社

員

名

簿

平成29年3月31日現在
正会員５３３名
会員名
㈲ああーさ
NPO法人あいアイ あいアイ美術館
愛地産業㈱
㈲アオイトレーディング
㈲あぐり小江戸
㈱麻友
麻原酒造㈱
東屋
あとひき煎餅塩野
㈱アドベンチャー
㈲天沼質屋
㈲彩工房
㈱新井商店
あらはた園
荒幡農園
イーグルトラベル㈱
イーグルバス㈱
飯野農園
池田屋本店
イシイの甘栗 川越店
㈲味の店 伊勢屋
一川宏也
㈱いちのや
市野屋豆腐店
稲葉屋本舗
今福囃子連
㈱芋十
いも神社(宗)神明社
㈲いも膳
いるま野農業協同組合 川越地域
㈱岩崎商店
岩堀建設工業㈱
ウｪストポイント
㈲上野工業
内田開才写場
㈱内田産業
㈱ウニクス
㈱右門
上戸芸能保存会
エスプリライン
㈱えすぽわーる伊佐沼
江田肇
江田養鶏場
㈲江戸屋
東日本電信電話㈱ 埼玉事業部 埼玉西支店
㈲えぷろん亭
㈱エムアイメイズ
エムエス観光バス㈱
大沢家
太田屋茶店
大野農場 工房ミオ・カザロ
大野屋洋品店

住所
埼玉県川越市幸町2-11 白石商店2F 開運亭
東京都目黒区中目黒1-1-17-212
埼玉県川越市富士見町8-7
埼玉県川越市並木94-35
埼玉県川越市鴨田922-1
埼玉県川越市問屋町12-3
埼玉県入間郡越生町大字上野2906-1 越生ブリュワリー
埼玉県川越市西小仙波町1-16-1
埼玉県川越市仲町9-9
埼玉県川越市今成1-17-8
埼玉県川越市中原町1-3-8
埼玉県川越市小仙波町4-14-35
埼玉県川越市問屋町3-1
埼玉県川越市南大塚1377
埼玉県川越市南大塚6-12-33
埼玉県川越市中原町2-7-8 Y&Leeビル3F
埼玉県川越市中原町2-7-8 Y&Leeビル3F
埼玉県川越市今福903
埼玉県川越市元町2-7-3
埼玉県川越市幸町2-3
埼玉県川越市連雀町13-6
埼玉県川越市脇田本町11-27
埼玉県川越市松江町1-18-10
埼玉県川越市久保町11-11
埼玉県川越市元町2丁目7-6
埼玉県川越市中台2丁目10-24
埼玉県川越市松江町2-1-5
埼玉県入間郡三芳町上富1003
埼玉県川越市小室15-1
埼玉県川越市今成2-29-4
埼玉県川越市寺井233-3
埼玉県川越市六軒町1-3-10
埼玉県川越市新宿町1-10-18-710
埼玉県川越市東田町7-14
埼玉県川越市通町12-7
埼玉県川越市小ケ谷253
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル24F
埼玉県川越市石田171-2
埼玉県川越市上戸169
埼玉県川越市脇田本町16-23
埼玉県川越市伊佐沼667-2
埼玉県川越市石田本郷1206
埼玉県川越市中老袋320
埼玉県川越市元町2丁目7-1
埼玉県川越市仲町8-3
埼玉県川越市元町2丁目1-19
東京都新宿区西新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル8F
埼玉県川越市石原町2-2-3
埼玉県川越市元町1丁目15-2
埼玉県川越市久保町6-7
埼玉県川越市谷中27
埼玉県川越市連雀町13-10

小川菊
岡田園
小川藤
岡野屋
㈱おぎでん
荻野銅鐵店
尾﨑古美術店
小澤写真画工房
おでん屋浜ちゃん
おはなの玉子焼
㈲帯津
㈲帯津酒店
㈲おびつ商店
㈲篭屋
工房 華彩
呉服笠間
可児一男
甘味茶房 かすが
(社)霞ヶ関カンツリー倶楽部
加藤製菓㈲
カトウ設計
㈱カナイ消防機材
㈱金子商店
叶商事㈱
手打ちそば 鎌倉
㈱亀屋
㈱亀屋栄泉
㈲亀屋紋蔵
川越一番街商業協同組合
川越芋掘観光初雁組合
川越印刷㈱
川越駅東口商店会
(宗)川越観音長徳寺
川越熊野神社
NPO法人 川越蔵の会
川越茶華道協会 茶道部
川越サツマイモ商品振興会
川越茶友会
川越市建築設計協会
川越市古代米研究会
(公社)川越市シルバー人材センター
川越市山車保有町内協議会
川越市文化団体連合会
川越社交飲食業組合
川越酒販協同組合
川越商業経営研究会
川越商工会議所
川越商店街連合会
川越商店街連合会やまぶき
㈱川乗三和 川越営業所
川越新盛組合(中華料理 華宮)
川越新富町商店街振興組合
川越陣力屋
(公社)川越青年会議所
川越第一ホテル
川越中央魚類㈱
川越中央ロータリークラブ

