
取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

ビッグ・エー　吉川高富店 食品、日用品 高富 982-1274

花の店　リンディ 生花 美南 983-0880

吉川フレッシュファーム直売所 野菜、食品  保 982-0432

㈲フロリストひとみ 切り花、鉢物  〃 981-6374

ジェーソン　吉川駅前通り店 食料品（生鮮除く）、日用雑貨  〃 982-7911

ビッグ・エー　吉川店 食品、日用品 栄町 982ｰ9749

㈱増辰海苔店 焼海苔、味海苔　他  〃 982-1627

肉の太田屋 精肉、惣菜 吉川団地 981-0298

静岡屋 茶、のり 吉川 982-0121

とうふ工房　翁 とうふ  〃 983-1021

木の下商店　吉川中央総合病院内売店 食品、飲料、弁当、日用雑貨 平沼 982-0160

コクシネル 洋菓子 川藤 982-7884

しんみせ 酒類・食料品 中曽根 982-2285

パティスリーアンソレイユ 洋菓子（ｹｰｷ、ﾎｰﾙｹｰｷ、焼菓子、ｸｯｷｰ、ﾏｶﾛﾝ等） 美南 972-4250

㈱十八屋 酒類、飲料水類  〃 982-2111

宇田川肥料店 米穀、肥料、農薬  保 982-0139

Bakery&Café FEU CLAIR　～フークレール～ 天然酵母パン、ドリンク、カフェランチ  〃 915-2035

平野せんべい屋 煎餅  〃 982-3591

㈲おおばやし酒店 和洋酒、米、灯油 栄町 982-4160

㈲二合半堂まつざわ煎餅 煎餅  〃 982-0305

御菓子司　中村屋 和菓子  〃 982-8750

リカーズ　かきのきや 酒類 吉川 982-0219

フルヤ牛乳　吉川販売店 乳類宅配 平沼 983-4516

ベーカリー　PREGO パン  〃 971-7210

和菓子司まるしん 和菓子  〃 982-0249

菓子工房　雨のち晴れ 洋菓子  〃 983-6161

パティスリーハヤノ 洋菓子 きよみ野 983-4004

セブンイレブン　吉川南広島店 コンビニエンスストア 南広島 992-2322

セブンイレブン　吉川中井3丁目店 コンビニエンスストア 中井 983-7117

ローソン　吉川上笹塚三丁目店 コンビニエンスストア 上笹塚 981-7890

セブンイレブン　吉川加藤店 コンビニエンスストア 加藤 981-1030

セブンイレブン　埼玉吉川南店 コンビニエンスストア 中曽根 981-2837

セブンイレブン　吉川美南5丁目店 コンビニエンスストア 美南 972-6344

セブンイレブン　吉川木売新田店 コンビニエンスストア 木売新田 982-5006

セブンイレブン　吉川駅北口店 コンビニエンスストア 木売 983-3173

セブンイレブン　吉川木売2丁目店 コンビニエンスストア  〃 983-7067

ローソン　吉川きよみ野店 コンビニエンスストア  関 981-9631

セブンイレブン　吉川平沼店 コンビニエンスストア 平沼 983-7858

セブンイレブン　吉川さくら通り店 コンビニエンスストア  〃 981-3020

ローソンストア１００　吉川いちょう通り店 コンビニエンスストア  〃 984-3199

セブンイレブン　吉川きよみ野店 コンビニエンスストア きよみ野 983-5055

サンキ　吉川美南店 衣料品、生活雑貨、寝具、インテリア 美南 984-1235

ファッションセンターしまむら　吉川店 衣料品　等  保 984-1192

ラ・モードオカダ 衣料品 吉川 982-1076

まくらと寝具の「いわひらや」 日用品（ﾀｵﾙ、ﾊﾟｼﾞｬﾏ）、寝具、寝装品 平沼 982-0326

取扱店一覧

総合食料品・青果・精肉・生花

酒類・米穀・パン・菓子

コンビニエンス

衣料品・寝具



取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

取扱店一覧

もりたでんき 家電 鹿見塚 982-3287

エビナ電気㈱ 家電（エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機など）  保 981-0369

パナハート　トミイ 家電 新栄 981-0556

こども眼鏡館　イオンタウン吉川美南店 眼鏡 美南 940-1070

恵和メガネ メガネ、コンタクトレンズ、補聴器  保 981-5888

㈲山崎時計メガネ店 時計、メガネ、宝飾 吉川 982-0217

