
【2月 1日現在】

（第 2 弾）本庄にエールを！

対象店舗で最大 30％戻ってくるキャンペーン 対象店舗

注意事項）

・この一覧表に記載している内容は、原則 PayPay アプリの MAP ピン上に表示

されている名称等です。※実店舗の名称や住所等と異なる場合があります。

・店舗側の一月あたりの決済限度額に達する等、店舗の状況によっては PayPay

がご利用いただけない場合がありますので、事前に店員の方に確認をお願い

します。

・PayPay アプリ上で MAP ピンを非表示希望にしている等、店舗側の事情により

一覧表に記載していない店舗があります。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

キャンペーンの内容

○期 間：令和 3 年 2 月 1 日(月)～2 月 28 日(日)

○内 容：市内の対象店舗で、期間中に PayPay 残高で支払いをした場合、

決済金額の最大 30％の PayPay ボーナスを後日付与

○ポイント付与上限：1,000 円相当（1 回あたり）、5,000 円相当（期間中）

〇対象店舗：市内の PayPay が利用できる店舗等（約 610 店舗）

（病院・調剤薬局・大手チェーンなど一部対象外店舗を除く）

詳細は PayPay のホームページをご確認ください。
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

かぶとや グルメ

そば処　きむらや グルメ

居酒屋 藤よし グルメ

笹屋製菓舗 グルメ

cafe NINOKURA カフェ

キドヤ カフェ

Antique La Blanche ショッピング

こめ吉商店 ショッピング

清野書店 ショッピング

早乙女青果店 ショッピング

田辺米殻店 ショッピング

マシモ商店 ファッション

有限会社 平田電機商会 家電・携帯電話

NARIETT　bis 美容院・サロン

千代田

小沢サイクル その他

がってん寿司（本庄店） グルメ

コヤラズ グルメ

居酒屋大進 グルメ

小料理 せいわ グルメ

焼肉 犇こう グルメ

本庄たぬき 辻九 グルメ

PAINT AUTO BAHAMA ショッピング

アリッジ 埼玉事業所 ショッピング

関根桐材店 ショッピング

田邊金物店
百貨店・ショッピング

センター

小渕捺染 ファッション

Hair Salon Luana 美容院・サロン

UP-TO-DATE 美容院・サロン

美容室ＯＮＤＡ 美容院・サロン

レンタリスタ（本庄店） その他

坂上自動車修理工場 その他

若泉

埼群トーヨー住器 その他

FOOD  BOAT  Cafe グルメ

ふじ井 グルメ

ダイニング　晴 グルメ

ダナパニ（ビバモール本庄店） グルメ

焼肉の琥珀屋 グルメ

電気舘カレー グルメ

鮨みさご グルメ

アリィエハコ カフェ

パスリポ カフェ

わくわく広場（ビバモール本庄店） ショッピング

御菓子司 せきね ショッピング

山口青果 ショッピング

酒舗アライ ショッピング

中央

中屋釣具店 ショッピング

地区 店舗名 カテゴリ

坪谷豆腐店 ショッピング

文真堂書店（ビバモール本庄店） ショッピング

MENSSHOP KUBO ファッション

カンガルー堂（ビバモール本庄店） ファッション

山口呉服店 ファッション

制服のやまぐち ファッション

CASA COLOR（本庄店） 美容院・サロン

いづみ美容室 美容院・サロン

松本美容室 美容院・サロン

蔵髪 美容院・サロン

浜町エール整骨院 マッサージ

ロイヤルグランデ（ビバモールヤオコー本庄

中央店）
クリーニング

りらくる（ビバモール本庄店） その他

中央

アメイジンググレイス（本庄店） その他

Asobi Bar DONDON グルメ

B級酒場　ドドンパ グルメ

luminous グルメ

あさひ鮨 グルメ

みさご酒場 グルメ

スナクラ ジュン グルメ

チェスカ　ラウンジ グルメ

ホルモン焼 空 グルメ

ラウンジ 白馬 グルメ

串長 グルメ

串揚げ 沢や グルメ

江戸前　進寿司 グルメ

酒処 ヒロ グルメ

美喜鮨 グルメ

北海亭（本庄銀座店） グルメ

本庄中山酒場　ぶぶすけ グルメ

食堂　恩むすび カフェ

本庄パンカフェ 麦と豆 カフェ

珈琲屋コスタリカ カフェ

