
※9月1日時点

店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

喜よし　西口駅前店 中央1-1-9 048-443-1797 やきとり

うなぎ　生蕎麦　須賀家 中央1-2-1　須賀家ビル 048-431-2353 そば・うなぎ

メキシコ料理　ロスボラチョス 中央1-2-9　やまがたやビルB1 048-432-4135 メキシコ料理

麺屋こころ　蕨店 中央1-3-1　ぬくいビル1F 048-234-1165 ラーメン

客上品 中央1-3-2　池上ビル2F 048-431-2815 中華料理

スナックdeux 中央1-3-3　蕨ストアービル1F 048-432-6100 スナック

顧鍼灸指圧マッサージ治療院 中央1-3-4 048-441-4838 はり・きゅう・マッサージ

居酒屋わがまま亭 中央1-3-4 048-431-4224 居酒屋

ヤキトリコウスケ 中央1-3-4　蕨名店街ビル 090-7805-1519 やきとり

立ち呑み　もりすけ 中央1-3-4 048-431-7705 居酒屋

有限会社　内山書店 中央1-3-9 048-432-3070 本（書籍・雑誌・コミック等）

十万石 中央1-3-9 048-431-6088 居酒屋

バーミント 中央1-3-12　第一コウケンビル2F 048-442-3550 バー

カフェスギタ 中央1-3-13 048-431-2731 カフェ

ブティックスギタ　西口店 中央1-3-13 048-431-2139 婦人服

大龍城火鍋　蕨店 中央1-4-1　旭ビル2F 048-278-5876 火鍋・中華料理

ヘアメイクアンジェリーク 中央1-4-7　土屋ビル1F 048-443-0000 理容・美容店

ヘアメイクジェルム 中央1-4-7　土屋ビル2F 048-437-7085 理容・美容店

フェイスアンドボディメイクメグリー 中央1-4-7　土屋ビル3F 048-234-2955 エステ・まつげメイク

ニコニコレンタカー　蕨駅前店 中央1-8-1 048-447-7170 レンタカー

蕨市観光協会 中央1-8-5 048-434-5601 蕨書き順Ｔシャツ・手ぬぐい

囲炉裏と蒸し鍋　和み 中央1-9-3　セントラルプラザ101 048-446-6353 居酒屋

MUSIC BAR MiCKEY 中央1-9-8　野口ビル1F 048-446-6456 バー

YOU悠サロン 中央1-9-11 048-299-7306 エステ

サロン・エクセル 中央1-10-2　高砂建設ビル7F 090-1771-1953 理容・美容店

冨永園芸店 中央1-10-4 048-432-3215 生花販売

えのもと整骨院 中央1-10-6　ワコー蕨マンション1F　 048-280-6722 整骨院

Bistro Murier 中央1-10-6　ワコー蕨マンション1F　 048-434-8444 イタリアン・フレンチ

有限会社　長崎紅屋 中央1-11-5 048-432-2220 呉服・和装小物

美容室　サロン・ド・イヴ 中央1-11-12 048-432-4576 理容・美容店

電子商品券「織りなすカード」　対象店舗一覧（中央）



店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

クリーニングショップ　さくら 中央1-11-14　サニーコート蕨1F 048-433-8467 クリーニング

フィールド・エス・石田 中央1-11-15　グランリュエル蕨 048-431-3355 お好み焼き・もんじゃ焼き

華成商事 中央1-11-15　グランリュエル蕨304 050-3700-8886 窓ガラスフィルム

焼鳥　田むら 中央1-12-3 048-432-7185 居酒屋

ホルモン　雑 中央1-12-6　ルースト蕨1F 048-434-6370 焼肉・ホルモン

ろばた膳 中央1-12-10　パランテ1F 048-441-0010 ろばた焼き

スポーツクラブＮＡＳ蕨 中央1-13-1 048-423-8466 スポーツクラブ

ワイン＆テディベア　葡萄とくま 中央1-14-11　ステップハイツ1F 048-431-2718 クラフトワイン・焼酎・テディベア教室

より処よい処かをり 中央1-15-7　柴田ビル1F 048-433-4982 居酒屋

