4
04-2953-9788
狭山市広瀬東4-8-6
04-2954-6255
狭山市広瀬東3-3-34
04-2968-7392
狭山市水野191-82
04-2956-3531
狭山市祇園17-7
04-2946-8651
狭山市新狭山3-10-3
04-2953-1728
狭山市上奥富113-3
04-2952-6989
狭山市狭山43-6
04-2952-0835
狭山市柏原1166
04-2953-4728

名

天国
日本料理 三ゆう
ねぎし鳥山
パステリア ルコッソ
ふらいぱんや
ほっともっと 狭山上広瀬店

■ 小売店

ほっともっと 狭山富士見店
店

名

住所・電話

店

狭山市入間川3-19-14
04-2952-2944
狭山市南入曽563-4
04-2959-2084
狭山市狭山台2-6-9
04-2957-1894
狭山市根岸1-9-13
04-2952-2903
狭山市新狭山2-8-5 1F
04-2006-6333
入間市野田809-2
080-5011-3904
狭山市広瀬東3-4-1
04-2969-4810
狭山市富士見1-24-6
04-2999-6650

マクドナルド
狭山北入曽ヤオコー店

住所・電話

店

狭山市富士見2-16-14
04-2958-9988
狭山市祇園22-29
㈱青木佐四郎商店 狭山祇園 SS
04-2957-6948
狭山市富士見2-22-35
㈱浅田屋
04-2958-1131
狭山市中央1-2-15
㈲梓園芸
04-2957-7939
狭山市狭山台3-12-6
アドロ
04-2959-5180
狭山市南入曽631-3
㈲油屋
04-2959-2546
狭山市東三ツ木169-1
アベイル新狭山店
04-2969-3711
狭山市南入曽455-29
新井洋品店
04-2959-3019
狭山市入間川4-1-12
石川時計店
04-2952-2737
狭山市堀兼2219
㈲石田園
04-2959-2677
狭山市狭山41-18
出光 石川商店
04-2952-6775
狭山市新狭山2-1-1
いなげや 新狭山駅前店
04-2900-2177
狭山市南入曽564
いりそ薬局
04-2959-3063
狭山市堀兼2085-1
いるま野農業協同組合
あぐれっしゅげんき村
04-2957-0831
狭山市南入曽579
いるま野農業協同組合
入曽支店
04-2959-2128
狭山市下奥富851-1
いるま野農業協同組合
奥富支店
04-2952-4304
狭山市柏原2494
いるま野農業協同組合
柏原支店
04-2952-6241
狭山市入間川2-24-25
いるま野農業協同組合
狭山支店
04-2953-6382
狭山市堀兼412
いるま野農業協同組合
第三営農販売センター
04-2957-4363
狭山市堀兼412
いるま野農業協同組合
堀兼支店
04-2957-4361
狭山市根岸2-18-21
いるま野農業協同組合
水富支店
04-2952-6225
狭山市入間川4-8-20
インテリアショップ スケール
04-2954-3428
狭山市狭山台1-13-4
ウエルシア 狭山台店
04-2999-5520
狭山市東三ツ木197-1
ウエルシア 狭山東三ツ木店
04-2969-6676
狭山市北入曽688-1
ウエルシア 狭山北入曽店
04-2950-0921
狭山市中央1-49-20
内田精肉店
04-2957-1708
狭山市柏原2236-8
㈲大阪屋酒店
04-2952-2700
狭山市入間川1-6-6 ライオンズマンション狭山1F
オーツードラッグ
0120-894-002
狭山市狭山23-28
オートテラス狭山中央
04-2969-1331
狭山市入間川2-26-14
オートバックス 狭山店
04-2900-0011

AOKI 狭山富士見店

名

マクドナルド
所沢狭山街道入曽店
やきとり大吉 埼玉狭山店
焼肉 永澤園
洋菓子 木の実
ラ ティアーモ
らーめん ふくろう
らぁめん寿
名

住所・電話
狭山市北入曽720-1
04-2950-7025
狭山市水野431-4
04-2950-3825
狭山市富士見1-27-18
04-2956-1137
狭山市新狭山2-11-16ニュー狭山マンション1F
04-2969-3929
狭山市入間川3173-6
04-2957-6392
狭山市入間川2-4-2-103
04-2955-6228
狭山市広瀬東4-5-29
04-2954-5325
狭山市水野422-25
04-2959-0177
住所・電話