スイーツカフェ リュプランシパル ショッピング

ヒノコマ釣具 ショッピング

フタバ ショッピング

ララミーレザー ショッピング

岩本印舗 ショッピング

香の根岸 ショッピング

寺井商店 ショッピング

八百六商店 ショッピング

武井酒店 ショッピング

福田屋呉服店 ショッピング

米のこぐれ ショッピング

フレスカ ファッション

銀座

ブティック二葉 ファッション
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

銀座通り眼鏡 ファッション

なかだや 家電・携帯電話

HAIR SALON DEAREST 美容院・サロン

NARIETT 美容院・サロン

Uakoko.hair 美容院・サロン

サロンドBee 美容院・サロン

髪芝居 美容院・サロン

トヨタレンタカー（本庄駅店） その他

メディカルフレッシュ その他

学生服リユースShop さくらや その他

銀座

岸屋 その他

ふじ久 グルメ

一貫楼 グルメ

串のセキネ グルメ

旬のごはんとトキシラズ グルメ

小川家 グルメ

1cc カフェ

K's cafe bar kyouya カフェ

カイルアカフェ カフェ

居酒屋 元 カフェ

せんだ米穀店（本庄店） ショッピング

オートショップたけうち ショッピング

サイクルセンター矢代 ショッピング

フラワーショップ 花三 ショッピング

米の郷サイベイ ショッピング

かわせ京染店 ファッション

株式会社 山田屋 ファッション

上野セイブ ファッション

Fragancia 美容院・サロン

ヘアーサロンコトブキ 美容院・サロン

ヘアーサロン髪夢 美容院・サロン

マツエクサロン ZOOM（本庄店） 美容院・サロン

美容室ヴィサージ 美容院・サロン

ホテル本庄 ホテル・旅館

クリーニングホシノ（本庄駅北口店） クリーニング

お直しサロン　アン・コトン（ベルク本庄

店）
その他

鎌田MOTORS その他

土屋整備工場 その他

福～ふく～整体院 その他

本庄タクシー その他

本庄合同タクシー その他

本庄

本庄補聴器 その他

RAME グルメ

みやび鮨 グルメ

海鮮いさみ グルメ

東台

元祖からあげ本舗桃太郎 グルメ

地区 店舗名 カテゴリ

焼肉飯店 グルメ

炭焼き酒場 しごろぅ グルメ

五州園 カフェ

LURESHOP KERMIT ショッピング

ぴゅあ ショッピング

アップガレージ（埼玉本庄店） ショッピング

買取劇場（本庄店） ショッピング

アン・モール　赤かんばん ファッション

株式会社 オザワ ファッション

HAIR GALLERY 遊美 美容院・サロン

Li-Grace 美容院・サロン

美容室ＶｉＶｉ（本庄店） 美容院・サロン

あげは整体院 その他

おんりーわんふぉとスタジオ その他

お引越の七福神 その他

ファミリーホール その他

井河自動車株式会社 その他

関東代行 その他

岩上運輸 その他

阪東自動車 その他

小久保ダンススクール その他

東台

並木絵画教室 その他

タジマデンキ

花の木 グルメ

魚串みぶろ グルメ

AMBER カフェ

HondaCars熊谷（本庄店） ショッピング

sukrayoga エンタメ

ランベリー eyelash salon 美容院・サロン

理髪館saitoh 美容院・サロン

日の出

Motorcycle Shop FREAK’S その他

一口茶屋（MEGAドン・キホーテUNY本庄店） グルメ

居酒屋 BUSAN グルメ

居酒屋りゅう グルメ

幸楽 グルメ

珈琲館（本庄店） カフェ

さいとう化粧品店（MEGAドン・キホーテUNY
本庄店）

ドラッグストア・薬局

Kajitsu ショッピング

よむよむ（MEGAドン・キホーテUNY本庄店） ショッピング

フラワーショップラン ショッピング

金井園 ショッピング

トリオ（本庄店） ファッション

メガネステーション（MEGAドン・キホーテUN

Y本庄店）
ファッション

レディーズランドコ・コ（本庄店） ファッション

Come Hair 美容院・サロン

南

Skovla Spangle 美容院・サロン
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

ＣｏｍｅＨａｉｒ 美容院・サロン

