
○商業会関係 ７３店舗

通1丁目2710 ☎41-5703 ☎42-4642 ☎64-9920 ☎42-7736 通1丁目2703 ☎42-2624

通1丁目2712-13  ☎41-6258 通1丁目2677-1 ☎64-8807 ☎41-3368 通1丁目2675－2Ｆ ☎43-8616 通1丁目2672 ☎42-3319

通1丁目2670 ☎41-2285 通1丁目2670 ☎44-1139 通1丁目2673-1 まちなか遊学館売店 通1丁目2668 ☎41-1211 通1丁目2689 ☎44-0035

通2丁目12－16 ☎40-1181 通2丁目2652 ☎41-2456 通2丁目2-12-11 ☎41-2301 通2丁目3547-3 ☎21-7781 昌平町2364 ☎22-7848

通2丁目2627 ☎21-2657 通2丁目7-8 ☎64-8838 通2丁目2659 ☎41-2322 通2丁目2656-3 ☎42-5613 通2丁目2654-11 ☎22-7005 

通2丁目12−1 ☎22-7022 昌平町2364-4 ☎55-5930 井草町2387 ☎22-0181 通3丁目2589 織物会館1F ☎21-2374 通3丁目2617 ☎21-4669

通3丁目2773 ☎21-2626 通3丁目2777 ☎21-3648 通3丁目2778 ☎22-0360 通3丁目2781 ☎21-9988 通3丁目2767 ☎21-4631

通3丁目2770 ☎21-5028 通3丁目2770 ☎21-2388 通3丁目3535 ☎21-2714 通3丁目2762 ☎21-2649 通3丁目2761－4 ☎21-9431

通3丁目2784 ☎22-3520 通3丁目3534 ☎21-5741 通3丁目2778 ☎21-2141 通3丁目2595 ☎21-7488 通3丁目2776-1 ☎22-3111

通3丁目2783 ☎21-5464 通3丁目2614 ☎22-7805 通3丁目2608-1 ☎55-6413 通4丁目2802 ☎21-4141 通4丁目2570 ☎21-4964

通4丁目2813 ☎21-4600 通4丁目2562 ☎21-4620 通4丁目2812 ☎21-3807 通4丁目3485 ☎21-4131 通4丁目2802 ☎21-4627

通4丁目2557 ☎21-2863 通4丁目2571 ☎22-0100 通4丁目2573 ☎21-2345 通4丁目2801-1 ☎21-3075 通4丁目2790 ☎21-2377

通4丁目3506 ☎21-6277 通4丁目3489-2 ☎64-9794 緑町1-3336 ☎21-2202 緑町1-3261 ☎21-4771 伊勢町3-4-14 ☎44-1691

伊勢町3-4-8 ☎22-3955 伊勢町1-1-5 ☎41-2364 伊勢町2-1-21 ☎64-8032 伊勢町2-4-29 ☎43-1790 伊勢町1-2-1両毛ビル１Ｆ ☎43-2117

通3丁目2614 ☎21-5632 大門通2381-1 ☎42-3630 通3丁目2757 ☎21-1354

○第5回まちゼミ参加店 ５１店舗

有楽町835 ☎43-0623 ☎44-7700 ☎22-7867 八幡町227-4　　☎090-8841-1741 ☎21-3648

旭町553 ☎41-0500 井草町2387 ☎22-0181 ☎73-4711 朝倉町3-1-3 ☎73-2173 有楽町841 ☎41-2569

通2丁目2656-3 ☎42-5613 朝倉町654-5 ｽﾍﾟｰｽﾕﾆﾃｨA ☎22-7564 通2丁目7-8 ☎64-8838 通3丁目2762 ☎21-2649 通1丁目2703 ☎42-2624

通1丁目2710 ☎41-5703 鹿島町1107-23 ☎62-0665 八幡町1丁目21-17 ☎73-2001 永楽町5-1 ☎41-2517 通3丁目2589 織物会館4Ｆ ☎41-5703

堀込町2883-1 ☎73-7126 通2丁目16-1 ☎21-5581 通3丁目2757 ☎64-8735 利保町478-3 ☎41-6513 本城1丁目1606-1 ☎22-7182

山川町63-3　　☎090-7193-9713 本城2丁目1901-18 ☎40-2261 山川町64-4 ☎43-0569 田中町915-1 2階 ☎080-3707-0972 江川町2丁目8-22 ☎42-8282

