
事業所名 業種 所在地 電話番号 
1 カラオケ・オアシス・リシェス カラオケボックス 寒川町一之宮２－２２－１０ 73-4173
2 クリーニングこじまウェーブ店 クリーニング 寒川町一之宮１－８－１３ 75-0898
3 クリーニングこじま一番街店 クリーニング 寒川町岡田１０４９ 75-2756
4 セブンイレブン寒川駅前店 コンビニエンス 寒川町岡田８９２－１ 74-6192
5 セブンイレブン寒川北倉見店 コンビニエンス 寒川町倉見７５０ 74-1231
6 セブンイレブン寒川倉見西店 コンビニエンス 寒川町倉見６１８－１ 74-8111
7 スリーエフ寒川倉見駅前店 コンビニエンス 寒川町倉見９３３ 75-2103
8 セブンイレブンさむかわ中央公園前店 コンビニエンス 寒川町宮山９６６－１ 73-0361
9 セブンイレブン寒川倉見南町店 コンビニエンス 寒川町倉見１６４７ 72-5711
10 セブンイレブン寒川一之宮９丁目店 コンビニエンス 寒川町一之宮９－３－８ 75-8338
11 ひまわりの小部屋 化粧品小売 寒川町岡田７－８－９ 75-0916
12 サロン　アヤ 化粧品小売 寒川町岡田１０５９ 95-1848
13 ジュエル　アイリ ジュエリー 寒川町岡田１０１７－１ 73-0193
14 スポーツエース スポーツ用品 寒川町岡田１０９２－１ 75-4354
15 コスモス整体院 整体院 寒川町岡田６３－４ 28-1500
16 出村製パン パン 寒川町倉見１８２７ 75-2341
17 ラ・ルミエール パン 寒川町倉見９０１－２ 74-4041
18 ；ｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　＜ｈｏｕ　＜ｈｏｕ パン 寒川町宮山１１ 74-3370
19 俵屋 弁当 寒川町一之宮８－６－１３ 75-0932
20 寒川セントラルボウル ボウリング場 寒川町岡田１０４７ 75-5311
21 メガネサロン　サイトウ メガネ 寒川町岡田１０２３－１ 98-0662
22 メガネのルック メガネ 寒川町岡田１０５９－２ 75-8683
23 パティスリー　＜ＨＯＵＸ 洋菓子 寒川町一之宮２－１２－１３ 73-4689
24 ㈲ラメール洋菓子店 洋菓子 寒川町宮山９２３－７ 74-6141
25 シャトレーゼ湘南寒川店 洋菓子 寒川町岡田９７８－１ 74-2022
26 さがみや菓舗 和菓子 寒川町一之宮２－１－１ 75-0260
27 豊月堂 和菓子 寒川町一之宮１－２３－１３ 75-0068
28 大黒屋 和菓子 寒川町岡田３４９ 75-0111
29 花見煎餅 和菓子 寒川町岡田６－１０－２４ 74-0873
30 和菓子処　吉祥庵 和菓子 寒川町倉見３８３０－７ 74-8247
31 ヨロズ薬局 医薬品 寒川町一之宮９－１－１７ 75-0059
32 大久保川魚店 飲食店 寒川町岡田１２２－１ 75-0353
33 ステージドリーム 飲食店 寒川町一之宮９－２３－１８ 73-0368
34 寒川ホルモン　かるべぇ 飲食店 寒川町岡田１１５８ 98-1635
35 和食　南 飲食店 寒川町倉見１１２１－２ 74-2198
36 焼肉 龍苑 飲食店 寒川町一之宮３－１２－５ 75-3514
37 喜楽苑 飲食店 寒川町岡田６－１０－２５ 75-3955
38 食事処 まるよし 飲食店 寒川町岡田９４６－１ 75-2047
39 焼肉 明洞 飲食店 寒川町岡田３－２０－２４ 75-5909
40 レストラン　イデ 飲食店 寒川町岡田５－１８－５ 72-1154
41 炭火焼肉 わいえふ 飲食店 寒川町倉見５１９ 75-3087
42 太陽ラーメン 飲食店 寒川町小谷１－１１－５７ 75-8882
43 とんかつ水龍 飲食店 寒川町宮山１２６－１ 74-1077
44 割烹　北国 飲食店 寒川町岡田１０４３－４ 74-4210
45 巴屋 飲食店 寒川町大蔵７－５ 74-2531
46 藤沢峰本寒川店 飲食店 寒川町宮山１２４－１ 73-3535
47 田舎寿司 飲食店 寒川町岡田１０２８ 75-7722
48 寒川　やまと 飲食店 寒川町岡田１０２３ 75-6035
49 飯酒家　竹 飲食店 寒川町倉見１１９０－４ 75-5939
50 いろは寿司 飲食店 寒川町倉見２８５６－２ 74-3963
51 青山大寿司 飲食店 寒川町宮山６－３ 74-0530
52 じんべえ 飲食店 寒川町岡田３－２－１ 75-2457
53 ふるさと 飲食店 寒川町岡田６－１０－２５ 74-7577
54 五十鈴 飲食店 寒川町倉見５１６ 75-6031
55 焼肉 イナミ 飲食店 寒川町岡田７－２－３１ 74-5992
56 ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ　ヴェルデ 飲食店 寒川町宮山３４６０－１ 73-4101
57 イタリアンレストランＰ：ＳＳＯ 飲食店 寒川町岡田１０４７ 75-5311
58 食べ呑み処　ななよん 飲食店 寒川町一之宮７－７－４ 75-8801
59 お食事処　さるかに 飲食店 寒川町大曲２－８－１４ 75-9439
60 あっちゃんのお台所 飲食店 寒川町岡田１１５１－１北野ビル１０２ 73-7536
