
＜ 大型店 ＞ 順不同,令和3年1月15日現在

地区 店名・社名 業種等 取扱商品・サービス

新倉 いなげや 和光新倉店 生鮮食品 スーパーマーケット

丸山台 イトーヨーカ堂和光店 一般食品 生鮮食品など

白子 コジマ×ビッグカメラ 和光店 生活用品 家電全般

西大和団地 ファッションセンターしまむら 西大和団地店 生活用品 衣類、寝具、その他

南 インテルナかわはた 和光店 生活用品 家具販売

本町 サミットストア シーアイハイツ和光店 生鮮食品 生鮮食品、一般食品、生活用品

＜ 中小取扱店 ＞

地区 店名・社名 業種等 取扱商品・サービス

下新倉 ㈲柳屋商店 一般食品 食料品、酒、飲料水、洗剤、生活雑貨、他

下新倉 そば処ふじ屋 飲食店 日本そば、うどん

下新倉 柳寿司 飲食店 鮨、うなぎ、季節料理

下新倉 GROW ADD HAIR 理美容・クリーニング 理美容・クリーニング

下新倉 ローソン 和光病院前店 一般食品 一般食品

白子 ㈲大森商店 一般食品 自家製総菜、食料品

白子 かつをぶし池田屋（㈲池田物産） 一般食品 だし素材、食べる削り節

白子 ㈱米安商店 一般食品 酒、食料品

白子 冨澤屋酒店 一般食品 酒、食料品

白子 セイムス 白子店 医療・薬・化粧品 医薬品、化粧品、生活雑貨、食品等

白子 ㈲富澤薬局 医療・薬・化粧品 医療・薬・化粧品

白子 手打ち蕎麦まつもと 飲食店 蕎麦（十割蕎麦）

白子 ㈱仲村電気 建設・不動産 電気工事

白子 ㈲パピルス 趣味 段ボールアート、クラフト

白子 ダイシャリン和光店 生活用品 自転車販売、修理

白子 マート城山 生鮮食品 野菜、果物、一般農産物

白子 ヤマザキショップいいだ 生鮮食品 野菜、果物、パン、弁当、食品、他

白子 極楽湯 和光店 その他 スーパー銭湯

白子 ㈱愛育ベビー その他小売業 ベビー用品レンタル、販売

白子 イエローハット和光白子店 その他小売業 カー用品、自動車部品、自動車整備

白子 ㈲エーエスティ（AST） その他小売業 スポーツ自転車、マウンテンバイク、ＢＭＸ

白子 ㈱宇野葬儀 その他サービス業 葬儀全般、ギフト商品、ケータリング料理

白子 ホワイト急便和光市白子SK店 理美容・クリーニング クリーニング業

諏訪 あおぞら薬局 医療・薬・化粧品 医薬品等

中央 ㈱レーマン 一般食品 チョコレート菓子

中央 THAI FOOD エリナ 飲食店 タイ料理レストラン

中央 レストラン ミッシェル 飲食店 洋食レストラン

中央 ㈲毛塚電気商会 生活用品 家電製品

中央 ㈱小川商会 その他小売業 タイヤ販売、修理、整備

中央 ㈲牧島酒店 その他小売業 酒販売

新倉 ㈲加藤米穀店 一般食品 米の小売

新倉 小池フード坂下ショッピングセンター 一般食品 食料品

新倉 パパピニョル 一般食品 洋菓子（アーモンドスイーツ）

新倉 リトル・ベアー 一般食品 パン

新倉 天野医院 医療・薬・化粧品 診療（保険外）

新倉 新井整体治療院 医療・薬・化粧品 整体院

新倉 御食事処濱松屋 飲食店 洋・和食、創作料理

新倉 ㈱新倉造園土木 建設・不動産 樹木の剪定、樹木や草花の植え付け、樹木・草花の販売

新倉 ㈲大熊電機 生活用品 家電製品

新倉 セブンイレブン和光新倉８丁目店 生活用品 コンビニエンスストア

新倉 ㈲宮前自動車 生活用品 自動車修理、販売

新倉 石田商事金物店 その他小売業 建築建物、工具、家庭用品

新倉 グリーンルームフラワーズ その他小売業 生花、花苗

新倉 セブンイレブン 和光新倉店（㈲三栄商店） その他小売業 コンビニエンスストア

新倉 あかつき鍼灸整骨院 その他サービス業 鍼灸マッサージ

新倉 ㈱ネットウィズ その他サービス業 パソコン、パソコン周辺機器の修理

新倉 和光バーディーゴルフクラブ その他サービス業 ゴルフ練習場

新倉 ホワイト急便和光北口駅前通り店 理美容・クリーニング クリーニング業

新倉 ホワイト急便和光新倉店 理美容・クリーニング クリーニング業

西大和団地 富士の採園 建設・不動産 造園、庭の手入れ、門扉、駐車場

本町 伊勢屋 一般食品 和菓子、おにぎり

本町 駅前商店ひまわり（㈱山西商事） 一般食品 野菜、果物、総菜、弁当、他

本町 エスポアまるげん 一般食品 日本酒、ワイン、食品、菓子等

本町 岡田酒店 一般食品 酒類、灯油

本町 ㈲鈴木製麺所 一般食品 新倉うどん、生そば、中華麺、他