井上時計店 時計、メガネ、貴金属 平沼 982-2721

メガネのイタガキ　吉川店 メガネ、補聴器  〃 984-1616

中村自動車 自動車整備 飯島 982-1235

いがらしサイクル 自転車・バイク小売修理、自転車保険 高富 981-3771

ガレージ＆カフェ　ネオリング 自動車タイヤ、パーツ、ワッフル 美南 999-6366

タイヤ館　吉川店 四輪用タイヤ、エンジンオイル、バッテリー等  〃 984-1251

㈲オートガーデン勝栄 タイヤ、バッテリー、エンジンオイル交換 木売新田 981-1101

自転車さんだいじ 自転車販売、修理 栄町 982-5259

小山輪業 自転車販売、修理 平沼 982-2209

㈲サンスポーツ 小中学校体操服・制服、スポーツ用品  保 982-1101

柏屋人形釣具店 人形、釣具 平沼 982-0304

マツモトキヨシ　吉川旭店 医薬品、化粧品、健康食品、日用品、食品、雑貨 旭 991-6666

そうごう薬局　吉川けやき通り店 医薬品、OTC 中曽根 982-4861

ドラッグセイムス　吉川高久店 薬、健康食品、化粧品、雑貨、食品、酒 高久 983-5305

読売センター吉川南部 読売新聞、日経新聞　他 高富 982-3802

ウエルシア　イオンタウン吉川美南ANNEX店 医薬品、化粧品、食品、日用雑貨 美南 984-2860

ドラッグストアセキ　中曽根店 医薬品、化粧品、日用品、食料品  〃 984-4280

ドラッグストアセキ　吉川美南店 医薬品、化粧品、日用品、食料品  〃 984-0300

㈱マツモトキヨシ　吉川駅前通り店 医薬品、化粧品、日用品、食品  保 984-1278

そうごう薬局　吉川美南店 医薬品 木売新田 981-7281

ポーラ健美 化粧品、健康食品 木売 981-9888

そうごう薬局　吉川店 調剤薬局、医薬品、衛生材料  〃 984-4133

ウエルシア薬局　吉川栄店 医薬品、化粧品、食品、日用雑貨 栄町 984-4371

コスメ＆エステ　みき 化粧品＆エステ  〃 982-5139

ドラッグストアセキ　吉川店 医薬品、化粧品、日用品、食料品  〃 982-5963

セキ薬局　吉川店 第一類医薬品、健康食品、医療雑貨  〃 984-1900

読売センター吉川 読売、日経、報知、埼玉新聞  〃 982-0146

双葉薬局 処方箋調剤、医薬品、化粧品 吉川団地 982-6348

ドラッグセイムス　吉川さくら通り店 薬、健康食品、化粧品、雑貨、食品、酒 吉川 984-6633

そうごう薬局　吉川中央店 医薬品、OTC  〃 940-7041

ドラッグストアセキ　平沼店 医薬品、化粧品、日用品、食料品 平沼 984-6000

セキ薬局　平沼店 第一類医薬品、健康食品、医療雑貨  〃 984-1300

中里薬局 薬、化粧品、介護用品、健康食品  〃 982-0049

ドラッグセイムス　吉川きよみ野店 薬、健康食品、化粧品、雑貨、食品、酒 きよみ野 984-2030

スポーツ用品・人形

薬・化粧品・新聞・日用雑貨

家具・家電

時計・メガネ・貴金属

自動車・バイク・自転車



取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

取扱店一覧

そば・うどん　みのわ そば、うどん 上笹塚 981-6855

しゃぶ亭　トンボ しゃぶしゃぶ 高久 981-4104

Pasta&Bar Natsu（イタリア料理） パスタ、ピザ、コース料理（イタリア）、酒（ワイン、カクテル）  〃 982-8389

中国料理　敦煌 中国料理 高富 982-9973

コメダ珈琲店　イオンタウン吉川美南店 珈琲、軽食 美南 984-5111

椙寿司 寿司、刺身　他  保 983-1267

とんかつの店　いけだ とんかつ定食、その他各種定食  〃 982-6378

レストラン　こはまや 洋食、中華  〃 982-0107

沖寿司　吉川店 寿司 中野 984-2166

焼肉家ごんたか 焼肉、キムチ等 木売新田 940-2988

よしだ家 居酒屋 木売 983-7561

Food café Legame パスタ、ドリンク  〃 999-6996

とんとん拍子 串焼き、串揚げ、もつ鍋  〃 999-6874

目利きの銀次　吉川北口駅前店 刺身、浜焼  〃 982-8488

中華飯店　きんすい ラーメン、餃子、定食類 栄町 982-1549

レストラン　コヤノ 洋食  〃 982-6167

歩陽門 牛肉（焼肉）  〃 981-7000