狭山市祇園28-10
04-2957-0855
狭山市入間川3-3-18
㈲岡野電気商会
04-2952-2301
狭山市広瀬東4-15-39
おかべ
04-2954-3791
狭山市広瀬東4-15-24
お酒の大阪屋支店
04-2952-6630
狭山市北入曽1490-4
㈲押絵のまつむら
04-2958-8794
狭山市入間川2-3-4
落合ガーデン
04-2952-8783
狭山市堀兼1137
お茶の寿園
04-2958-6733
狭山市東三ツ木420-6
お茶の専門店㈲ソウノ
04-2953-6959
狭山市新狭山3-11-2
お茶のはなさき 新狭山店
04-2955-3458
狭山市柏原727-3
お肉と惣菜直売 大野屋
04-2953-2526
狭山市水野457-11
カーコンビニ倶楽部
トラスト狭山入曽店
04-2956-6969
狭山市根岸1-8-23
CAR FACTORY トーエン
04-2968-4529
狭山市入間川3-21-5
㈱柿沼呉服店
04-2952-2022
狭山市入間川3-16-19
かにや 入間川創業店
04-2954-0141
狭山市柏原337-13
かにや 工場店
04-2954-7113
狭山市祇園4-63
かにや 狭山市駅前店
04-2958-1384
狭山市狭山台4-24-16
かにや 狭山台店
04-2957-5111
狭山市広瀬3-26-1
金子商店
04-2952-2257
狭山市柏原3254-6
㈱龜屋 柏原店
04-2953-0165
狭山市入間川3-3-17
キーショップさしだや
04-2952-2524
狭山市狭山台3-13-9
キ 木村園
04-2957-5258
狭山市柏原3116-17-7
㈲窪田新聞店
( 入間川 . 柏原 . 広瀬 . 新狭山 ) 04-2953-9565
狭山市水野342
東 栗原園
04-2959-2774
狭山市中央4-24-8
ケンエー薬品
04-2958-8294
狭山市入間川2-3-2
㈲謙受堂
04-2952-2509
ケンタッキーフライドチキン 狭山市入間川1165-1
ベスタ狭山店
04-2999-5300
生活協同組合コープみらい 入間市小谷田79
コープデリ入間センター
04-2963-8396
狭山市入間川2-29-33
コジマメガネ
04-2969-7667
狭山市新狭山2-8-4
コスメチックスたかはし
04-2953-0809
狭山市広瀬2-13-15
近藤米店
04-2952-2635
大林酒店

店

名

ライブステーション狭山
レストラン ニックス
レストラン 蘭
ろばた焼 こんちゃん
和牛炭火焼肉 あぶりえん
和食レストランとんでん
狭山店

住所・電話
狭山市入間川1-3-2 スカイテラスB1F
04-2900-1355
狭山市入間川4-25-3
04-2954-9595
狭山市堀兼342-2
04-2958-8311
狭山市富士見1-6-15 石田ビル102
04-2956-3501
狭山市富士見1-29-34
04-2950-0611
狭山市笹井1-7-3
04-2954-7731

店

名

セイジョー 狭山台店
セイジョー 新狭山店
清風園
セブンイレブン 狭山柏原店
セブンイレブン 狭山上広瀬店
セブンイレブン 狭山台団地店
セブンイレブン 狭山根岸店
セブンイレブン 狭山東三ツ木店

