
(令和4年11月15日現在 順不同）

店            名 電話番号（０４９） 取扱商品・サービス 店            名 電話番号（０４９） 取扱商品・サービス

ますや ２９７−４９５５ 中華 手打ちうどん 川島食堂 ２９７−５７２８ 和食

むさしや ２９７−４７４７ うどん・そば そうま水産 ２９７−０２７６ 和食

吉庵 ２９７−３１４６ うどん・そば 幹部屋分店 ２９７−０１３７ 肥料・食品

手打ちそば泉の里 ２９１−０１３２ うどん・そば 高島屋 ２９７−０１３８ 青果・食品

新房 増田屋 ２９７−６３２２ うどん・そば 理容室アースヘアー ２９１−０７８９ 理容室

やきとり恵 090-3683-2206 居酒屋 ヘアーショップカジノ ２９７−８１３１ 理容室

ひまわりや ２９７−０６２０ 菓子 クレヨン ２９７−０４１８ 自動車販売・整備

マイショップしぶや ２９７−００３４ 食料品・煙草・雑貨 澤田自動車鈑金 ２９７−９３９９ 自動車販売・整備

ウエルシア川島吹塚店 ２９７−８６１５ 医薬品・雑貨 中野自動車整備工場 ２９７−１９０２ 自動車販売・整備

ドラッグストアセキ川島町店 ２９９−０３００ 医薬品・雑貨 関自動車整備工場 ２９７−０７０７ 自動車販売・整備

セブン−イレブン埼玉川島店 ２９７−３３９９ コンビニエンス うめざわ商店 ２９７−００７５ 衣料品

セブン−イレブン川島町吹塚店 ２９７−７５２６ コンビニエンス 川島ガス販売 ２９７−０２２０ ガス販売

ファミリーマート川島正直店 ２９９−３３７０ コンビニエンス 松原グリーンファーム 090-8777-0865 農産物

ミニストップ川島町中山店 ２９７−５３７０ コンビニエンス 関新聞店 ２９７−００６５ 新聞

鍵しっぽ 080-9170-0880 猫雑貨・手作り雑貨 さかなや一千 090-8102-0021 刺身・干物

ＭＩＮＴ ２９７−８１７０ 美容室 川島屋 ２９７−１１４０ せんべい販売

おのでらスポーツ ２９７−０８２３ 自転車販売修理 小久保モータース ２９７−０３３６ 自動車販売・整備

アウトレット輸入家具・川島店 ２９７−５８１０ 家具雑貨 矢部養鶏場 ２９７−１０４９ 鶏卵

まるや石油川島八幡ＳＳ ２９７−２７８８ ガソリン・灯油

ふれんど ２９７−８１３３ 酒･煙草･クリーニング

カフェけやき ２９９−８５５２ カフェ 古民家 にんじん木 090-1047-6368 カフェ

中村園 ２９７−０６２２ 農産物 高橋商店 ２９７−１９６４ 食料品・酒

ほっともっと川島町店 ２９９−１１８０ 弁当 片岡商店 ２９７−１９６７ 酒・飲料・煙草

パン工房ＴＯＡ ２９７−１１８８ パン･サンドウィッチ

魚兵商店 ２９７−１４７５ 鮮魚

だるまや ２９７−５８６８ うどん・そば 笹岡商店 ２９７−３３９８ 食料品・酒

政寿司 ２９７−２３８４ 寿司 カードックセンター ２９７−６８０８ 自動車整備・販売

すし宝船 ２９７−５１９２ 寿司 ニューフジフーズサービス川島 ２９７−８８１１ 仕出し・弁当

寿々万 ２９７−２０２６ 和食 山水花園 ２９１−０３２５ 生花・園芸

本手打うどん 庄司 ２９７−７７０３ うどん

ウエルシア川島上伊草店 ２９７−６０４１ 医薬品・雑貨
笛木醤油（金笛しょうゆパーク） ２９７−００４１ 醤油･うどん･バウムクーヘン Smile Café 1/2 ２９９−１１３４ カフェ

スーパーなかや ２９７−０１０１ 食料品 かわばた ２９７−８１８５ 和食

セブン−イレブン川島伊草店 ２９７−６４９０ コンビニエンス 中華料理 喜楽 ２９７−１９２５ 中華

理容コジマ ２９７−３３５６ 理容室 ぽんぽこ家 ２９１−００１７ 居酒屋

鈴木衣料品店 ２９７−０２５４ 衣料品 酒処やんちゃ ２９７−４１６９ 居酒屋

ほんざわ鍼灸院 ２９８−３０３９ はり・きゅう 田中店 ２９７−００７１ 青果･食料品･クリーニング

白旗畳店 ２９７−２４７０ 畳 梅沢本店 ２９７−００５５ 衣料品・煙草

笛木油店 ２９７−００４８ ガソリン・灯油 嶋村モータース ２９７−１０６２ 自動車販売・整備

小高印刷 ２９７−０２８０ 各種印刷 川島アグリン農産物直売所 ２９７−４３３６ 農産物(JAではありません)

アークジュエリースタジオ ２９７−６９２１ 指輪・宝石 いちごファクトリー ２９７−０４７１ いちご

川島釣り堀 ２９７−１０４０ 釣り堀 川島タクシー ２９７−６７７７ タクシー

カネフク製菓 ２９７−３３０１ せんべい販売 さまちか ２９８−３３７７ 特産品販売

Piano Café 大吉 090-5769-6738 カフェ

あさがお接骨院 ２９９−４１１２ 接骨院

デンキチ 川島店 ２９９−２０００ 家電 森田自動車鈑金塗装 ２９７−１３６８ 自動車販売・整備

ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら 川島ｲﾝﾀｰ店 ２９９−０１６０ 衣料品 鶴熊輪業 ２９７−０１４５ 自動車販売・整備

蔦屋書店 川島インター店 ２１１−０００８ 書籍・文具・CD/DVD 神田モータース ２９７−０１７６ 自動車販売・整備

オートアールズ 川島インター店 ２９９−１６１１ カー用品 鳥羽井沼へら鮒釣場 ２９７−５８４４ ヘラブナ釣り

馬車道 川島インター店 ２９９−０５００ レストラン

鶏彩 川島インター店 ２９９−４４５５ からあげ

久兵衛屋 川島店 ２９９−１００９ うどん・天ぷら

八ツ保地区

小見野地区

営業日、営業時間等については、電話等によりご確認くださいますよ

う、お願い致します。

出丸地区

かわじま元気クーポン 取扱店
中山地区 三保谷地区

伊草地区