埼玉県川越市仲町3-22
埼玉県川越市上松原308
埼玉県川越市松江町2-3-1
埼玉県川越市元町2丁目7-5
埼玉県川越市鯨井1865-2
埼玉県川越市幸町1-1
埼玉県川越市松江町1-18-1
埼玉県所沢市北秋津254-10
埼玉県川越市元町2丁目10-9
埼玉県川越市仲町2-2
埼玉県川越市上寺山147
埼玉県川越市元町2丁目6-2
埼玉県川越市連雀町9-1
埼玉県川越市大塚1-1-3
埼玉県川越市南通町13-8
埼玉県川越市仲町5-10
埼玉県川越市元町1丁目15-8
埼玉県川越市幸町6-1
埼玉県川越市笠幡3398
埼玉県川越市元町2丁目11-3
埼玉県川越市宮下町1-11-22
埼玉県川越市藤間993-1
埼玉県川越市宮下町1-12-7
埼玉県川越市問屋町5-1
埼玉県川越市久保町6-6
埼玉県川越市芳野台1-103-63
埼玉県川越市幸町5-6
埼玉県川越市古谷上3788-1
埼玉県川越市幸町6-7-3F
埼玉県川越市今福441
埼玉県川越市松江町1-1-2
埼玉県川越市仙波町2-1-5 セブンイレブン川越仙波2丁目店
埼玉県川越市仙波町3-31-23
埼玉県川越市連雀町17-1
埼玉県川越市元町1-12-2
埼玉県川越市的場2173-10
埼玉県川越市西小仙波町1-7-3
埼玉県川越市脇田町15-12
埼玉県川越市仙波町2-6-11
埼玉県川越市笠幡933
埼玉県川越市石原町2-33-13
埼玉県川越市元町2-1-10
埼玉県川越市元町1-3-1 文化芸術振興課内
埼玉県川越市霞ヶ関東4-19-29
埼玉県川越市府川780-1
埼玉県川越市仲町1-12 川越商工会議所内
埼玉県川越市仲町1-12
埼玉県川越市仲町1-12
埼玉県川越市仲町1-12
埼玉県川越市福田35-6
埼玉県川越市野田町2-3-12
埼玉県川越市新富町2-2-8
埼玉県川越市連雀町11-5
埼玉県川越市仲町1-12 川越商工会議所内
埼玉県川越市菅原町7-5
埼玉県川越市石原町1-3-1
埼玉県川越市脇田本町11-27 地研ビル1F

川越唐桟振興会
川越東部工業会協同組合
川越東武ホテル
川越都市開発㈱
川越西ロータリークラブ
川越八幡宮
川越藩行列保存会
協同組合 川越バンテアン
川越藩火縄銃鉄砲隊保存会
川越氷川祭を学ぶ会
㈲川越ビジネスホテル
川越プリンスホテル
川越ベーカリー楽楽
(公社)川越法人会
NPO法人 川越きもの散歩
河肥もろこ養魚場
川越湯遊ランド・ホテル三光
川越料理店組合
川越緑地協会(㈱小川造園建設)
川越歴史博物館
川越露商組合
割烹 川島
丸和だんご㈱
㈱河村屋川越店
川木ホールディングス㈱
㈱関東建設
ＣＳネットワーク関越㈱ 川越支店
㈲騎西屋
星野山 無量寿寺 喜多院
㈱木村屋商店
きものリサイクル右左(uza)
㈲ギャルソン マツヤ
㈱共同エステート
㈱協同商事 小江戸ブルワリー
共和木材㈱
銀座亜紀枝刺子の店 川越店
鐘つきうどん きんちょう
㈲くらづくり本舗
㈲くらづくり本舗
㈱蔵屋
クリーン＆ハートフル川越
クリス・ブリュンガー
栗原商店
鉄板焼 ケルン
源氏家
見立寺
㈱コア
広済寺
海鮮料理 近長魚店
㈱貴響
興和物産㈱
弘和不動産㈱
小江戸鏡山酒造㈱
小江戸川越 端唄の会
小江戸茶屋
㈲寿庵
寿庵 喜多院店