美容室 Coup 美容院・サロン

美容室 パルジュ 美容院・サロン

たかはし治療院 マッサージ

南

クリーニングホシノ（MEGAドン・キホーテUN
Y本庄店）

クリーニング

正鮨 グルメ

味良久 グルメ

じてんしゃ村（前原店） ショッピング

オザーク・ルアーショップ ショッピング

cut house basilcut house basil 美容院・サロン

エリーゼ 美容院・サロン

マツド美容室 美容院・サロン

前原

長沼設備工業株式会社 その他

ホワイト急便（本庄柏店） クリーニング

柏

株式会社 make peace（埼玉支部） その他

プリーモ 本庄店 グルメ

中華料理　双福 グルメ

文具ショップ みなみ ショッピング

楽装くぼ田 ファッション

SAZAEHAIR 美容院・サロン

タイ式整体　シーワカハティー その他

栄

戸谷自動車サービスステーション その他

ビーハニー グルメ

寿飯 グルメ

旬菜みつくら グルメ

一茶 カフェ

ESキッチン ショッピング

若林食品 ショッピング

和菓子いいじま ショッピング

時光堂 ファッション

Revie 美容院・サロン

emma lash 美容院・サロン

ネイルサロン＆スクール Ampilica 美容院・サロン

さいたまセレモニーホール　本庄 その他

りらくる（本庄店） その他

原田サイクル その他

本庄北SS（小島南給油所） その他

小島南

癒しサロン　Resia〜リシア その他

すぱげっちぃ Azzurro グルメ

とんかつ かつ善 グルメ

みらの グルメ

クルールプリュス グルメ

チャオズ グルメ

Bright ショッピング

くりたストアー ショッピング

小島

モテギ洋蘭園 ショッピング

地区 店舗名 カテゴリ

河本屋酒店 ショッピング

緑花園 ショッピング

BLESS 美容院・サロン

Cut Factory Ogawa PODIUM 美容院・サロン

みすみ 美容院・サロン

アイリス整骨院 マッサージ

ライムマッサージ治療院 マッサージ

福島接骨院 マッサージ

Lullラル その他

MIYAKO AUTO その他

もてぎ電気 その他

小島

清閑堂（本庄店） その他

秩父家菓子店 グルメ

鳥よし グルメ

和風レストラン 八衛門 グルメ

中沢食品 ショッピング

Sunday 美容院・サロン

寿

美容室 VICKY 美容院・サロン

Bar Heppoco グルメ

Bar MISTY グルメ

DOLPHIN グルメ

K's Bar グルメ

Lit グルメ

SNACK Aya グルメ

Sappy's Bar グルメ

TRIPSCoffee グルメ

Yujiro グルメ

おはしどころ菜でしこ グルメ

お好み焼　よし グルメ

さんき グルメ

やきとり・やきとん  升吉本店 グルメ

スナックしおん グルメ

ピザ野郎（本庄店） グルメ

ラウンジ夜会 グルメ

居酒屋 にぼし グルメ

居酒屋 ゑびす屋 グルメ

居酒屋　わ グルメ

串焼き・串坊主 グルメ

光海 グルメ

祭り囃子 グルメ

昭和堂 グルメ

焼鳥専門店 とさか屋 グルメ

食道楽（本庄店） グルメ

秩父焼肉ホルモン酒場　まる助（本庄駅前

店）
グルメ

中国料理 四川館 グルメ

駅南

南の酒場 ぶぶすけ グルメ
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

平成堂 グルメ

味どうらく長 グルメ

夜飯や グルメ

窯焼き大衆酒場 どんちゃか（本庄店） グルメ

カフェ×テラスバ（本庄駅） カフェ

珈琲横丁 カフェ

Viet Que Choa ショッピング

あかね ショッピング

ちび助 ショッピング

パン・ド・ミ ショッピング

リトルキッチン ショッピング

うえすとらんど エンタメ

Hair Salon 63 Zakka 美容院・サロン

LAFU 美容院・サロン

nail.Ulala 美容院・サロン

Ｌｏｓｆｅｌｉｚ（本庄駅南店） 美容院・サロン

カットハウス しぶさわ 美容院・サロン

ビューティ児玉（本庄店） 美容院・サロン

ワンウェイ 美容院・サロン

塩原理容院（SHIOBARAhair） 美容院・サロン

さくら整体院（本庄店） マッサージ

埼玉グランドホテル　本庄 ホテル・旅館

