
『三芳町商工会商品券』使用応諾事業所一覧表（令和２年10月31日現在） 　　は10/30追加先

※追加応諾先は随時当会HP(https://miyoshi-sci.com/）にて更新します。 定休日・営業時間等は各自でご確認ください。

地区 店舗名 業種（商工会に届出）または商品・サービス 住所 電話番号 担当者・注意事項

1 ふ藤久保 み三芳町商工会 なたね油（1,500円) 藤久保７２３２－２ ２７４－１１１０

2 か上富 あアザーワン 木工加工・製作 上富１９８６－１ 韮澤

3 か上富 うウイズグリーン 剪定枝買取、黒土・堆肥販売 上富５１３ ２５８－６１４５ 井田

4 か上富 えエフエイチピー リフォーム 上富１９８７－１０ 田中

5 か上富 え江戸屋弘東園 お茶・さつまいも・木製小物販売 上富１３８８－３ ２５８－２７１１ 伊東

6 か上富 おオアシスかどや（料亭角家） 飲食店 上富１１６７ ２５８－３６８８ 小山

7 か上富 か金谷ガス LPガス販売 上富４８９ 真石

8 か上富 ぎ宜野座 居酒屋 上富１５５１－８２ 落合

9 か上富 くクリーニングたむら クリーニング店（染み抜き工房） 上富５９７－８ ２５８－６０４０ 田村

10 か上富 さ三富今昔村 くぬぎの森交流プラザ運営 上富１５８９－２ ２５９－６５６５
くぬぎの森交流プラザ内
飲食・お土産のみ利用可

11 か上富 し昭和ガス ＬＰガス販売 上富２６４ ２５８－５７１１ 髙橋

12 か上富 し新日本リース 土木建築材料 上富１４３３－２ 名津井

13 か上富 たタケダオーキッド 洋ラン販売 上富７４０ ２５８－１５００ 武田

14 か上富 と手打ちそばうどん富（とめ） 麺類・天ぷら（飲食店・テイクアウト） 上富１５５ ２５８－１５０２ 宮寺

15 か上富 み三芳トータルサービス 旅行・観光・バス等 上富１４９６－４ ２５８－３６７５ 髙橋

16 か上富 み三芳合金工業 合金・溶解 上富５０８
２５８－３３８１

石井

17 か上富 み三芳エアコンサービス エアコン設置（空調工事） 上富１５５２ ２５８－０４７０ 西田

18 き北永井 あアゼル 建物清掃業 北永井３９４－２ ２５７－２６５８ 齋藤

19 き北永井 いＪＡいるま野 農業協同組合 北永井３５８－１ ２５８－００１０ 吉田：吉野

20 き北永井 お荻島司法書士事務所 司法書士 北永井８７０－３ ２５９－００５０ 荻島

21 き北永井 さ三愛商事 不動産 北永井８７０－３ ２５８－８５５２ 荻島

22 き北永井 さ三角クリーニング クリーニング店 北永井８４５－１４ ２５８－３０２２ 髙橋

23 き北永井 し清水商事 肥料・飼料 北永井４５６ ２５８－２１２１ 清水

24 き北永井 す鈴兼米穀 米・穀物販売 北永井８２９－２ ２５８－０３０５ 伊藤

25 き北永井 た高山自動車整備工場 自動車整備 北永井６１６－４ ２５８－１８５１ 高山

26 き北永井 だダスキンみよし野 ダスキンレンタル 北永井５４７－６ ２５８－１５２３ 西村

27 き北永井 な仲野工務店 建築業 北永井８３３－２ ２５８－５９６９ 仲野

28 き北永井 に日本評論社サービスセンター 管理・サービス 北永井８７９－７ 金谷

29 き北永井 に日本乗馬倶楽部 乗馬 北永井６８５－１ ２５８－２０５７

30 き北永井 みみのり交通 タクシー 北永井６９－５ ２７４－７０５１ 熊倉

31 き北永井 み三輪工務店 建築業 北永井８８２－１３１ 三輪

32 き北永井 も森田園 お茶販売 北永井６２７ ２５８－３８５５ 森田

33 ふ藤久保 あアサヒ飯店 飲食業 藤久保３７６－１４２ ２５８－０６４６ 北原



34 ふ藤久保 あアクアマリン 海水魚・淡水魚販売 藤久保３３６－１２ ２９３－６３２４ 菊池

35 ふ藤久保 あアロマフロッグス 飲食業（テイクアウトあり）・マッサージ 藤久保３６６－２７ ２５８－２９７４ 石垣

36 ふ藤久保 い米　伊勢屋 和菓子等小売 藤久保１００－１８ ２５８－８２４５ 本間

37 ふ藤久保 うカフェウインド 喫茶 藤久保３２７ 店２５７－２０２０ 宮沢

38 ふ藤久保 えエーホー パッキン製造・保育園運営 藤久保５３９－６ ２５８－６３００ 大島

39 ふ藤久保 えＭＧＣ 観光・バス・外国人派遣 藤久保７１６－５ ２５９－６６６１ 竹島

40 ふ藤久保 ええひも 居酒屋（テイクアウトあり） 藤久保３７－７－１０１ ２５７－０００５ 服部