埼玉県川越市仲町5-10
埼玉県川越市芳野台1-103-57
埼玉県川越市脇田町29-1
埼玉県川越市脇田町105
埼玉県川越市霞ヶ関東1-3-15 霞ヶ関ビル2F
埼玉県川越市南通町19-3
埼玉県川越市西小仙波町2-11-4
埼玉県川越市問屋町1-8
埼玉県川越市古谷上5664-2
埼玉県川越市仙波町2-5-10-202
埼玉県川越市富士見町12-2
埼玉県川越市新富町1-22
埼玉県川越市元町2-10-13
埼玉県川越市新富町1-17-17 ウエスタ川越5階
埼玉県川越市松江町2-11-11-1108
埼玉県川越市今泉585
埼玉県川越市新富町1-9-1
埼玉県川越市大手町5-19
埼玉県川越市大字的場926
埼玉県川越市久保町11-8
埼玉県川越市小仙波町3-20-6
埼玉県川越市通町18-5
埼玉県川越市池辺265
埼玉県川越市幸町5-3
埼玉県川越市中原町2-16-4 第2武州ビル2F
埼玉県川越市上寺山171-1
埼玉県川越市今成4-19-10
埼玉県川越市仲町5-17
埼玉県川越市小仙波町1-20-1
埼玉県川越市新富町2-4-3
埼玉県川越市幸町3-14
埼玉県川越市新富町1-2-2
埼玉県川越市脇田本町25-3
埼玉県川越市今福2908-2
埼玉県川越市喜多町4-6
東京都西多摩郡檜原村南郷6128 ㈱自然堂
埼玉県川越市幸町6-13
埼玉県川越市久保町5-3
埼玉県川越市久保町5-3
埼玉県川越市大中居西587
埼玉県川越市仙波町3-26-16
埼玉県川越市宮下町1-2-30
埼玉県川越市仙波町2-17-5
埼玉県川越市菅原町23-1 アトランタビル2F
埼玉県川越市志多町12-1
埼玉県川越市元町2丁目9-11
埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1505
埼玉県川越市喜多町5-1
埼玉県川越市幸町6-11
埼玉県川越市元町1丁目13-7
埼玉県川越市的場1575-1
埼玉県川越市的場1310-5
埼玉県川越市仲町10-13
埼玉県さいたま市南区曲本2-1-8-102
埼玉県川越市元町2丁目7-6
埼玉県川越市新富町2-19-1
埼玉県川越市小仙波町1-2-11

㈲小萩堂
小林家住宅(館川伸子）
コロラド 川越店
広栄交通バス㈱
㈱埼玉種畜牧場 サイボクハム
㈲埼玉不動産鑑定所
埼玉りそな銀行 川越支店
合同会社 ＹＴ
魚とそばと炭焼 基
㈱佐久間旅館
㈱櫻井印刷所
割烹ささ川
㈱三商
㈱サンテックス
㈱ＪＴＢ関東法人営業 川越支店
㈱塩野
㈲渋谷建材
㈲渋谷材木店
シマノコーヒー大正館
㈲昇月堂
昭立プラスチックス工業㈱
昭和工業㈱
㈱信栄堂眼鏡店
㈲新広社
社会福祉法人 真寿会
医療法人 真正会
㈱スエヒロ企画
㈲末広商店
㈲須賀印刷
㈲スガ人形店
医療法人 千清會 鈴木脳神経外科
㈱西部綜合サービス
西武鉄道㈱ 鉄道本部 スマイル＆スマイル部
㈱関口人形
セサミキッチン
セブンイレブン 川越仙波町２丁目店
セブンイレブン 川越六軒町店
すっぽん料理 仙とも
仙波東照宮
仙波若波会(川田様）
㈱ゼンリン 大宮支店
そうび木のアトリエ
㈲蔵門
㈱曽我フィールド
ソニック㈱
㈱第一建築設計事務所
大玉や
社会福祉法人 皆の郷 第２川越いもの子作業所
㈲大門
㈱太陽軒
末広町 高砂会
高松運輸㈱
立原電機㈱
玉力製菓㈱
㈱田村工業所
㈱ちふれ化粧品
㈲つちかね