店

名

住所・電話

狭山市南入曽550-3
04-2959-3067
狭山市狭山台3-10-12
サイクルショップ キタダ
04-2957-1367
狭山市富士見1-29-3
サイクルベースあさひ 狭山店
04-2950-5333
狭山市入間川4-11-13
㈱斎藤園
04-2953-4188
狭山市広瀬2-16-5
㈱斎藤商会
04-2952-3768
狭山市入間川1717-6
さかいや茶店
04-2959-6833
狭山市狭山台4-22-4
㈱酒商増田屋 狭山台店
04-2958-7897
狭山市東三ツ木170-1
㈱酒商増田屋 新狭山店
04-2955-6610
狭山市広瀬東3-19-1
㈱酒商増田屋 広瀬店
04-2954-6610
狭山市狭山台3-25 狭山台団地4-3-109
狭山台なにわ寿し
04-2958-8387
狭山市中央4-30-12
狭山茶工房 小澤園 狭山中央店
04-2959-3211
狭山市狭山台2-21-3
狭山茶工房 小澤園 本店
04-2957-5128
狭山市中央4-16-16
サンドラッグ狭山店
04-2950-7255
狭山市笹井1-6-2
清水サイクル
04-2954-5064
狭山市入間川2-20-27
清水酒店
04-2952-2247
狭山市入間川3-3-6
十一屋 田中酒店
04-2952-2248
狭山市上奥富1126-1 イオン狭山店2階
Joshin 狭山イオン店
04-2952-1611
狭山市南入曽465
㈲昇電社 しょうでん
04-2957-0121
狭山市新狭山1-12-9
㈱シライシ 埼玉西支店
04-2952-7191
狭山市入間川3-4-17
新狭山園
04-2952-3399
狭山市水野1203-1
スーパータイヤセンター
04-2999-3100
狭山市新狭山2-8-15
スーパーヤマユー 狭山店
04-2954-4415
狭山市北入曽720-1 ヤオコー北入曽店内
スギ薬局 北入曽店
04-2950-5850
狭山市広瀬東2-41-1 ヤオコー狭山2F
スギ薬局 狭山店
04-2954-7125
狭山市広瀬東4-2-1
スギ薬局 狭山広瀬東店
04-2955-3801
狭山市水野434-30
スズキアリーナ狭山中央店
04-2959-5321
狭山市南入曽251-7
㈱スズキ電機
04-2957-1409
狭山市東三ツ木2-31
鈴屋靴店
04-2952-5521
狭山市上奥富1126-1 イオン狭山２F
スポーツオーソリティ 狭山店
04-2900-0361
狭山市入間川1-3-2-A
セイジョー 狭山市駅前店
04-2900-6221
サイクルショップ㈲内田商会

セブンイレブン 狭山堀兼バイパス店
セブンイレブン 狭山笹井１丁目店
セブンイレブン 狭山市駅西口店
セブンイレブン 狭山市狭山店
セブンイレブン 狭山下奥富店
セブンイレブン狭山中央 2 丁目店
タイヤ館さやま
㈱タカハシ 狭山店
宅配寿司 味ぎん狭山中央本店
田島石油㈱狭山営業所
立川金物店
YC 入曽㈲田辺新聞店
㈲足袋長
田丸屋菓子店
茶の一茶 イオン武蔵狭山店
茶の一茶 スカイテラス店
茶の一茶 本店
茶の田島園
茶の森田園
TSUTAYA 狭山店
でんきのワンズ ナカクボ店
でんきのワンズ 入間川店
( 伊藤電機 )
天然酵母パンの店 サンセリテ
㈲東阜 横田園
ドコモショップ 入間狭山店
トモニー狭山市駅店
トモニー新狭山駅店
ドラッグ ヤマト
ドラッグストアセキ 狭山市店
ドラッグセイムス 上広瀬店
ドラッグセイムス 根岸店

