
住所 事業所名 業種 住所 事業所名 業種 住所 事業所名 業種
[大和町地区]  ［愛宕町地区］ ［一丁目地区］

北1丁目 ㈲荻原電気 家電販売 中央４丁目 羽生時計店 時計・メガネ・宝石販売 中央３丁目 関口電気商会 家電販売
ｅｎ ネイルサロン まつのや 和菓子製造販売 ㈱荒木食料品店 菓子販売
Royal  Veil カーコーティング 小川保険事務所 保険代理店 村田屋食品店 食料品販売

㈲須永金物店 金物店 福田印刷所 印刷業
北２丁目 バラエティドラッグ つるや 薬局・日用品販売 船橋屋 茶・陶器販売 ㈱ロアール 洋菓子製造販売

清山堂印房 印章業 ㈲さくらい 婦人服販売 ㈱梅林堂 和･洋菓子販売
ドラッグセイムス北羽生店 ドラッグストア ヘアーサロンヨネハナ 理容店 のら化粧品 化粧品販売
セブンイレブン羽生北２丁目店 コンビニエンスストア ㈲新生興産 収集運搬業 バーバー　フジノ 理容店

ユーテック パソコン関連サービス セブンイレブン羽生中央３丁目店 コンビニエンスストア
北３丁目 ユーキッチン 飲食店 ［東町地区］
羽生 パン工房学舎 パン製造販売 東１丁目 島田精肉店 精肉販売 ［元町地区］
西５丁目 いこい 飲食店 まかない佑樹 飲食店 南１丁目 松岡本店 酒類・燃料販売

[東大和町地区] メンズ・ヘアー・ブーン 理容店 ㈱増田タクシー タクシー
東３丁目 長紅園 クリーニング取次 ゆめまる クレープ 力道 飲食店

㈲東宝種苗店 種苗販売 東２丁目 カワサキデンキ 家電販売 ビックマートくりはら 青果店
赤坂電気 家電販売 東５丁目 ㈲五月女電気商会 家電販売 魚民　羽生東口駅前店 飲食店
スーパーケンゾーノール店 ス－パ－マーケット ㈲キグレデンキ 家電販売 南２丁目 ㈲新井モータース 車整備販売・車検場
ヘアーエステドリーム 美容院 セブンイレブン羽生東５丁目店 コンビニエンスストア マハロ ドッグ ペット用品販売
羽生園芸 生花店 中村電設 電気工事業 花やののちゃん 生花店
居酒屋光星 飲食店 あい藍 飲食店
居酒屋彩歌 飲食店 高瀬モータース 車検・修理・販売 南３丁目 ㈲アライ保険エージェンシー 保険代理店

東４丁目 羽生工業㈱和久モータース 車整備販売・車検場 東６丁目 ㈲カメラの大井 写真店 中華料理一番 飲食店
㈲丸広家具店 家具販売 ヒロヤ酒店 酒・食品類販売 きものサロン菊田屋 呉服・婦人服
長谷川㈱ 被服製造販売 鮨処　大黒 飲食店 アロハスリフォーム㈱ リフォーム
小林仏具店 仏具店 ～味と粋～和楽 飲食店 ビューティ・ガロ羽生店 美容院

土屋電気商会 家電販売・工事 ㈲横須賀電機 電気・水道工事・家電販売

[上町地区]   ㈲魚徳 飲食店 ヤオコー羽生店 スーパーマーケット
中央４丁目 リカーショップ㈲入山乾商店 酒類・食品類販売 ㈲シガ工芸 看板・塗装 南４丁目 ドラッグストアセキ 羽生店 ドラッグストア

㈱斎徳商店 燃料販売・小麦粉卸 ㈲原仏具店 仏壇・仏具・神具 ㈱さいこう 衣料品販売
中島商会 自転車・バイク販売 串焼　与兵 飲食店 つづき写真店 写真店
ヘアーサロンＡＳＡＮＯ 理容店 ㈱かねか苑葬祭 葬祭業 スーパーケンゾー本店 スーパーマーケット
ローソン羽生中央４丁目店 コンビニエンスストア DAI 飲食店 南５丁目 珈琲焙煎　香藏 焙煎屋
フルハウスブティック ブティック 割烹　赤坂 飲食店 ㈱ポムホッペ 洋菓子製造販売
Dining Produce 彩葵 ケータリング・仕出し ドラッグセイムス羽生東店 ドラッグストア ㈱光建築 建築業