キレイ洗科：K クリーニング

クリーニングショップみやび クリーニング

M's fitness その他

detox salon ray その他

インフォメーションセンター（本庄駅） その他

ニコニコレンタカー（本庄駅南店） その他

塩ノ谷輪業 その他

香家 その他

駅南

上信ハイヤー（本庄営業所） その他

Brasserie Ikki グルメ

ajito　suite グルメ

さんれも グルメ

ジャネット グルメ

マリーレン グルメ

来夢来人 グルメ

Chups カフェ

DINER（本庄店） カフェ

MY CASA カフェ

ルボワール カフェ

Patisserie KUROSAWA ショッピング

ごるふ工房 HAUNT ショッピング

せんの花 ショッピング

メガネのイタガキ（本庄店） ショッピング

けや木

富田屋（本庄店） ショッピング

地区 店舗名 カテゴリ

Arco（本庄店） 美容院・サロン

Kiitos・hair 美容院・サロン

Ｌｉｔｔｌｅ　ｍｏｏｎ 美容院・サロン

ぼたん理容所 美容院・サロン

えにし整骨院 マッサージ

エイブルネットワーク その他

キッチンじゃいこ＆Mルーム その他

クリーニング　ケア その他

リラクゼーションサロン Rocco その他

横尾建設 その他

けや木

明日香交通タクシー その他

居酒屋ふくろう グルメ

七福 グルメ

珈琲工房　ＫＵＲＯＹＡＮＡＧＩ グルメ

PC倶楽部cafe カフェ

笠原乳業 ショッピング

創庫生活館（本庄本店） ショッピング

アイメガネ ファッション

学校制服キャンパスサンジュウキュウ（本庄
店）

ファッション

婦人服のグレースワン ファッション

Super DA・CAPO（本庄店） 家電・携帯電話

STUDIO aire エンタメ

LittleBuddy HAIR&NAIL 美容院・サロン

crest 美容院・サロン

美容室 ハッピーベリー 美容院・サロン

ハピカル（本庄店） その他

見福

ライブネット株式会社 その他

そば蔵（本庄店） グルメ

フレッシュベーカリークック グルメ

御食事処 みさお グルメ

博多うまいもん だるま山 グルメ

フリマハイクラス ショッピング

本庄犬猫病院 ショッピング

ソフトバンク　本庄 家電・携帯電話

Adagio 美容院・サロン

Room 583 美容院・サロン

ぱき 美容院・サロン

メンズヘアーサロン　ルーモ 美容院・サロン

株式会社 三越産業 美容院・サロン

ネットカフェタイムスペース（本庄店） その他

早稲田ｅトレ塾 その他

緑

島田園（本庄緑店） その他

いってつ食堂 グルメ

かつ太郎（本庄店） グルメ

しげよし（本庄店） グルメ

朝日町

トラットリアciao グルメ
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

三舟 グルメ

石焼らーめん火山（本庄朝日町店） グルメ

中国物産　好運来 ショッピング

朝日屋酒店 ショッピング

Loop hair 美容院・サロン

Oggi HAIR（本庄店） 美容院・サロン

美容室 ボブ 美容院・サロン

きものファッション  あおやぎ（本庄店） その他

朝日町

タムラ商事　本庄イーストSS その他

じなん坊 グルメ

寿し処　たく美 グルメ

中国料理 泰山 グルメ

レストラン マジェンタ カフェ

メナードフェイシャルサロン らぶりふぉれ

すと
ドラッグストア・薬局

Hair Shizen 美容院・サロン

バーバーショップ ウィザード 美容院・サロン

芦澤治療院 マッサージ

五十子

洋菓子店の店 トランテアン その他

茂木園茶舗 ショッピング

四季の里

でんきのASK カナイ 家電・携帯電話

銘酒茶屋 陣矢 グルメ

株式会社 ALFA ショッピング

cieL eyedesign 美容院・サロン

優はり灸院 マッサージ

下野堂

清水自動車電装 その他

Hanafarm Kitchen グルメ

かつはな亭（本庄早稲田店） グルメ

一期一会 グルメ

海産酒房むく グルメ

gvino カフェ

サンデービーチ カフェ

弥蔵 カフェ

コメこめマートササイ（本庄早稲田店） スーパーマーケット

.moss ショッピング

LA Belle Neige ショッピング