本町 田中屋菓子舗 一般食品 和洋菓子製造販売



本町 パティスリーくるみ 一般食品 バースデーケーキ、焼菓子等

本町 ドラックセイムス和光本町店 医療・薬・化粧品 医薬品、化粧品、生活雑貨、食品等

本町 大和薬局 医療・薬・化粧品 医療・薬・化粧品

本町 学生の店ウエハラ 衣料品・寝具 学生衣料、学生服

本町 リサイクルショップ パプー 衣料品・寝具 子供服、婦人服、小物、ハンドメイド品、靴、バッグ

本町 6selectshop 衣料品・寝具 メンズ服、小物、靴

本町 永利菜館 飲食店 中華料理

本町 enishi 飲食店 イタリアン、PIZZA、パスタ

本町 カラオケDININGくろべぇ 飲食店 主に和食

本町 韓国料理明成館 飲食店 韓国料理、焼肉

本町 クロシェット ドゥ ボワ 飲食店 洋食、新倉うどんパスタ、テイクアウト

本町 さかなや道場和光市駅前店 飲食店 海鮮居酒屋

本町 SHERLOCK'S-WAKO 飲食店 コーヒー、ケーキ

本町 ジョン・キッチン 飲食店 韓国家庭料理

本町 ソウル苑 飲食店 焼肉、韓国料理

本町 とりやき 備中屋 飲食店 炭火焼鳥、居酒屋

本町 とんかつけやき 飲食店 とんかつ、お酒

本町 新倉うどん ひろとみ 飲食店 新倉うどん

本町 Bar casha 飲食店 バー

本町 ホルモン焼肉心福 飲食店 焼肉店

本町 ラ・パスタ陶 飲食店 イタリア料理

本町 髙山サイクル和光店 趣味 自転車販売、修理

本町 ㈲イーエム その他小売業 健康飲料水、生活用品等

本町 ㈱シードアイサービスミントグリーン和光店 その他小売業 眼鏡、コンタクトレンズ、その他ケア用品等

本町 セブンイレブン 和光店（㈲ケーエスイー） その他小売業 コンビニエンスストア

本町 ㈲中央電化 その他小売業 家電品、家電修理・工事

本町 あんぽ法務行政書士事務所 その他サービス業 遺言、相続手続き、終活サポート

本町 シンワオートサービス㈱ その他サービス業 自動車販売、整備

本町 新倉写真館 その他サービス業 「家族の絆写真」記念写真撮影

本町 エルパティオ 理美容・クリーニング カット、カラー、パーマ、ネイル、アイラッシュ、着付

本町 Natural hair clinic salon PASHA 理美容・クリーニング 美容

本町 ピュアポイント 理美容・クリーニング カット、パーマ、カラー、ネイル、アイラッシュ

本町 美容室B・e-u・p 理美容・クリーニング 一般美容

本町 place 理美容・クリーニング 美容エステ

本町 ワミレスフェイスエステルーム リュール 理美容・クリーニング 化粧品、エステ※右記電話番号へ事前ご連絡の上お越しください。048-471-9643

丸山台 美好 一般食品 和菓子

丸山台 ウエルシア薬局和光丸山台店 医療・薬・化粧品 医薬品、化粧品、食品等

丸山台 和光動物病院 医療・薬・化粧品 動物病院

丸山台 浩治郎 飲食店 焼き鳥

丸山台 道とん堀和光店 飲食店 お好み焼き、もんじゃ焼き

丸山台 二代目 皐月 飲食店 焼き鳥

丸山台 窓辺の絵本屋Canon 趣味 絵本

丸山台 As of the past STORE 生活用品 輸入洗剤、雑貨、他

丸山台 メガネスーパー和光イトーヨーカドー前店 生活用品 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器、他

丸山台 ㈱つばめ学院 その他サービス業 学習塾

丸山台 ファーレンピュア和光店 理美容・クリーニング カット、カラー、パーマ、着付

丸山台 ヘアメイクエクラ 理美容・クリーニング カット、カラー、パーマ

丸山台 ラ・タント 理美容・クリーニング カット、カラー、パーマ、着付、アイラッシュ

南 Indian Restaurant Durga 飲食店 インド料理

南 大鷹ラーメン 飲食店 ラーメン店

南 TantoTanto 飲食店 洋食、創作料理

南 焼肉幸楽 飲食店 焼肉

南 ㈱TRUST 建設・不動産 内装業、リフォーム

南 ㈱lien 建設・不動産 外壁、屋根、ふすまの張り替え、畳、造園、他

南 加山文具店 生活用品 文具、教材、封筒印刷

南 ㈱丸善マテリアル本舗 その他 ラーメン、他

南 aird その他サービス業 出張撮影、アルバム

南 新リンパサロン和光南 その他サービス業 整体、リンパテクニック