埼玉県川越市宮元町54-1
神奈川県小田原市中村原240-14
埼玉県川越市新富町1-9-12
埼玉県坂戸市小沼292-1
埼玉県日高市下大谷沢546
埼玉県川越市中原町2-15-5
埼玉県川越市幸町4-1
埼玉県川越市連雀町1-6
埼玉県川越市脇田町27-5
埼玉県川越市松江町2-5-4
埼玉県川越市元町2-4-5
埼玉県川越市大手町5-19
埼玉県川越市小仙波町1-3-8
埼玉県川越市問屋町4-2
埼玉県川越市脇田本町14-23 カニープレイス川越6F
埼玉県川越市今福551
埼玉県川越市鴨田3440-1
埼玉県川越市古谷上4403
埼玉県川越市連雀町13-7
埼玉県川越市通町1-9
埼玉県川越市福田160-1
埼玉県川越市石原町2-58-16
埼玉県川越市連雀町10-1
埼玉県川越市元町1丁目8-33
埼玉県川越市安比奈新田292-1
埼玉県川越市安比奈新田283-1
埼玉県川越市末広町3-12-5
埼玉県川越市大仙波1275
埼玉県川越市小仙波町2-12-1
埼玉県川越市仲町1-3
埼玉県川越市笠幡2082
埼玉県川越市西小仙波町2-23-25
埼玉県所沢市くすのき台1-11-1
埼玉県川越市松江町1-1-9
埼玉県川越市幸町6-7 ミリオンビル2F
埼玉県川越市仙波町2-1-5
埼玉県川越市六軒町1-15-4
埼玉県川越市砂新田32-2
埼玉県川越市小仙波町3-2-2
埼玉県川越市仙波町2-5-10 ロイヤルシャトー川越仙波町305
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル1F
埼玉県川越市元町2-1-1
埼玉県川越市富士見町23-17
埼玉県川越市的場2-24-4
埼玉県川越市新宿町3-3-18 ダイゴビル3F
埼玉県川越市旭町3-19-3
埼玉県川越市幸町16-4
埼玉県川越市今成3-13-3
埼玉県川越市西小仙波1-16-12 ライオンズマンション305
埼玉県川越市元町1丁目1-23
埼玉県川越市末広町3-8-2
埼玉県川越市豊田町3-22-5
埼玉県川越市脇田本町29-52
埼玉県川越市元町2丁目7-7
埼玉県川越市的場151
埼玉県川越市芳野台2-8-59
埼玉県川越市新富町1-5-4

㈱つるや
㈱データプリント 川越営業所
㈱デリカシー
㈱電成社
天然寺
㈲道灌
東上ハイヤー㈱
東上ビルヂング㈱
東都発条㈱

埼玉県川越市脇田町11-2
埼玉県川越市岸町2-6-17 内田サロン2F
埼玉県川越市石田171-2
埼玉県川越市三久保町8-4
埼玉県川越市仙波町4-10-10
埼玉県川越市郭町2丁目11-3
埼玉県川越市脇田本町15-13
埼玉県川越市脇田本町15-13
埼玉県川越市鴨田大町1380
東武鉄道㈱ 鉄道事業本部 営業部 東上営業支社 東京都豊島区西池袋1-10-10 東武アネックスビル5F
㈲東洋堂
埼玉県川越市松江町2-6-9
徳栄産業㈱
埼玉県川越市月吉町21-21
㈲戸田製麺
埼玉県川越市西小仙波町1-7-19
㈲轟屋
埼玉県川越市連雀町7-2
虎屋商事㈱
埼玉県川越市問屋町5-10
㈲鳥清
埼玉県川越市幸町14-2
㈱ナカシン紙商
埼玉県川越市西小仙波町2-11-3
並木造園㈱
埼玉県川越市木野目1590-1
(宗)成田山川越別院 本行院
埼玉県川越市久保町9-2
西川会計事務所
埼玉県川越市幸町1-7
入西屋米店
埼玉県川越市元町1丁目11-2
㈱日本総合音楽研究
埼玉県川越市大仙波973-8
丹羽デザイン事務所㈲
埼玉県川越市南大塚5丁目12-14
㈲はすみ
埼玉県川越市小仙波町2-15-10
初雁興業㈱
埼玉県川越市鯨井1705-2
㈲初かり亭
埼玉県川越市宮元町61-4
㈱服部金属
埼玉県川越市城下町83
服部民俗資料館
埼玉県川越市幸町6-8
㈲花鐵
埼玉県川越市連雀町7-1
馬場食品工業㈱
埼玉県川越市神明町45-1
ピカいち!!のはやし園
埼玉県入間郡三芳町上富1003
飯能信用金庫 南大塚支店
埼玉県川越市南台2-2-3
東日本旅客鉄道㈱
埼玉県川越市脇田本町39-19
氷川・浅間・愛宕神社
埼玉県川越市南通町19-3
(宗)氷川神社
埼玉県川越市宮下町2-11-3
氷川神社結婚式場
埼玉県川越市宮下町2-11-3
ビストロ岡田
埼玉県川越市仲町7-13
彩の国黒豚やきとり ㈱ひびき
埼玉県川越市霞ヶ関北2-3-2
平野司法書士事務所
埼玉県川越市脇田本町29-37
風凛
埼玉県川越市仲町6-4
笛木醤油㈱
埼玉県川越市幸町10-5
㈱フカワビジネス
埼玉県川越市問屋町8-1
㈱福登美
埼玉県川越市新富町1-3-7
㈲冨久屋
埼玉県川越市連雀町10-1
㈲福呂屋
埼玉県川越市幸町15-1
税理士法人 藤井会計
埼玉県川越市仲町13-7
四季彩菓 ふじ乃
埼玉県川越市豊田本1955-12
武州瓦斯㈱
埼玉県川越市田町32-12
㈱プランズ
埼玉県川越市山田644-1
㈱ブリランテ
埼玉県川越市西小仙波町2-23-25
ＮＰＯ法人 プレイグラウンド
埼玉県川越市元町1-1-1
フレッシュミルク うまはし
埼玉県川越市石原町1-18-9
フローリスト 花和
埼玉県川越市六軒町1-11-1
㈱フロロコート
埼玉県川越市芳野台1-103-37
㈲ベニーノコーポレーション
埼玉県川越市通り町10-6
㈱細村
埼玉県川越市旭町3丁目21-7
㈲ぽんぽこ亭
埼玉県川越市藤間151-7