スポーツクラブルネサンス蕨 中央1-19-11 048-431-0110 スポーツクラブ

有限会社　須賀タクシー 中央1-24-2 048-431-2213 タクシー

株式会社　須賀商店 中央1-24-2 048-432-3466 喫煙具販売

ミヤコレコード 中央1-24-3 048-432-5705 演歌系ＣＤ・レコード

八丈丸 中央1-25-1 048-447-7888 居酒屋

十勝甘納豆本舗　蕨西口店 中央1-25-1 048-444-2650 和菓子

Totalconditioning IASIS 蕨店 中央1-25-1　マキヤビル3F 048-280-6288 トレーニングサロン

スナック　桜 中央1-25-5　 齋藤ビル1階西側店舗 048-443-3003 スナック

美容室  Noir 中央1-25-6 048-431-6141 理容・美容店

株式会社　ジョイフルはこべ 中央1-25-11 048-431-3663 化粧品

じげもんとんチャンポンスタイル　蕨店 中央1-25-11　飯塚ビル1F 048-445-2575 ちゃんぽん

整体院キュアルーム 中央1-26-9　大野ビル1F 048-432-0161 整体院

西洋厨房　寿々 中央1-26-11 048-432-7338 居酒屋

伊太利亜酒家　La　Basil 中央1-27-8 048-432-2325 イタリアン

囲碁サロン　優碁 中央1-27-9-2F 048-444-3003 囲碁サロン

天ぷら　東月 中央1-27-10　寺本ビル蕨1F 048-235-7022 天ぷら

N's caFe 中央1-28-4　坂本マンション103 048-234-4782 カフェ

FIGO 中央1-29-1-1F 048-499-2427 理容・美容店

LINO 中央1-29-1-1F 048-499-2427 理容・美容店

ビストロ酒場　URAROJI 中央1-29-4　1F・2F 048-452-4004 バル

イタリア食堂　Pesca・La 中央1-29-5　第2マキヤビル2F 048-433-2424 イタリアン



店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

養老乃瀧　蕨西口店 中央1-29-8 070-8434-2171 居酒屋

JYAPANESE　DINING『一』はじめ 中央1-29-11　北三ビル1F 048-229-5594 和食居酒屋

GINGER FACTORY　蕨駅前店 中央1-30-3 080-7664-7668 生姜専門店・カフェ

カメラのイガ 中央1-30-3 048-431-3691 デジカメプリント・証明写真・喫煙具販売

理容ノーブル 中央1-30-4 048-431-5967 理容・美容店

市之瀬駐輪場 中央1-30-4 048-432-3973 駐輪場

日焼けサロン Loco Roco 中央1-30-4 048-432-3973 日焼けサロン

冨士屋 中央1-30-5 048-444-2344 居酒屋レストラン

ヘアーメイク ブレスト 中央1-31-3 048-443-9792 理容・美容店

KARADAふわり　蕨店 中央1-31-3　羽染ビル2F 048-287-3909 リラクゼーションサロン

居酒屋ドンキー 中央1-32-1　ミワビル2F 048-442-0671 居酒屋

蕨鉄道BAR 中央1-32-1　ミワビル1F 048-211-8746 鉄道バー

炭火家　鳥壺 中央1-32-4 048-242-3886 居酒屋

串揚げ　磨呂 中央1-33-1 048-433-0103 串揚げ・串カツ

門脇時計 中央1-33-2 048-432-5151 時計・宝飾販売・時計修理

セラピールーム　アロママ 中央1-33-3　レジデンスLINDO 090-9302-2832 リラクゼーションサロン

spicy motel 中央1-33-4 048-437-9425 カレー

居酒屋　吉祥 中央1-33-7 048-443-2027 居酒屋

丸好 中央1-34-1 048-432-4985 居酒屋

まんまるや 中央1-34-1 048-441-8760 お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き