住所・電話
狭山市狭山台4-23-1
04-2956-5185
狭山市東三ツ木1-1 グリーンシティ三樹
04-2968-0630
狭山市水野483
04-2959-3055
狭山市柏原1496-5
04-2955-7556
狭山市広瀬台3-27-14
04-2968-2470
狭山市狭山台3-25-2
04-2959-5688
狭山市笹井1-15-1
04-2952-8710
狭山市東三ツ木67-25
04-2955-0600
狭山市堀兼1931-1
04-2956-9577
狭山市笹井1-24-5
04-2953-2782
狭山市入間川1-3-2スカイテラス202
04-2954-2733
狭山市狭山42-1
04-2953-3737
狭山市下奥富1696
04-2952-0003
狭山市中央2-25-25
04-2958-3780
狭山市入間川4-3-20
04-2955-8411
狭山市富士見2-16-13
04-2999-5211
狭山市入間川4-1-32-1F
04-2968-7235
狭山市入間川4-15-21
04-2954-3031
狭山市入間川3-20-1
04-2952-2628
狭山市南入曽455-3
0120-20-3047
狭山市入間川3-2-18
04-2952-2232
狭山市入間川2-5-13
04-2952-2812
狭山市入間川3-31-5
04-2954-6394
狭山市入間川1-3-2
04-2954-8413
狭山市入間川3-21-6
04-2952-5211
狭山市入間川1-4-39
04-2952-4061
狭山市狭山台1-13-8
04-2959-7818
狭山市広瀬1-6-16
04-2969-3214
狭山市中央4-2-2
04-2958-6668
狭山市入間川2-19-38-101
04-2952-3348
狭山市狭山台3-11-2
04-2957-8934
狭山市沢12-5
04-2959-6308
狭山市鵜ノ木21-34
04-2969-5900
狭山市入間川1-1-1
04-2969-5330
狭山市新狭山3-12-1
04-2969-5207
狭山市南入曽628-1 JAファーマーズ入間内
04-2956-1823
狭山市祇園26-35
04-2950-1200
狭山市つつじ野1-42
04-2952-0491
狭山市広瀬1-31-33
04-2969-3060

店

名

㈱ナガネ
中屋酒店
西川チェーン 木村ふとん店
西松屋チェーン埼玉狭山店
㈱日産サティオ埼玉 狭山店
日本情報システム㈱
㈲根城酒店
バースディ 北入曽店
パシオス 狭山店
橋本園
㈲橋本屋酒店
パスコ みよしや
服部園
パティスリー ツェルマット
パティスリー モンクール
花ごころ 紅葉園
㈲花寿美
パナハートあさみ
ハンコの広印堂
ビッグ・エー 狭山台店
ビッグ・エー 狭山店
㈱広沢園
広瀬 古谷園 つつじ野店
広瀬 古谷園 本店
ファッションセンターしまむら
北入曽店
ファッションセンターしまむら
新狭山店
ファミリーマート＋ドラッグエース
広瀬東店
ファミリーマート新狭山二丁目店
フードショップ神田屋
フォーエル狭山店
㈲ふじや洋品店
武州ガス狭山台サービス店
BOOK・OFF 16 号狭山上奥富店
ブティックジュリア・カキヌマ
ブティック ぱれっと
ブティック クレール
ブルーミングブルーミー
狭山市駅店
フルール圭
良

古谷園

住所・電話
狭山市新狭山2-7-5
04-2952-5068
狭山市広瀬東2-36-24
04-2952-2657
狭山市新狭山2-9-15
04-2952-2743
狭山市広瀬1-31-30
04-2955-5165
狭山市富士見2-1-3
04-2958-9832
狭山市狭山台4-22-2
04-2958-2221
狭山市狭山台4-3-4
04-2958-6690
狭山市北入曽720-1
04-2950-5527
狭山市広瀬東2-41-1
04-2955-5760
狭山市入間川3-10-9
04-2952-2631
狭山市南入曽555
04-2959-3051
狭山市入間川1-23-5狭山市役所内地下１階売店
04-2953-1111（内線6480）
狭山市堀兼1098-1
04-2958-6731
狭山市入間川2-18-1
04-2968-0745
狭山市柏原1158-1
04-2968-3621
狭山市南入曽550-1
04-2956-0087
狭山市入間川2-20-16
04-2952-2784
狭山市根岸1-28-20
04-2954-7160
狭山市南入曽251-10
04-2957-0776
狭山市狭山台3-13-5
04-2959-0455
狭山市入間川3142-57
04-2959-6316
狭山市南入曽333-2
04-2959-3355
狭山市広瀬東3-17-6
04-2955-0458
狭山市広瀬3-34-8
04-2952-2648
狭山市北入曽720-1
04-2950-5543
狭山市東三ツ木156-20
04-2969-1661
狭山市広瀬東4-2-7
04-2900-2630
狭山市新狭山2-16-2
04-2900-1208
狭山市水野853-1
04-2957-6573
狭山市入間川2-26-15
04-2955-7501
狭山市入間川2-32-27
04-2952-3333
狭山市狭山台3-25 狭山台団地4-3-101
04-2958-4076
狭山市上奥富251-1
04-2969-6888
狭山市狭山台3-10-13
04-2957-4815
狭山市富士見1-1-5
04-2958-6900
狭山市入間川1-3-2スカイテラス1F
04-2944-2792
狭山市祇園4-55 エミオ狭山市内
04-2950-0505
狭山市水野825-3
04-2957-1388
狭山市笹井1-7-12
04-2952-7704