㈱松村工務店
㈱松村屋旅館
松本事務器株式会社
㈱松本醤油商店
松山商店
㈲松陸製菓
沖縄物産＆こだわり食材 真南風
マルケイ角屋
丸ネ木材㈱
㈱丸広百貨店
㈱丸紅食器設備
三上喜久蔵
㈱三上工務所
三上泰弘

埼玉県川越市六軒町1-19-4
埼玉県川越市元町1-1-11
埼玉県川越市元町1-6-2
埼玉県川越市仲町10-13
埼玉県川越市連雀町7-1
埼玉県川越市元町2丁目11-6
埼玉県川越市仲町3-17
埼玉県川越市新富町1-9-4
埼玉県川越市宮下町1-3-12
埼玉県川越市新富町2-6-1
埼玉県川越市問屋町5-5
埼玉県川越市古谷上2117-1
埼玉県川越市小仙波町1-3-8
埼玉県川越市小仙波町1-3-7
コカ・コーライーストジャパン㈱ 日高／川越支店 埼玉県日高市下大谷沢91-1
㈲三澤屋木材
埼玉県川越市石原町1-18-10
日本料理 美鈴
埼玉県川越市仲町5-2
㈱みずほ銀行 川越支店
埼玉県川越市新富町2-1-8
水村圭司
埼玉県川越市中原町1-3-2
医療法人 豊仁会 三井病院
埼玉県川越市連雀町19-3
都屋製菓
埼玉県川越市元町2丁目3-16
(宗)妙昌寺
埼玉県川越市三光町29-1
妙善寺
埼玉県川越市菅原町9-6
(宗)三芳野神社(森脇康行様）
埼玉県川越市郭町2-14-6
永谷久
埼玉県川越市幸町6-7
ミルキーウェイブ
埼玉県川越市志多町17-2
NPO法人 武蔵観研
埼玉県川越市小仙波町2-44-11-211
六三四堂印刷㈱
埼玉県川越市脇田本町25-14
そば御膳 むさしや
埼玉県川越市福田121-1
宗形慧写真事務所
埼玉県川越市三光町35-14-4-303
㈱メールハウス
埼玉県川越市問屋町3-7
㈲人形の東昭齊秀月モリヤ
埼玉県川越市仲町3-8
㈱ヤオコー
埼玉県川越市脇田本町1-5
㈱山久
埼玉県川越市問屋町3-9
㈲山口油材
埼玉県川越市小仙波671
山崎石材㈱
埼玉県川越市脇田本町1-2
(財)山崎美術館
埼玉県川越市仲町4-13
㈱山本商店
埼玉県川越市宮下町1-2-2
料亭 山屋
埼玉県川越市幸町11-2
陶舗やまわ
埼玉県川越市幸町7-1
㈲夢の旅行社
埼玉県川越市木野目1036-3
(宗)養寿院
埼玉県川越市元町2丁目11-1
㈲横重本店
埼玉県川越市松江町2-2-4
横田惠嗣
埼玉県入間郡越生町越生東6-7-12
横田ハウス㈱
埼玉県川越市岸町2-3-29
㈲吉岡金物店
埼玉県川越市連雀町4-3
㈲吉岡商店
埼玉県川越市問屋町3-12
よしおかＹＡ
埼玉県川越市元町2-11-4
吉田謙受堂
埼玉県川越市連雀町13-8
㈲吉寅
埼玉県川越市元町1丁目9-3
㈱吉野園
埼玉県川越市新富町1-12-2
吉仁製菓
埼玉県川越市元町2丁目7-6
雷神堂 川越店
埼玉県川越市元町2丁目7-6
㈲龍月
埼玉県川越市元町1丁目6-11
隆清堂
埼玉県川越市久保町3-17
㈲レストラン 太陽
埼玉県川越市新富町2-4-2
蓮馨寺
埼玉県川越市連雀町7-1