モダンタイムス　蕨店 中央1-34-2　尾張屋ビル1F 048-442-0106 ダイニングバー

岡田製畳 中央1-34-3 048-431-2259 畳

スナック　キリン 中央1-34-8 048-431-7778 スナック

クロロフイル蕨美顔教室 中央1-35-3 048-431-9664 美顔教室

音楽制作スタジオ SHIRAKI MUSIC 中央1-35-11　中央サニーコーポ101 050-5434-8672 レコーディング・楽曲制作

シラキミュージックスクール 中央1-35-11　中央サニーコーポ101 050-5434-8672 ギター・ボーカル教室

よつば鍼灸整骨院 中央2-2-7　メゾン・ド中央101 048-431-9001 整骨院

かどまん 中央2-2-8 048-443-7561 ちゃんぽん

美容室　ウイング 中央2-2-9　ワコー第2蕨マンション1F 048-431-3726 理容・美容店

呑ん気屋　もとみ 中央2-2-9　ワコー第2蕨マンション101 048-420-3456 居酒屋

美容室ペッカリー 中央2-2-15　蕨セントラルハイツ1F 048-420-9387 理容・美容店

もめんの店　ピンクッション 中央2-2-15　蕨セントラルハイツ1F 048-431-7189 手芸品



店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

salon SOU 中央2-26-12 090-4566-0923 フェイシャルエステ

小林設備工業　株式会社 中央2-31-1 048-431-5168 水回りに関する修理・上下水道工事

種新 中央2-31-2 048-431-6263 そば

有限会社　𠮷田工務店 中央2-40-15 048-442-1686 リフォーム業

酒亭えぶり 中央3−2−1 090-6654-9015 居酒屋

有限会社　茶の市川わらび園 中央3-2-6 048-431-5856 茶・のり

峰岸靴店 中央3-2-7 048-431-2564 靴・合鍵

有限会社　クチュールカワムラ 中央3-2-9 048-445-4305 婦人服・双子織商品

Marc 中央3-3-4　中島ビル1F 048-299-7589 理容・美容店

&you,・マスヤ 中央3-3-13 048-431-3104 婦人服・婦人洋品

nail sette 中央3-3-13　ラヴィクレール 090-7175-7197 ネイルサロン

松祥 中央3-3-15　奥田ビル1F 048-242-3432 居酒屋

ラ・テラス大作 中央3-4-1　清田ビル1F 048-430-3303 ビストロ・とんかつ

自然食品のお店　蕨駅前 中央3-4-1 048-431-4551 自然食品・雑貨

ヘッドロック＆スペース遊 中央3-6-1　MJビル3F 048-229-1395 ダーツバー

ココアクア 中央3-6-2-2F 080-4344-1335 リラクゼーションサロン

千山閣 中央3-6-3　富澤ビル1F 048-431-3659 焼肉

WARABI SELECT SHOP 中央3-6-4 048-234-3040 双子織商品・蕨のご当地商品

Ｊ・Ｔｙｒ 中央3-7-1　ブラッケンハウス1F 048-456-5225 理容・美容店

炭火ダイニング　リゾ 中央3-7-3　みず林ハウス1F-B 048-447-0149 ダイニングバー

有限会社　サニー薬局 中央3-10-6 048-441-6486 ドラッグストア・調剤薬局

ラッキーメガネ 中央3-12-17 048-431-8885 メガネ

パンの樹 中央3-12-18 048-446-2338 パン

ブティックスギタ　本店 中央3-12-20 048-432-2211 婦人服

蕨のお昼処たらふく亭 中央3-13-1　クアッカ 048-211-0173 テイクアウト弁当

DLL Dance School 中央3-13-1　クアッカ 048-211-0173 ダンス教室

株式会社　ボイス 中央3-13-7 048-431-3353 補聴器

鳥勇 中央3-13-7 048-432-3448 鶏肉・唐揚・焼き鳥

有限会社　高吉商店 中央3-13-18 048-432-2658 ガス器具・灯油販売



店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

アオイノメガネ 中央3−14−17-1F 048-431-3310 メガネ

韓国惣菜　金ちゃん 中央3-16-3　キャニオンマンション蕨101 048-299-8839 韓国料理

肉の髙はし 中央3-17-24 048-431-5891 精肉

お茶のはぎわら 中央3-18-1 048-431-2547 茶・のり・茶器・喫煙具販売

ハローズ 中央3-18-6 理容・美容店

ホーム薬品 中央3-19-20 048-431-4051 ドラッグストア・調剤薬局

小池田生花店 中央3-19-20 048-431-4031 生花販売

中華料理　宴佳　 中央3-19-20　ライオンズプラザ蕨シティ1F 048-287-8156 中華料理

株式会社　メディアプライムスタイル 中央3-19-20　ライオンズプラザ蕨シティ1F 048-430-7090 ホームページ制作・双子織商品

ヘアーサロン　アルヴェアーレ 中央3-20-17 048-431-3735 理容・美容店

ほぐし桃太郎 中央3-20-17　石井ビル1F 070-8551-4696 指圧・マッサージ