店

名

住所・電話

狭山市笹井1848
㈲古谷商店
04-2953-3973
狭山市入間川1166-1
ふれあいファームセンター
04-2956-7001
狭山市入間川1-6-13 マキノビル1F
プレジール
04-2900-3880
狭山市鵜ノ木24-27
文華堂
04-2952-7685
狭山市新狭山2-16-17
文具のヒラバ堂
04-2954-6338
狭山市狭山台1-18-11
補聴器のラビット
04-2001-9144
狭山市上奥富106-1
ホンダカーズ埼玉西 新狭山店
04-2953-9771
狭山市狭山台1-18-3
毎日新聞 狭山・入間川専売所
04-2957-5240
狭山市中央1-48-15
マ・メール・ロワ
04-2999-0814
狭山市柏原1605
マサキヤ
04-2952-2057
狭山市入間川1025
㈱マツモトキヨシ
ベスタ狭山店
04-2958-0301
狭山市下奥富774-2
松本酒店
04-2952-2719
狭山市入間川3-29-1
丸安家具・インテリア館
04-2954-3432
狭山市水野434-14
ミズノタイヤ
04-2959-1885
狭山市狭山8-28
㈲峯・長木屋酒店
04-2952-2505
狭山市南入曽613-1
宮岡米穀
04-2959-3029
狭山市北入曽25-2
㈲宮野園
04-2959-3025
狭山市堀兼1098-1
武蔵野茶工房㈱
04-2958-6197
狭山市広瀬東2-41-1ヤオコー狭山店2F
眼鏡市場ヤオコー狭山店
04-2900-0818
狭山市東三ツ木208-7
㈲メガネの半田
04-2954-2888
狭山市中央4-26-5
メガネのルック
04-2957-8117
狭山市広瀬3-8-5
山岸ふとん店
04-2954-6418
狭山市柏原1036
㈲山崎商会
04-2952-2634
狭山市広瀬台1-8-10
㈲山崎商店
04-2953-2602
狭山市入間川3-16-21
ヤマザキショップたわらぎ酒店
04-2952-2360
狭山市下奥富887-1
㈲山下硝子
04-2953-2314
狭山市中央1-1-6
山下セイロ店
04-2958-4341
狭山市広瀬2-10-5
㈲横田屋製菓
04-2952-2329
狭山市中央3-4-5 スカイマンション101
ライトアップ
04-2941-2988
狭山市狭山台3-12-10
リーフベーカリー
04-2999-0515
狭山市南入曽567
ルミアンアルト
04-2958-7380
狭山市祇園3-18
ルミアン狭山店
04-2958-2523
狭山市入間川1-18-1
ローソン 狭山市駅西口店
04-2953-3363
狭山市下奥富1435
ローソン 狭山下奥富店
04-2955-7002
狭山市南入曽1018-2
ローソン 狭山南入曽店
04-2956-3763
狭山市新狭山2-15-3-2
ローソン 新狭山駅北口店
04-2954-8663
狭山市根岸 1-7-24
和田米店
04-2952-2837

■ 小売店

■ 飲食店

店

手打ちうどん 纒
めん匠居酒屋 纒