お好み焼き　べるべる お好み焼、もんじゃ、一品料理 吉川 090-5219-7857

料亭　糀家 日本料理 平沼 982-0009

中華処　萬万亭 中華料理  〃 981-5354

割烹料理　ますや 川魚料理、うなぎ、なまず  〃 982-0022

魚藤 うなぎ、川魚専門  〃 982-0053

吉川　福寿家 日本料理  〃 982-0019

笑龍 中華料理  〃 983-0956

サロンド森田 パーマ、カラー、着付 鹿見塚 982-3287

ホワイト急便　吉川美南店 クリーニング 美南 070-7516-2688

石居クリーニング商会 一般服クリーニング  保 982-3598

ヘアーサロン　ハタイ 理容  〃 981-2470

美容室Blues カット、カラー、パーマ、育毛、増毛 中野 983-3769

カットサロン　ネモト 理容  〃 982-6835

サロン・ド・ジョイ 美容 木売 981-4801

ヘアーサロン　カスタム 理容  〃 981-8007

美容室KOMATUDA 美容 栄町 982-8926

理容栄 理容 吉川団地 983-3272

きしん整体院 整体 平沼 981-6516

小出美容室 パーマ、カラー、着付  〃 982-0153

ホワイト急便　いちょう通り店 クリーニング  〃 070-7516-2687

ホワイト急便　のじり店 クリーニング  〃 982-0220

ホワイト急便　ピコロ店 クリーニング  〃 982-2848

hair  Happy 美容（カット・ヘアカラー・パーマ等）、整髪剤等 きよみ野 983-7318

浜田屋商店 ガソリン、軽油、灯油、オイル、洗車、パーツ 土場 981-5902

㈲大沢油店　吉川南SS ガソリン、軽油、灯油 高久 982-1248

竹内産業㈱　キグナス石油吉川給油所 ガソリン、軽油、灯油、洗車、オイル交換 吉川 981-2491

㈲石綿商店 ガソリン　他  〃 982-0207

飲食・喫茶・居酒屋

理美容・整体・クリーニング

ガソリンスタンド



取扱店名 取扱商品・サービス等 所在地 ＴＥＬ

取扱店一覧

㈱アートインテリアタムラ 絨毯、カーテン、内装工事一式 川藤 982-5000

㈱アンクル 省エネ・エコ商品、家電製品、リフォーム、電気工事 高久 984-6070

㈱ナカノヤ　吉川支店 リフォーム  〃 982-8881

タジマ金物店 建築金物、工具、鍵と錠前、合鍵作製 栄町 981-1940

㈲イツワ 建築、リフォーム関連全般  〃 983-1011

戸伝建設㈲ 建築、リフォーム関連　他 吉川 981-0138

㈲竹内産業 畳、襖、障子、網戸等内装工事  〃 982-0231

㈱ハイスペース 建築、リフォーム工事  〃 981-5487

東彩ガス㈱ リフォーム関連、ガス器具販売 越谷市 962-1382

ハロー！パソコン教室　イオンタウン吉川美南校 PC、スマホ、タブレット等情報機器に係る学習教室 美南 971-8631

Y'sダンスアカデミー ダンスレッスン  保 971-8499

イオンタウン　吉川美南 食料品、衣料品、雑貨　他 美南 984-1020

イオン　吉川美南店 食料品、酒、薬、化粧品、日用消耗品  〃 984-0700

ファッションセンターしまむら　吉川南店 衣料品、寝具  〃 983-8008

アベイル　吉川南店 衣料品  〃 983-9171

ライフコーポレーション　吉川駅前店 食料品、衣料品、生活雑貨  保 981-8611

スーパーマルサン　吉川店 総合食料品 中野 961-8603

ライフコーポレーション　吉川栄町店 食料品、生活関連品 栄町 983-7800

ホームセンターコーナン　吉川栄町店 日用雑貨  〃 984-6660

バラエティストアーカマニ 衣料・日用品・寝具・家庭用品・食品（加工）他 平沼 982-0027

コモディイイダ　吉川店 生鮮食料品 きよみ野 982-1411

医療法人社団メディカルコミュニティマイ 診療所 上笹塚 981-7171

㈲ハート・アンド・ライフ 福祉用具、介護用品 高久 984-5350

よしかわ天然温泉ゆあみ 温泉、芝居  保 982-2647

はすみクリニック 内科、消化器科 木売新田 984-5112

ラッピーランド 吉川市特産品 木売 983-7020

サラダ館　吉川栄町店 ギフト・学生衣料 栄町 981-4510

サラダ館　吉川いちょう通り店 ギフト 平沼 983-7755

その他

建築・リフォーム関連・内装工事・電気工事

学習塾・カルチャー教室

大型店