連雀町 雀會
㈱若海工務店
若海保
㈲若竹旅館
渡辺食品製造所
和楽花音
㈱ワンウェイ
㈱八十二銀行川越支店
㈱不二ビルサービス
小さな旅 川越温泉
鐘つき堂直売店㈱旭製菓
まことや
㈱伊藤園 川越支店
㈱レンタルのニッケン 川越営業所
小江戸川越変身処 美々庵
㈱まちづくり川越
㈲植林やざ和造園
㈱ニフス
ガラス工房 Glass Art Bluemoon
㈱昭文社
イー・レンジャー㈱
あぶり珈琲
宮本都音楽事務所
川越祭囃子保存会
注文紳士服 バルコン 川越店
NTTタウンページ㈱
㈱湯旅
海鮮処 光太夫
FVイーストジャパン㈱
(医)くが内科
サントリービバレッジソリューション㈱
川越体験工房 青い鳥
庄野和幸
淑徳大学
図書印刷株式会社
東邦音楽大学
㈱OA DEPOT
はすだ農園
㈲川越物産
呉服かんだ
㈲ルジョン・コーポレーション
特定非営利活動法人 サポートあおい
福 おおわだ
きものや沙羅
㈱長峰園
着付屋 むらさき
㈲辻の吉野屋
大塚クリーニング
茶あそび 彩茶会
埼玉サンケイ機器㈱
鉄板・懐石 くら馬
居酒屋 いっしょけんめい（竹村仁様）
市川嘉昭
S.P.E.C
㈱ハマダテクノス
㈱豊翔
KVP(CHEERS for hair 本川越店)

埼玉県川越市連雀町15-7
埼玉県川越市木野目1431-3
埼玉県川越市久下戸2167
埼玉県川越市中原町2-21-3
埼玉県川越市西小仙波2-17-24
埼玉県川越市元町2-9-19
埼玉県川越市小ケ谷873-1
埼玉県川越市新富町2-22
埼玉県川越市新富町2-6-1
埼玉県川越市上野田町41-7
埼玉県川越市幸町14-3
埼玉県川越市連雀8-4
埼玉県川越市新宿町6-22-12
埼玉県川越市今福走水973-3
埼玉県川越市幸町14-5
埼玉県川越市新富町1丁目10-1
埼玉県川越市大字府川829
埼玉県川越市笠幡4527-1
埼玉県川越市仲町10-13
東京都千代田区麹町3-1
埼玉県川越市西小仙波町2-8-36
埼玉県川越市大手町15-8
埼玉県川越市脇田町14-16 シャトー利休105
埼玉県川越市松江町1-3-1
埼玉県川越市新富町2-8-6
埼玉県戸田市本町2-8-15 戸田ビル2F
埼玉県川越市新富町1-17-6
埼玉県川越市菅原町7-34 川越第一ホテル1F
埼玉県日高市下大谷沢字宮の前91-1
埼玉県川越市新宿町6-25-40
東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン9F
埼玉県川越市幸町5-4 雅堂2F
埼玉県上尾市小泉126-1 レオネクスト泉211
埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
東京都北区東十条3-10-36
埼玉県川越市今泉84
埼玉県川越市新宿町6-3-5
埼玉県川越市石田本郷1068-3
埼玉県川越市中原町2-12-23-2F
埼玉県川越市幸町3-1
埼玉県川越市的場118
埼玉県川越市仙波町2-16-5
埼玉県川越市元町1-11-3
埼玉県川越市連雀町8-4
埼玉県川越市元町2-2-5
埼玉県入間市上藤沢930-5
埼玉県川越市元町2-4-2
埼玉県川越市宮下町2-8-3
埼玉県川越市富士見町15-13
埼玉県川越市神明町64-2
埼玉県さいたま市大宮区三橋1-668
埼玉県川越市中原町1-2-2-2A
埼玉県川越市仙波町3-36-62
埼玉県川越市連雀町18-13 サンケーホームビル201
埼玉県川越市下赤坂66
埼玉県川越市中台2-19-20
埼玉県川越市新富町2-20-4 1F

