
NO 店名 住所 備考

1 すっきりマイスター 館1-6-12-605 

2 やきとり にしだ場 館2-5-1 

3 ㈱志木サテライトオフィス・ビジネスセンター 館2-5-2鹿島ビル４階 

4 上野税理士事務所 館2-6-11 志木ニュータウン・ペアクレセント３０４Ａ

5 さんり柳瀬川鍼灸整骨院 館2-6-11ペアクレセント203

6 シィーツゥー 館2-7-1 

7 シューフィットセキネ 館2-7-1 ぺあもーる

8 バランス整骨院 館2-7-2ぺあもーる商店街

9 ジュアルトータス 館2-7-4 

10 串処ＴＯＲＩＨＡＮＡ 館2-7-8 

11 エーデルワイス 館2-7-8 

12 のぐちマッサージ治療院 館2-7-8 ぺあもーる2階

13 サイクルボーイ 館2-7-8ぺあもーる１Ｆ

14 ホワイト急便 館2-7-8ぺあもーる街内

15 はしだや 幸町1-13-2

16 フードパラダイスエムエム 幸町1-4-20 さわのやビル1F

17 蕎麦処　大鷹 幸町1-6-59 

18 3R 幸町3-13-81 ヴィラフェリ102

19 後藤酒店 幸町4-23-26

20 太古ダイニング 幸町4-3-6 

21 宗岡自動車 上宗岡1-17-26 

22 SPS川口 上宗岡2-13-12 

23 川魚料理 鯉清 上宗岡2-15-53

24 K．S．ファクトリー 上宗岡3-11-19

25 和栗専門店 美むら 上宗岡3-11-48 

26 魚よし 上宗岡4-1-1 

27 Track Line 上宗岡4-12-16 

28 味よし食品 上宗岡4-1-31

29 ㈲マルシンミート 上宗岡4-1-35

30 ㈲スリーエス 上宗岡4-18-29 

31 吉田自動車 上宗岡4-8-34

32 志木スポーツプラザ 上宗岡5-16-7

33 宮下金物 上宗岡5-9-12 

34 やきとり和 上宗岡5-9-31

35 新生食品 上宗岡5-9-8 

36 外国語教室GandB 中宗岡1-4-32 

37 ヘアーサロンおち 中宗岡1-5-72 

38 Hondacars志木 中宗岡1-6-13

39 Grove 中宗岡2-14-35

40 solarseedkitchen(ソラシドキッチン) 中宗岡3-3-41

41 らーめんの小池さん 中宗岡3-9-3光ビルＢ

42 エンゼル 洋菓子店 中宗岡4-1-10 

43 養老乃瀧 中宗岡4-17-20 近江ビル
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44 北乃屋 中宗岡4-18-34