ベーカリーズキッチン オハナ ショッピング

ワイモバイル（カインズホーム本庄早稲田
店）

家電・携帯電話

パーソナルトレーニングジム くるり エンタメ

Aimer nail&eyelash 美容院・サロン

Hair Design SOLA 美容院・サロン

Laule’a 美容院・サロン

PRAN.C 美容院・サロン

Switch HAIR T.ES 美容院・サロン

ＮＡＭＥ（本庄早稲田店） 美容院・サロン

ＮＡＭＥ本庄早稲田店　ａｎｎｅｘ 美容院・サロン

早稲田の杜

あはば鍼灸・整骨院 マッサージ

地区 店舗名 カテゴリ

ほねつぎ わせだ マッサージ

わせだのもり整骨院 マッサージ

クリーニングホシノ（本庄早稲田店） クリーニング

relaxation Mua その他

パールプラス その他

ペットホテル きずな その他

本庄早稲田の杜ミュージアム その他

早稲田の杜

本庄道場 その他

クリーニングホシノ（東台店） クリーニング

台町

スズキ販売（本庄中央店） その他

不二ドライブイン グルメ

諏訪町

CPL co  ltd HEAD QUARTERS その他

アンティーダモーターサイクル その他

ガリバー（本庄店） その他

車検のコバック（R17本庄店） その他

本町

板金のモドーリー（R17本庄店） その他

marina食堂 カフェ

細野商店 ドラッグストア・薬局

栗田洋蘭園 ショッピング

artisco 美容院・サロン

美彩鍼灸院 マッサージ

HIGH QUALITYAUTO その他

藤田地区

Ｔｉｎｙ その他

もちもちポテト群馬 グルメ
仁手地区

サトルファーム ショッピング

麺や一発 グルメ

ドッグスクールK .T ショッピング

彩鱗めだか ショッピング

ビューティサロン くりた 美容院・サロン

LANDS END その他

TCG その他

リラクゼーション流星 その他

駿ホースクラブ その他

庄和観光バス 株式会社 その他

大木自動車 その他

堀口自動車 その他

本庄北SS その他

旭地区

老人福祉センター つきみ荘 その他

COLORE グルメ

てんぐ茶屋 グルメ

スナック花水木 グルメ

旬彩割烹 あうん グルメ

炭火焼肉 ぎょうてん（本庄店） グルメ

中華料理 美華 グルメ

鉄板・お好み焼き はなび グルメ

北泉地区

和食レストラン　えん グルメ
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

Chouette カフェ

えとせとら カフェ

ビッグマーケット（本庄店） スーパーマーケット

SUSTAIN ショッピング

good little day ショッピング

スリーフラワー ショッピング

大野犬猫病院 ショッピング

でんきち（本庄児玉インター店） 家電・携帯電話

Conny 美容院・サロン

SORORES 美容院・サロン

hair Hug 美容院・サロン

ヘアーブランドグラマー 美容院・サロン

モアステージ24時間 美容院・サロン

美容室BUZZ 美容院・サロン

しょうの接骨院 マッサージ

FP Fortune Laboratory その他

KMI門倉自動車工業 その他

SAION その他

サンセイ その他

ディーアイケイ その他

井上自動車有限会社 その他

写とる写真館 その他

車検のコバック（本庄店） その他

北泉地区

宥勝寺 その他

もつ煮 ランチ うちのおかあさん グルメ

今井地区

中華料理 ちゃいなちゃいな グルメ

どさん娘（児玉店） グルメ

居酒屋 ほりぐち グルメ

居酒屋　燦 グルメ

焼肉レストラン 花蓮 グルメ

信濃そば グルメ

盛華飯店 グルメ

川部商店 グルメ

炭火焼肉 こだまホルモン グルメ

辻九児玉 グルメ

和ノ嘉 グルメ

ヨーデルコーヒーハウス カフェ

菓子工房 梅月堂 カフェ

ダルマヤ化粧品店 ドラッグストア・薬局

solFlows ショッピング

かしわ商会 ショッピング

だるまや菓子店 ショッピング

ゴルフ工房 井沢 ショッピング

パンとお菓子 マロン ショッピング

モータウン ショッピング

児玉地区

永尾精肉店 ショッピング

地区 店舗名 カテゴリ

小林生花店 ショッピング

新井麗水堂印舗 ショッピング

須永青果店 ショッピング

福島豆腐店 ショッピング