Hair-Land 羽生店 理容店 南６丁目 ㈱ＤＣＦ 総合出張料理
[ 本町地区] ㈲羽生電設 電機工事・家電販売

中央３丁目 秋山時計店 時計･眼鏡販売 東７丁目 コバヤシカメラ 写真店 アイメガネ羽生店 メガネ販売
斉藤園陶器店 陶器店 ビューティサロン マキ 美容院 南７丁目 やわら接骨院 接骨院
おもちゃの店いいだや 玩具店 ㈲みやび亭 パン製造販売 ㈲中村新聞販売 新聞販売
スズキ洋品店 衣料販売 ㈲中嶋設計 建設設計・不動産業 ㈲エビス（ホンダドリーム羽生） 二輪販売修理
㈲松本薬局 薬局 セブンイレブン羽生東店 コンビニエンスストア セブンイレブン羽生南7丁目店 コンビニエンスストア
理容ム－ラン 理容店 東８丁目 うどん・そばの店むじな庵 飲食店 千両だし　まほろば 飲食店
エナジーローズ アロマサロン 浜島新聞店 新聞販売 Bellement 飲食店
井上大成堂 印章業 よしの 飲食店 ㈲大和田自動車商会 自動車整備
㈲ビュ－ティフレンドシムロ 化粧品販売 西３丁目 酒のぎょうだ 酒･食料品販売
㈱和田百貨店 婦人服･寝具販売 ［旭町地区］ ビックメガネ メガネ販売
きものファッションすぎやま 呉服販売 中央５丁目 水野呉服店 呉服販売 ［相生町地区］
はせ川 飲食店 うなぎ江もり 飲食店 中央１丁目 コーヒールームコマツ 喫茶店
ＲＩＮ．ＨＡＩＲ 美容室 板倉屋 飲食店 さかい屋 日用雑貨店

居酒屋　花 飲食店 ㈲斉藤三光堂 書籍文具・化粧品薬局
ローソン羽生中央５丁目店 コンビニエンスストア 美鈴治療院 マッサージ

南５丁目 ㈲鈴木電器商会 家電販売 双葉園茶店 茶販売
中央４丁目 ㈱吉井屋商店 糸・衣料附属品卸販売 ㈱サンドラッグ羽生店 ドラッグストア 髪床・ＫＯＧＵＲＥ 理容店

一進堂書店 書籍・雑誌・文具 あさひ 飲食店 田口肉店 精肉販売
モア松屋 アイスクリーム 北斗 飲食店
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［相生町地区］ [岩瀬地区] [手子林地区]
中央１丁目 栄鮨 飲食店 上岩瀬 アトリエ オレンジ ベル 飲食・雑貨販売 中手子林 野本商店 食品・酒販売

コーヒーショップＴＩＭＥ 喫茶店 hiro's.リフレ 美容サロン
うなぎ　丸市 飲食店 Horse  Space 紡 馬牧場 下手子林 ㈲阿部商店 酒類販売
メルヘン 飲食店・生花販売 中岩瀬 寿々間 飲食店 阿部被服㈱ スポーツ衣料販売
吉田印刷 印刷業 居酒屋大島 飲食店 増田好文堂 文具・事務用品・商材

中央２丁目 ㈲ヤマコ吉見屋商店 食料品販売 ベイシア羽生店 スーパーマーケット 自家焙煎屋 はらだ珈琲 焙煎屋
レストラン  たけし亭 飲食店 パーソナルジムkanaloa トレーニングジム
小川ゆでめん店 飲食店 下岩瀬 オートバックス羽生店 自動車用品販売 神戸 ㈱アイライフ 福祉用品販売レンタル
麺飯飲処華楽 飲食店 ㈲玉鮨 飲食店 グルテンフリーの店おうちカフェひとやすみ飲食店
伊勢屋 飲食店 ウエルシア羽生下岩瀬店 スーパーマーケット 北荻島 キッチンとんとん 飲食店
中沢商店 米菓販売 桑崎 ㈲秋池商店 酒類販売 南羽生 デイサービス未来　南羽生 デイサービス
ミトモ徽章 徽章製作 金山庵 飲食店 カーリペア エーピット デントリペア・ウィンドリペア

㈲小山建設 建設業 農場レストラン　オルトン レストラン ヘアーサロン梅沢 理容店
篠塚理容所 理容店 ＳｌｏｗＤｉｎｉｎｇ　風来坊 飲食店 Ｃａｓａ　Ｍｉａ（カーザミーア） 飲食店
美容室クレール 美容院 クイック羽生 ゴーカート場 ㈱Ｆｉｖｅ　Ｂｅｌｌ 整体・フィットネス
cocoro カフェ 小松 ㈱ドレミ運転代行 運転代行業 Ｓ・ココ・トコ 飲食店

ＦｉｎｅＦａｃｔｏｒｙ オリジナル製品販売
そば膳 葵 飲食店 [井泉地区]

［栄町地区] ㈱ベルクフォルテ羽生店 スーパーマーケット 藤井上組 ㈲関口政巳商店 燃料販売
中央１丁目 ㈱木村周作商店 米穀プロパンガス器具 ホームドライ本店 クリーニング
西１丁目 ジュニアサイト 化粧品タバコ雑貨 [須影地区] 松月庵 飲食店