㈱看板のキャスター
ケーズクレープ
㈱旅雲
㈲セキュリティ・ライセンス・KOB
染色工房 稲木
水上製本所
おにぎり屋 みれっと
㈱住谷
東京海上日動火災保険㈱
㈱東海日動パートナーズEAST
川越ラッピングショップ
㈱プラニクス
医療法人社団 誠弘会 池袋病院
写真工房leica(川畑耕作様)
ノリスケさん
花だたみ工房 かんだ
豚骨らーめん 一指禅 本川越店
HATSUNEYA GARDEN
㈱十吉
西武ハイヤー㈱ 川越営業所
三光産業㈱
鍛冶 小町堂
北陸火工㈱
オリエンタル火工㈱
㈱金子花火
市野川春雄
ベトナム小粋雑貨 サニーサイドテラス
㈱ケイビー・コム
CAFE ANTI
㈲立ち華葬祭
㈱エクセリ
太盛運輸㈲
㈱セレスポ さいたま支店
㈲中央衛生
大八 勝山
㈱セブンサービス企画装飾
川越パターテ
㈲水越産業
㈲エムアンドビイ
小江戸はなの舞 本川越店
(公財) 川越市施設管理公社
柳屋酒店
㈱トライアングルスター
日なた
中市本店
青龍
寺子屋本舗
創作ちりめん布遊舎
手作り箸工房 きっちん遊膳
川越 夢蔵人
葉朗彩々
抹茶スイーツ処 茶和々
高麗神社
弓削多醤油株式会社
川越 椿の蔵
白井信之
てんぬま

埼玉県川越市岸町2-25-14
埼玉県朝霞市朝志ケ丘3-4-30-201
埼玉県川越市平塚19-6
埼玉県所沢市松葉町3-1 グリムビル2F
埼玉県朝霞市膝折町4-18-31
埼玉県川越市新富町1-4-4
埼玉県川越市大手町14-21
埼玉県川越市山田266-1
埼玉県川越市脇田本町15-10 三井生命川越駅前ビル5F
埼玉県川越市脇田本町10-24 藤蔵ロイヤルビル4F
埼玉県川越市大袋新田120-1
埼玉県川越市大仙波338-1
埼玉県川越市大字笠幡3724-6
埼玉県川越市山田909-7
埼玉県川越市元町2-1-3 小江戸横丁内
埼玉県川越市元町2-8-10
埼玉県川越市中原町1-2-2
埼玉県川越市元町1-9-8
埼玉県川越市小仙波町4-16-8
埼玉県川越市南台1-3-6
東京都渋谷区神宮前3-42-6
埼玉県川越市幸町1-12 1F
石川県かほく市若緑ツ121-1
埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-177
埼玉県秩父市山田3番地
埼玉県川越市六軒町2-12-5
埼玉県川越市幸町3-15
埼玉県川越市大字的場1354番地5
埼玉県川越市小仙波町1-3-7
埼玉県川越市大仙波970-1
東京都中央区日本橋浜町2-30-1IKビル6階
埼玉県川越市岸町3-19-5
埼玉県さいたま市浦和区常盤7-1-1 大黒屋オフィスビル4Ｆ
埼玉県川越市仙波町2-13-16
埼玉県川越市大手町14-7
群馬県高崎市引間町932-4
埼玉県川越市幸町3-3
埼玉県川越市岸町2-28-11
埼玉県川越市的場1330-1
埼玉県川越市中原町1-2-6 カシーラ菜食館1Ｆ
埼玉県川越市郭町1-18-7
埼玉県川越市志多町2-1
埼玉県川越市熊野町6-3
埼玉県川越市大手町3-14
埼玉県川越市幸町5-2
埼玉県川越市脇田町8-9
埼玉県川越市幸町8-5
埼玉県川越市元町1-15-5
埼玉県川越市幸町5-4 1階
埼玉県川越市幸町8-5
埼玉県川越市仲町6-3
埼玉県川越市幸町7-6
埼玉県日高市新堀833
埼玉県坂戸市多和目475
埼玉県川越市幸町3-2
埼玉県さいたま市中央区上落合2-6-1-719
埼玉県川越市西小仙波町1-14

㈱関根電気商会
㈱田島造園
公園ショップ フクヤマ
㈲山田塗装工業所
Modesty
上野文意
川越ロータリークラブ
㈱埼玉スポーツセンター
林屋 川越店
小江戸焼本舗
㈱真打
川越igoまち倶楽部
Trattoria Caro
尚美学園大学
㈱ウィル・コーポレーション
大学いも・川越いわた
Bistro &more
Mie Coco
サン文化企画研究所
㈱トミーエンタープライズ
Market TERRACE
手打そば 百丈
川越堂
NPO法人 小江戸大江戸トレニックワールド
川越菊花会
㈲清晨庵
彩菓庵おおき
KOEDO LOUNGE by Market TERRACE
石川武史
Corliss Mick
中山製作所
新創幸会
(公財)遠山記念館
東洋ビーネット
うなぎ大穀
加藤忠正
コーヒーの店 ACカフェ 川越店
古尾谷八幡神社
丹野司広
Te`PAN Le OHUS
㈱ＳＴＪレンテック
CNプレイガイド
日本医療科学大学 英語クラブ
長岡枝里奈
ワインスタンド PON!
リサイクルきもの福服
上野敏子
MIYAVI JAPAN
Function-shop
長嶋鍼灸室
山田隆広ピアノオフィス
Aromatherapy Salon Primavera
㈱シーテージャパン
小江戸川越太鼓組 和太鼓 響
ダイヤモンド交通㈲