文会堂 ショッピング

和菓子くろさわ ショッピング

サラダ館（児玉館）
百貨店・ショッピング

センター

本店タカハシ（児玉店）
百貨店・ショッピング

センター

かぶと屋 ファッション

クロード ファッション

メガネのかしま ファッション

宮﨑呉服店 ファッション

山市屋本店 ファッション

有限会社 あかしや ファッション

洋服のせきね ファッション

サイホクでんき 家電・携帯電話

パナピット コダマデンカ 家電・携帯電話

ダイナスティゴルフ エンタメ

Hair Studio KATOKEN 美容院・サロン

HairSalonAsami 美容院・サロン

hair space famille(ファミーユ) 美容院・サロン

とこや飯塚 美容院・サロン

アトリエ　クリップ 美容院・サロン

バーバーショップムサシ 美容院・サロン

旭軒理容所 美容院・サロン

美容室 エレガンス　ルシア 美容院・サロン

美羅野美容室 美容院・サロン

木村理容店 美容院・サロン

ロイヤルグランデ（フレッセイ児玉店） クリーニング

ロイヤルグランデ（ヤオコー児玉バイパス

店）
クリーニング

ロイヤルグランデ（本社工場） クリーニング

GROW-UP FACTORY その他

あおき その他

あかぎ代行 その他

あさみ珈琲豆店 その他

たじま農機 その他

エムラリック その他

チハラ金物店 その他

一冊本舗 その他

児玉清掃㈱ その他

小倉製畳店 その他

清水自動車 その他

滝澤建設 その他

田島石油 その他

島田園（本店） その他

児玉地区

日進社 その他
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　PayPayキャンペーン対象店舗一覧（2月1日現在）

地区 店舗名 カテゴリ

児玉地区 立川商店 その他

Pasti グルメ

いなか茶屋 きんしょう グルメ

ふく寿司 グルメ

食事処ふじおか グルメ

北武蔵カントリークラブ カフェ

BE-CLUB ショッピング

HAPPINESS GARDEN ショッピング

たばたファーム ショッピング

ほそかわ ショッピング

ネイルサロン 美美 美容院・サロン

FUNNY MOTOR garage その他

GOLDEX本庄モーターパーク（旧本庄サーキッ
ト）

その他

Ricoミュージックスタジオ その他

climbinggymTHREEPEAKS その他

ＢＬＥＵ　ＮＯＯＮ その他

まめ代行 その他

ウェブシティグローバル その他

西光保育園 その他

金屋地区

飯野材木店 その他

お食事処　心喜 グルメ

うどん＆古民家カフェ　大門家 カフェ秋平地区

酒の中桝（本店） ショッピング

ふれあいの里いずみ亭 グルメ
本泉地区

カーサービス 山口 ショッピング

ごはん屋 なかばやし グルメ

そば・うどん  まつだ グルメ

火楽 グルメ

マグルズカフェ カフェ

伊好屋 カフェ

珈琲院 雪詩慕雲 カフェ

CountySide367 ショッピング

ＨｅａｒｔＳｏｎｇ ショッピング

ガレージリバティ ショッピング

ケイズゴルフ　アカデミー＆クラブ ショッピング

ジャパンカーバンク ショッピング

株式会社 小針乳業 ショッピング

出牛農園 ショッピング

有限会社　須野原鈑金塗装 ショッピング

よしの家具 家電・携帯電話

井田電器 家電・携帯電話

Nail Salon Lycka 美容院・サロン

R’s HAIR 美容院・サロン

ヘアサロン　マーク 美容院・サロン

美容室クロワ（ｃｒｏｉｘ） 美容院・サロン

共和地区

CPL AMERICAN VERSION その他

地区 店舗名 カテゴリ

JANE CUSTOM WORK その他

ＳＯＮＯ　整体健康院 その他

さいたまセレモニーホール　児玉 その他

まつむら設備 その他

インペリアル その他

カーサンスタンド その他

ココカラ ハーモニー その他

ハッピーガーデン 森田造園 その他

安全代行 その他

春山ガス その他

西光第二保育園 その他

未来健康サロン白蓮 その他

共和地区

茂木自動車工業 その他

ブティックLee ファッション

児玉南

Ａｎｇｅ 美容院・サロン
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