小西洋服店 クリーニング・仕立て・お直し 川崎 イオン羽生店（専門店街は除く） 総合小売業 お好み焼きくるくる 飲食店
西２丁目 ホームドライベルク店 クリーニング 　〃（イオンモール内） ホームドライイオンモール店 クリーニング ㈲川田ホンダ販売 自動車販売整備

㈱鳥清 惣菜販売 　〃（イオンモール内） ㈱サン旅行センター 旅行代理店 泉商会 浄化槽保守点検
㈱ベルク羽生西店 スーパーマーケット 　〃（イオンモール内） ジョーシン羽生店 家電販売 めん美人 飲食店
羽生もっちり庵 飲食店 上川崎 桜カフェ 飲食店 すなが美容室 美容院
とんとん拍子 飲食店 下川崎 ㈲藤倉商店 コンビニ・ガソリンスタンド 根岸塗装工業㈱ 塗装工事・リフォーム
LULU  CAFÉ 飲食店 カーム 飲食店 手もみらーめん十八番 飲食店
セブンイレブン羽生駅西口店 コンビニエンスストア オンリーワン ペットショップ 藤井下組 そば宿　平八 飲食店
ダイニングTAKA 飲食店 川野辺自動車販売㈱ 自動車販売 Hapiness Motion(ハピネスモーション) 映像クリエイター

西３丁目 バルーナッツ バルーン製作販売 南羽生 野口酒店 酒・食品販売 北袋 吉永肉店 精肉販売
ミニストップ羽生西店 コンビニエンスストア ヘアーサロングリーン 理容店 ㈲蓮見商店 酒類食品販売

西４丁目 ㈲羽生福祉用具 福祉用具販売レンタル スーパーケンゾーココモ店 ス－パ－マーケット 今泉 きのだな関口商店 菓子販売
スーパーケンゾ－ウエスト店 ス－パ－マーケット ドラッグストアセキ 南羽生店 ドラッグストア 幸楽 飲食店
ホームドライケンゾーウエスト店 クリーニング ポーラ アカシア営業所 化粧品販売・エステ 奥村商店 ガソリンスタンド
ドラッグセイムス羽生店 ドラッグストア リフレッシュサロンるるど 化粧品販売・エステ オールドバーバーハギハラ 理容店

西５丁目 ㈲ヤマギシ インテリア（内装工事） 砂山 居酒屋あかり 飲食店 髙橋畳店 畳・内装業
Be Free For hair 美容院 ㈲長谷川電機センター 家電販売修理 発戸 保高石油 ガソリンスタンド
和処　ちさと 飲食店 カーズヴィレッジ 自動車販売整備 尾崎 うしくぼ珈琲 飲食店
大むら 飲食店 セブンイレブン羽生砂山店 コンビニエンスストア

秀安 小谷野土建 建設業
[新郷地区] ㈲羽生電機商会 自動車電装品関係 [三田ヶ谷地区]

上新郷 道の駅はにゅう 物産販売 ソルデシレ 洋菓子製造販売 三田ヶ谷 松竹美容室 美容院
カーライフイワサキ 自動車販売整備 須影 赤城屋バイパス店 飲食店 ウテナ工業 オリジナル製品販売
HORSE-FIELDS 福祉介護タクシー 本家松月庵 飲食店 ㈲小澤工務店 建設業

下新郷 ㈲花屋 食品雑貨販売 ㈲早川電気商会 家電販売  100CLUB （㈱スリーウェッジ） ペット用馬肉フード製造販売

たまには整体や 整体業 ジャパンブルーテラス 藍染製品販売
木村工務店 建設業 メナードフェイシャルサロン羽生須影 化粧品販売・エステ 喜右ェ門新田 ㈱モンブラン 衣料製造販売
伊藤電気商会 電気・水道工事 ㈱トータルほけん室 保険代理店 ゆみさんのお家カフェyou＆me yumi お弁当・スイーツ（テイクアウト）

松月庵　新郷 飲食店 味のイサム 飲食店 弥勒 インテリアふじの 内装工事
セブンイレブン羽生市下新郷店 コンビニエンスストア リフレッシュヨガ和み ヨガ教室 ㈲ミロク自動車 自動車販売整備
[川俣地区] 下羽生 ㈱ケイミックスパブリックビジネス 文化ホール運営

小須賀 アロハガス㈱ 水・燃料販売
上川俣 ㈲山崎土建 建設業 [村君地区]

[岩瀬地区] [手子林地区] 下村君 ㈱風の子ファーム ミニトマト・ほうれん草生産販売

上岩瀬 堀口商店 酒類食料品販売 上手子林 日本料理和食花むら 飲食店
アルソア輝 化粧品販売 ざっか屋さん　たんぽぽ レンタルスペース・カフェ・雑貨小売