41 ふ藤久保 えエヌテイ企画 アルミ・鋼製建具　修理 藤久保８３６－３３ 瀧澤

42 ふ藤久保 おオートバックス三芳店 自動車部品・タイヤ・カーナビ・ドラレコ等 藤久保９２３－４ ２５８－５７３０ 長谷川

43 ふ藤久保 かかどや（小口） 飲食業（そば・うどん）出前あり 藤久保８９－２４ ２５９－０７１１ 小口

44 ふ藤久保 か河童軒（かっぱけん） 飲食業（中華）テイクアウトあり 藤久保１６－１８ ２５９－２２８８ 田中

45 ふ藤久保 さ斎藤製作所 旋盤加工 藤久保４６４－８ 斉藤

46 ふ藤久保 し人形の清水屋 ひな人形・五月人形・祭り法被等 藤久保９５０－１ ２５８－３６３９ 清水

47 ふ藤久保 し嶋村工務店 建築業 藤久保８８－２ 嶋村

48 ふ藤久保 し塩野寝装店 寝具等販売 藤久保２７－１２ 塩野

49 ふ藤久保 ししおの塗装工芸 塗装 藤久保２７－１３ 塩野

50 ふ藤久保 じＧｅｎｔｉｌ 外壁工事 藤久保８１８－２ 薗

51 ふ藤久保 すスエヒロ 飲食業（ステーキ） 藤久保５８３－１－２ ２５８－２３２０ 嶌田

52 ふ藤久保 す寿司孝 飲食業（寿司） 藤久保３７－１７ ２５９－６２９１ 会退

53 ふ藤久保 た田口電気 電気工事 藤久保９０７－６８ 田口

54 ふ藤久保 なナチュレール 理美容 藤久保２７－５ 狐塚

55 藤久保 野村自転車商会 自転車等小売 藤久保３８５８－１７ ２５０－０４１４ 野村

56 ふ藤久保 ふフルカワ電設 電気工事 藤久保６０３３ 古河

57 ふ藤久保 み海想空（みそら） 居酒屋 藤久保８４９－９ 大喜冷熱

58 ふ藤久保 もモーニングビーチ カットハウス（理容） 藤久保２２－３ ２５９－０４８２ 田中

59 ふ藤久保 よ吉野屋酒店 酒類等小売 藤久保７０５－２ ２５８－３１５５ 山田

60 ふ藤久保 りリトルトレジャー リサイクルショップ 藤久保８４－１４ ２５８－３６６２ 齊藤

61 ふ藤久保 わワールド 文具・スポーツ用品販売 藤久保５３１０ ２５８－２０６４ 鈴木

62 ち竹間沢 か神田橋工業 管工事業（空調） 竹間沢６７０－７ 神田橋

63 ち竹間沢 じジエンハオ 輸入雑貨販売 竹間沢６９７－１ ２５９－１４８８ 松原

64 ち竹間沢 しシンシア 自動車・自動車部品販売 竹間沢東７－３ ２５９－５９２３ 拔井（ぬくい）

65 ち竹間沢 すスペースエイジ 金属加工 竹間沢５９９-１ ２７４－３４３０ 土川

66 ち竹間沢 れレオ 家電小売業 竹間沢６５７－２ 古寺

67 ち竹間沢 でDGサービス ガス機器販売 竹間沢４４６－４ 若松

68 みみよし台 いすずかね（池上） 米・牛乳・灯油販売 みよし台７－８ ２５８－２７０９ 池上

69 みみよし台 うウイル 産業用プリンター みよし台１７－５ 山田



70 みみよし台 かかぶら家 飲食店・居酒屋（和食） みよし台１１－１２－１０５ ２５９－３４１０ 塩野

71 ふじふじみ野市へヘアーサロンGEN 理容業 ふじみ野市亀久保６７８－４５ ２６７－０４４０ 梶原

72 ふじふじみ野市ももみほぐし（レクレ） マッサージ ふじみ野市大井１０７０－１ ２９３－７３３７ 新藤

73 ふじふじみ野市せ成栄食品 キムチ製造販売 ふじみ野市駒林１１７－２ 菊池

74 ふじみ富士見市 すストレングス 訪問看護ステーション
富士見市西みずほ台３－１１－１０
シャルルみずほ台２階B

小窪

75 ふじみ富士見市 き木村薫国際特許事務所 弁理士（知的財産の申請） 富士見市勝瀬７０９－１２ 木村

76 ふじみ富士見市 むむさし野 和菓子販売 富士見市西みずほ台３－１１－６ ２５１－９１７７ 鈴木

77 ふじみ富士見市 も居酒屋紅葉（もみじ） 居酒屋
富士見市西みずほ台３－１１－１０
シャルルみずほ台１階

２５９－３５７９ 長岡

78 と所沢市 さ埼玉スポーツセンター レジャー施設 所沢市南永井１１１６ ０４－２９４４－９９６６ 金子

79 か川越市 ま磨味坊（まみぼう） 中華（飲食店・テイクアウト） 川越市下赤坂６６２－４ ２６１－９９９８ 松本

80 ぐ群馬県 さサンコーハルナパーク キャンプ場 群馬県高崎市下室田町４６４２－５ ０２７－３７４－５１５１ 三康倉庫（荻島和彦）

※内容については、事務局で精査しておりますが、間違い・修正、追加等がございましたら、お手数ですがご一報ください。

　　　 三芳町商工会　事務局（担当：河井） TEL:０４９－２７４－１１１０ FAX:０４９－２５８－２８１５

tel:０４９－２７４－１１１０