朝倉町3丁目21-14 ☎71-5011 福富町420 ☎64-7064 西砂原後町1146-4 ☎43-8895 伊勢町1-5-1ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ足利109 ☎44-3434 田中町943-8去田ビル102 ☎64-7219

昌平町2364 ☎22-7848 田中町40-1 ☎72-5311 福富町2011 ☎71-0654 通2丁目12-11 ☎41-2301 通3丁目2778 ☎22-0360

山下町1208 ☎62-0803 南大町3439　　☎090-8585-4973 借宿町623-6　　☎080-7839-2243 堀込町3005 ☎72-6806 今福町348 ☎22-0303

伊勢町3-5-3　　☎090-7223-1102 旭町2296 ☎42-4576 田中町915-1 1階 ☎080-3707-0972 伊勢町2-11-12 ☎42-7758 大久保町1229-2 ☎090-9710-4237

大月町360-1 ☎42-8575

京かのこ 麺や松

㈱飯島建設 和泉屋

ローズブーケ

レストラン ビアンベニュー

㈱丸川屋 ㈲香雲堂本店

㈱岩脇商店 ㈲共農舎牛乳店

補聴器の赤間 かきた食堂

㈲草雲羊羮本舗 ㈱エステート・ワン

八豊商店

hair・room・tanmo 一般社団法人　日本からだワーク協会 ポーセラーツ教室アンジェリカ

美重子きもの着付け教室 ㈲ヤザワスポーツ

４ｓｅａｓｏｎ フォト・フレンズ ㈲福富住宅

はとや化粧品 パソコン教室ピーシーポポ はまやグループ㈱　デイサービスくのん

全身バランス整体院 手のぬくもり ㈱大生建物（ファイヤーライフ両毛） DAIQ3工房　熊倉工務店

きんこん館 久保田化粧品店 コスメ・ドエステヤナギタ

雑貨ショップ　Daft 忍ダンススクール 社労士法人パートナーズメニュー

菓子工房Citron-Praline カラダデザイン足利朝倉町店

㈱板通（れんがHONEY GARDEN) ウチダメガネ エム－ネイルズ Forever

montemps　モンタン
通1丁目2675

東和銀行足利支店

赤石屋

シトロンプラリーネ

通２丁目14-17 借宿町1-1-20 2F

フラワーショップシンドー

ナッシングブルー

４season

グリムカフェ

寿司処　本島

通3丁目2777

鳥伊支店

ヴィンテージレコーズ きゃらばん
通1丁目2698-10

アクサ生命保険㈱足利営業所 足利大麦餃子 あしかが整骨院

古代瓦煎餅本舗香雲堂

割烹 相乃川 飯塚電機

キムラ美容室

エルムンド
朝倉町591-1

カキヌマ薬局

キムラ美容室 きゃらばん

サイクルショップ サカイ ㈱サウンド・ジム

喜左衛門

酒道庵　武井酒店 ㈱新明工産

ドリームディスカッション ドローンワークス足利

F・E・S　ASHIKAGA ブーカもりやま

プラザ　ハマダ フルーツ　いでい

㈲マインズプランニング ㈱マルサン

㈱ＹＯＵ ラボ・パーティ大久保教室

中華料理・盛京亭 季節舌鼓　ゆずかろ亭 足利商工会議所

マチノテ ダイニング一蔵 moonshine studio

よね吉 鳥常支店

西金商店 ㈲ながしま金物 ㈱さくら屋

わいわい絆 ㈲斉藤荒物店 舟定屋本店

和処　司 Aq　アキュ 手作りパン　ふくや

カーブス足利中央 水野テント商会 衣料の大山

大熊薬局 魚政 大黒屋酒店

赤城亭 和泉屋 フルーツいでい

ＯＬＩＶＥ 味工房ふ～でゅ～す ウチダメガネ

岩下書店 日本料理　蝶や プラザハマダ

和食・釜めし　銀釜 喜左衛門 相田みつをゆかりの店　めん割烹なか川

まことや質店

クリハラ時計店 ＡｎＮＡ　hair＆eyes あいづや

さいとう ピンクハウス camitsure　カミツレ

きんこん館 ＬＯＶＥ あしかが逸品堂
通1丁目2703-7 通1丁目2702

モードサロンにしむら

刀剣カード配布店舗一覧