埼玉県川越市大字鴨田2060
埼玉県川越市城下町38-6
埼玉県川越市山田1472-5
埼玉県川越市吉田168-4
埼玉県川越市新富町1-3-9 アミティ本川越201
埼玉県川越市仙波町1-8-27-201
埼玉県川越市新富町1-22 川越プリンスホテル3F
埼玉県所沢市南永井1116
埼玉県川越市仲町2-4
埼玉県川越市元町2-1-3 小江戸横丁内
埼玉県川越市小仙波町2-22-1
埼玉県川越市中台元町2-7-12
埼玉県川越市連雀町14-2 シャトー連雀1A
埼玉県川越市豊田町1-1-1
東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル2-A号
埼玉県川越市新富町1-8-17
埼玉県川越市新富町1-2-3 1F
埼玉県川越市幸町3-7
埼玉県鶴ヶ島市南町1-14-18
埼玉県川越市豊田町2-12-4
埼玉県川越市大袋650 埼玉川越総合卸売市場内
埼玉県川越市元町1-1-15
埼玉県川越市仲町5-19
埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷4-152
埼玉県川越市安比奈新田265-24
埼玉県東松山市本町1-1-9
埼玉県川越市元町2-2-4
埼玉県川越市新富町1-3-5 Actreeビル1Ｆ
埼玉県所沢市元町8-20 アピタシオン元町403
東京都武蔵野市吉祥寺北町3-6-19
埼玉県川越市藤間1131-27
埼玉県川越市喜多町2-1
埼玉県比企郡川島町白井沼675
東京都中央区京橋3-7-1
埼玉県川越市砂新田東裏103
埼玉県川越市脇田町103 脇田ビル713
埼玉県川越市幸町10-12 明文館201
埼玉県川越市古谷上2071
埼玉県ふじみ市大井2-8-3
埼玉県川越市幸町8-11 明文館201
東京都港区海岸2-2-6 7F
東京都文京区本郷3-19-2 BHビル
埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276
東京都福生市福生254
埼玉県川越市仲町5-7
埼玉県川越市喜多町1-3
埼玉県川越市岸町3-24-13
埼玉県川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越513号
埼玉県川越市元町2-2-1 Fギャラリー2-2
川越市旭町1-11-10-303
川越市宮元町40-33 2F
川越市南大塚5-10-21
川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越504
川越市古市場428-5
川越市下松原488-4
NPO法人 カワゴエ・マス・メディア（白井紀行様） 川越市上戸341-1 ヴィラシャトレ101号
彩乃菓（㈱小川屋）
川越市連雀町10-1

ウェスタ川越
サイクルセンターしも
舛屋酒店
㈱プランドゥ・ジャパン
タイ古式マッサージ トゥクトゥク
Café Vino
Yunus Hafizoglu
ドン・キホーテ 川越店（蝦名店長様）
ニラックス㈱（長多様）
デイリーホテル 小江戸川越店
柚屋
和紙の山田
川越らーめん こひや（小日向一志様）
観光人力車いつき屋（富岡勇樹様）
れんたるきものや 寛 kan
桂米福 川越オフィス
㈱ライスセンター金子（小江戸市場カネヒロ）
FMA国際通商合同会社
㈱貴香
元祖武蔵野うどん めんこや小江戸店
国立女性教育会館PFI事業 運営事業者
㈱ヌエックベストサポート
侍屋敷
田中一人
㈱Seabird
Su Lab.

川越市新宿町1-17-17
埼玉県川越市中原町1-22-1
埼玉県川越市大手町14-3
東京都港区芝大門2-3-6 大門アーバニスト401
川越市仙波町3-16-3 ウェルズ川越B-6
川越市元町1-8-1
埼玉県鶴ヶ島市藤金772-33
川越市小仙波町938-2
東京都武蔵野市西久保1-6-14
川越市連雀町22-5
川越市仲町1-4 2F
川越市新富町2-1-4
志木市中宗岡1-8-47
川越市山田2019-1 アーバンヒルズA103
川越市幸町2-13
川越市清水町2-32
川越市大中居467-1
川越市郭町1-2-2-303
東松山市箭弓町1-6-19
川越市大手町5-1
比企郡嵐山町菅谷728 国立女性教育会館内
川越市脇田本町10-16 BOビル7F
川越市富士見町15-4 アストレア川越207
東京都渋谷区恵比寿西2-3-9 浦MKYエビスビル7F
川越市新富町2-30-3 サンスプレンダー新富105