61 ウスイ植物園 花・植木 寒川町大蔵5－1 75-3251
62 露木生花 花・植木 寒川町岡田８９８ 75-0121
63 千秋園 花・植木 寒川町宮山２０７ 75-5581
64 木村生花店 花・植木 寒川町岡田２２４２ 75-0507
65 湘芸 各種商品 寒川町一之宮１－３－２９ 75-3192
66 明治牛乳能條商店 各種食料品 寒川町倉見４４０ 75-0036
67 Yショップ寒川シャイン 各種食料品 寒川町小谷１－１１－４３ 75-6361
68 杉山商店 各種食料品 寒川町宮山２９９５ 75-1013
69 フルモト 金物 寒川町宮山５２－１ 74-3300
70 ㈲佐草靴店 靴 寒川町岡田１１６２－２ 75-4214
71 井出履物店 靴 寒川町倉見４８０ 75-0394
72 ワキオートショップ 自転車 寒川町倉見１０９０－６ 75-2216
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73 モリサイクル寒川店 自転車 寒川町宮山１０－４ 74-4666
74 下里自動車㈱ 自動車一般整備 寒川町中瀬２０－２３ 75-0695
75 大久保自動車整備工場 自動車一般整備 寒川町岡田３５０ 74-1581
76 オートクリニック 自動車一般整備 寒川町倉見５４４－１ 73-0222
77 田中写真 写真 寒川町宮山７５－３ 75-2450
78 大久保酒店 酒 寒川町岡田３－２１－２３ 74-0117
79 広田米・酒店 酒 寒川町岡田７－２０－１１ 75-2329
80 街の酒蔵　原繁 酒 寒川町岡田１０４０－３ 75-3575
81 三留酒店 酒 寒川町岡田３－２－１ 75-0054
82 神部酒店 酒 寒川町倉見１４８２ 75-0691
83 黒川商店 酒 寒川町倉見４８３ 75-0692
84 田辺酒店 酒 寒川町小谷１－８－４０ 75-0819
85 喜久屋酒店 酒 寒川町宮山３９２５ 75-0107
86 大川畜産 食肉 寒川町岡田６２ 75-5254
87 斉藤精肉店 食肉 寒川町倉見４８０ 75-2480
88 きむら寝具店 寝具類 寒川町宮山１３０９－１８ 74-4120
89 魚国商店 鮮魚 寒川町岡田６２ 74-3384
90 魚秀 鮮魚 寒川町倉見５０１ 75-5887
91 お茶のまるしげ 茶類 寒川町岡田１０２３ 74-0088
92 瀧川園茶舗 茶類 寒川町宮山９９３ 75-2091
93 井出電器商会 電気器具 寒川町一之宮１－１２－２３ 75-1071
94 マルキ電機 電気器具 寒川町一之宮９－２４－１６ 75-2771
95 エフワン岡田西店 電気器具 寒川町岡田１００ 75-4470
96 コムロデンキ 電気器具 寒川町岡田２９８ 74-4321
97 スギ電器商会 電気器具 寒川町倉見６２１－１ 75-3588
98 ミヤガワ電機 電気器具 寒川町小谷３－８－３ 74-2728
99 ビュ－ティサロン・シマダ 美容 寒川町岡田１００７ 75-2754
100 ミドリ美容室 美容 寒川町岡田２４０１－３ 75-5530
101 ビューティサロン　ハルミ 美容 寒川町宮山３８５４ 74-1972
102 フラワー美容室 美容 寒川町宮山１０５０ 74-0633
103 カナリヤ本店 婦人服 寒川町一之宮１－２３－２３ 74-4111
104 ヨシカワ洋品店 婦人服 寒川町一之宮１－２４－７ 75-0043
105 りりーず 婦人服 寒川町一之宮８－９－９ 75-8988
106 アグ 婦人服 寒川町岡田９０－１７ 74-1834
107 ニシヤマ手芸店 婦人服 寒川町岡田１０２３－１ 75-5986
108 モードアライ 婦人服 寒川町岡田１０５９ 75-3943
109 洋品店シマノ 婦人服 寒川町岡田８６ 75-0091
110 レディースシマノ 婦人服 寒川町岡田８６ 75-0091
111 ラ・モ－ド　マツヤ 婦人服 寒川町岡田１００ 75-6832
112 カナリヤ小谷店 婦人服 寒川町小谷１－１－３ 74-4114
113 三留米店 米穀類 寒川町岡田７－２－２３ 75-0626
114 三留米店小谷店 米穀類 寒川町小谷３－９－１４ 74-1857
115 戸塚米店 米穀類 寒川町宮山３６０５ 75-0625
116 有山青果店 青果 寒川町岡田７－８－６ 75-0708
117 臼井青果店 青果 寒川町岡田６２ 75-0227
118 黒江商店 青果 寒川町倉見１１８９－２ 75-6099

119 カットウェーブ 勉 理容 寒川町岡田９９３－１１ 74-7374

120 理容カネダ 理容 寒川町岡田１１５１－３ 74-0771

121 ノウジョウ理容室 理容 寒川町倉見５０４－１ 75-1194

122 ノウジョウ美容室 理容 寒川町倉見５０４－１ 75-1194

123 メンズ・ヘア・サロン中丸 理容 寒川町倉見１７２７－４ 75-3306

124 カットハウス　ライフ 理容 寒川町中瀬６－８ 74-6621

125 カットイン＝Ｈ４ 理容 寒川町宮山９１５－１ 74-4133

共通商品券のお問い合わせは、寒川町商工会まで。
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