45 肉屋のけんちゃん 中宗岡4-18-34 

46 おやじのうどん旬 中宗岡4-18-40

47 魚河岸 海鮮 旬粋 中宗岡4-19-9

48 米のこくまん 中宗岡5-17-6

49 デイジイ志木店 中宗岡5-1-8 デイジイ

50 パン工房Lapin 中宗岡5-23-17

51 ㈲榎本モータース 下宗岡4-23-37 

52 富士見養蜂園 下宗岡4-29-17 

53 新鮮組 柏町1-9-1 戸建

54 三枝ストアー 柏町1-14-16

55 マルケイ精肉店 柏町1-14-18 

56 ㈲村田商会 柏町4-2-21

57 ㈲関野酒店 柏町4-3-74 タバコは対象外

58 ロイの酒場 柏町4-5-13 

59 カタギリスタジオ 柏町4-5-20 柏マンション102

60 飯田酒店 柏町4-6-26 

61 麹屋ガラス 柏町5-10-19

62 ㈱ミヤケン 柏町6-29-45 ミヤケンビル

63 ぷりえ柳瀬川園 柏町6-29-57

64 のみくい処庵 柏町6-29-62 

65 クリエイトサロン・フォーユー 柏町6丁目29ｰ65 ｸﾘｴｲﾄﾋﾞﾙ

66 Fuola HAIR 本町 6-18-5-B1 

67 志木わかくさ整骨院 本町1-1-10 星野ビル1ーB

68 しょぼい居酒屋 murameshi 本町1-1-10 星野ビル2F

69 焼肉ホルモン KIWAMI 本町1-1-10 星野ビルAー1

70 冨士屋 本町1-11-25 

71 みやかわ書店 本町1-11-32

72 ギャラリー・スペースM 本町1-2-2 

73 美松屋洋品店 本町1-2-7 

74 くま接骨院 本町1-2-13

75 志木市商工会 本町1-6-30

76 大坂屋本店 本町1-6-57 

77 ACCIO cafe 本町2-2-37 

78 Ｇａｌｌｏｐ　ＭｏｔｏｒＺ 本町2-2-5リバーサイドマンション101

79 ミカミフードセンター 本町2-4-39

80 ヘアースタイリングサロンくまかわ 本町2-5-43

81 吉川履物店 本町2-5-44

82 婦人服VOGUE 本町2-5-46 

83 田子山富士 本町2-9-40敷島神社境内

84 うつわ 荒井屋 本町3-1-50 

85 ろびん 本町3-1-50 

86 食事処やまかく館 本町3-1-59

87 ㈱清水商店 本町3-1-59 タバコは対象外

88 おうちcafe パン工房 本町3-2-26 

89 ニュータイムス社 本町3-2-27

90 谷合写真館 本町3ー1ー48 

91 山本自転車商会 本町3-5-17 

92 エステサロン　ぱせり 本町4-3-40 ハイライフわしだ

93 ホビーボックス つるや 本町４-4-25 

94 彩々家 本町5-10-13 

95 夏楓舎 本町5−11−13 1階

96 美容室　Lutea 本町5-12-14

97 イタリア料理 ポスト 本町5-13-20 本町ビル



98 ＴＡＮＯＮＣＵＲＲＹ 本町5-13-26けやきビル101

99 Fuola HAIR 本町5-13-28　1Ｆ 

100 越喜来や 本町5-14-21 

101 ｓｅｎｔｉｒ 本町5-14-24 ラポール志木1F

102 ぷりえユリノ木園 本町5-14-28-1F 

103 hair salon HOPE 本町5-15-29 1F 

104 志木設備メンテナンス 本町5-1-6

105 ZOO 本町5-18-17 第二川島ビル2F

106 Blossom 本町5-17-66 

107 エルパソヘアデザイン 本町5-18-22

108 炭火焼肉牛力屋 本町5-18-8サンロード志木１階

109 みのる酒店 本町5-19-21M・Iビル

110 ビリヤード＆ダーツ・WIND 本町5-20-12 サンシャイン志木ビル303

111 はなのみせ 花井生花 本町5-20-17

112 花井生花志木店 本町5-20-17

113 ブランシュネージュ洋菓子店 本町5-20-18 アンシャン志木

114 読売センター 志木東部 本町5-20-24 

115 クリーニングたんぽぽ 本町5-21-10 101

116 ぷりえ志木駅前園 本町5-21-17 

117 CODE　HAIR 本町5-21-49インテンションマンション１Ｆ

118 榎本モータース 本町5-21-60 

119 志木なかい整体院/筋整流法志木道場 本町5-22-2 朝日ビル501

120 デスティーノ・ドゥエ 本町5-22-15 ラテール2階

121 芳醇煮干 麺屋 樹 本町5-23-1 

122 とこ屋のけん坊 本町5-23-9 ママエイコリーレクエルドビル2F

123 くずし会席けんび 本町5-24-17アルバビル３階

124 カサブランカ 本町5-24-2 宮城ビル　Ｂ１

125 お箸ビストロSUIREN 本町5-24-2 宮城ビル1F

126 コワーキングスペース ベースコプラス志木 本町5-24-21　4Ｆ SHIKISM

127 ジモティーノ 本町5-24-21 FOOD HALL SHIKISM

128 虎金 本町5-24-21 FOOD HALL SHIKISM 一階

129 東京だし茶漬け　こめから 本町5-24-21 FOOD HALL SHIKISM内

130 PARC by Un ami 本町5-24-21 SHIKISM3階

131 フォーユーネクスト 本町5-24-21 SHIKIZM　B１

132 インド料理スリア 本町5-24-3

133 串かつでんがな 本町5-24-3 森田ビル1F

134 La Sincerite 本町5-24-7 イーストウッドビルB1

135 炭酒場カミナリ屋 本町5-25-12 林ビル 4F

136 ハーフヤード 本町5-25-12 林ビル3F

137 旬彩酒場 ZA座 本町5-25-20 ムクロジュビル2F

138 チーズ＆肉バルZA座 本町5-25-20 ムクロジュビル２階

139 吉津屋 本町5-4-40

140 ぎょうざ宝舞　志木店 本町5-7-15

141 Hair salon MOVE 本町5-7-5 

142 中華四川料理栄華飯店 本町5-8-5 

143 手打ちうどん　和 本町6-11-12 

144 健揚整骨院 本町6-16-14

145 三松 本町6-20-34 

146 ホワイト急便 本町6-22-45 B-3

147 ぷりえ 志木本町園 本町6-27-16 

148 大東ガスプチフラム 本町6-46-49 志木コーポラス1F

149 理容西村 本町6-7-14