株式会社　オダジマ電気 中央3-22-16 048-445-7800 家電販売・電気工事

セオサイクル　蕨店 中央3-22-23　クレールイブキ 048-432-7232 自転車販売・修理

YOUSHOP T’z 中央3-25-1　ソレイユ・ルヴァン102 048-432-3255 バイク・自転車販売

ヘアーサロンヒノデ 中央3-29-9 048-432-3098 理容・美容店

叶鍼灸治療院 中央4-2-6 048-437-0537 はり・きゅう

コザカイ洋品店 中央4-3-16 048-431-2568 衣料品

むさしの治療院 中央4-3-18　ギンヤビル203 048-441-1626 はり・きゅう

洋菓子トロンシェ 中央4-12-22 048-445-7763 洋菓子

笠原商会 中央4-13-3 048-431-2076 家電販売

ラッキー理容館 中央4-14-4 048-431-3225 理容・美容店

居酒屋しんの 中央4-14-4　天乃家ビル103 048-290-8436 居酒屋

家族葬のはるか 中央4-14-4 048-430-2141 家族葬

株式会社　池田屋 中央4-14-6 048-431-2435 呉服販売・貸衣装

ローズクォーツ 中央4-16-17 080-6601-4304 ネイル・まつげサロン・リンパマッサージ・エステ

焼肉KEN 中央4-18-6 048-437-6999 焼肉

アオト動物病院 中央4-18-13 048-431-3003 小動物診療・処方食販売

コーヒーベル 中央4-22-2　わらびコーポ 048-431-6327 喫茶・軽食

有限会社　本多米店 中央4-22-19 048-431-2015 精米店

円浄自転車店 中央4-22-20 048-431-3787 自転車販売・修理



店　名（住所順） 住　所 電話番号 取扱い品目

ハンドメイドショップ　FlagsFlag 中央4-22-21 048-290-8727 ハンドメイド雑貨

リカープラザえちごや 中央4-23-11 048-431-2505 輸入ワイン販売

とりゆうデリカ 中央4-23-27 048-446-2006 お弁当

インド・パキスタンレストラン　CHAND 中央5-2-2 048-452-4152 カレー・インド料理

大塚豆腐店 中央5-3-8 048-431-4896 豆腐

株式会社　鈴木商店 中央5-3-14 048-432-3325 食料品・乾物

有限会社　多田商店 中央5-8-11 048-431-2667 米

庄漢堂薬局鍼灸治療院 中央5-8-13 048-432-5969 漢方薬

わらび中央整骨院 中央5-9-14　ミヨシビル1F 048-432-5215 整骨院

ひなた接骨院・鍼灸院 中央5-11-1　中央平和ビル1F 048-229-1053 接骨院

株式会社大森仏具店　蕨川口葬祭 中央5-11-12 048-431-2387 仏壇・仏具

有限会社　岡本洋品店 中央5-11-14 048-431-3022 作業服・祭り用品

有限会社　スガタヤ洋品店 中央5-13-3 048-431-3240 婦人服

有限会社　岡田敷物 中央5-13-5 048-431-2740 オーダーカーテン・カーペット・インテリア・小物

有限会社　赤ダルマ薬局 中央5-16-2 048-431-2870 医薬品・生活雑貨

有限会社　須田商店 中央5-16-4 048-432-2598 包装用品

有限会社　高澤屋酒店 中央5-16-9 048-431-2449 酒類販売

中仙道山あつ 中央5-16-11 048-452-4580 日本料理

そろばんセンター 中央5-17-16 048-229-3729 学習塾

船橋屋菓子司 中央5-17-20 048-431-2465 和菓子・干菓子

八百市商店　くだもの中津 中央5-18-2 048-431-2663 青果・乾物

美容室フレンド 中央6-2-8 048-433-2625 理容・美容店

CaFé tenten.. 中央6-3-48　ハイツブルーメン 070-3978-3181 カフェ

バルサ　〜インドネパールレストラン〜 中央6-3-48　ハイツブルーメン 048-442-2939 カレー・インド料理

有限会社　松島事務器 中央6-4-5 048-445-7061 事務用品・文房具

ジーンズshop　フルヤ 中央6-4-45 048-442-2284 衣料品

魚政 中央6-4-55　小幡ハイツ 048-442-5715 鮮魚

蕨ケーブルビジョン株式会社 中央6-5-34 048-444-3333 ケーブルテレビ

ナチュラル・ヘアー・ガーデン・Fｉｎｇ 中央6-6-7　やよい荘101 048-432-2284 理容・美容店

株式会社　ホダカ電器 中央6-14-4 048-443-7065 家電販売

株式会社　あぶらび 中央7-2-1 048-234-6740 蕨人グッズ・雑貨

有限会社　生沼工務店 中央7-11-7 048-442-4374 リフォーム業

株式会社　アクアテック 中央7-12-7 048-444-1044 トイレ・蛇口修理・販売

サイトウ商会 中央7-12-13 048-446-3199 衣料品・制服

カレーパンうさぎ 中央7-38-3　レインボーマンション 048-437-8587 カレーパン・唐揚げ

有限会社　まるとみ商店 中央7-41-3 048-441-2829 食料品・喫煙具販売

タローマルシェ 中央(移動販売） 090-8453-8788 焼き芋・かき氷


