
番号 住所 番号 住所

1 上柴町西 3-7-9 51 東大沼456-2

2 新戒384 52 (日)煮ぼうとうのお店

3 稲荷町1-10-6 53 (月)TULP

4 上柴町西3-17-13-103 54 (火)稲田姫

5 西島町3丁目10-2 - (水)あさみ珈琲店

6 稲荷町2-4-3 55 (木)マルちゃんＴＥＩ

7 仲町2-23 56 (金)旬のごはんとトキシラズ

8 上柴町西4-10-5 57 本住町5-36

9 深谷町8-5 58 田谷280

10 稲荷町3-4-25 59 上野台242‐4

11 稲荷町2-10-23 60 西島町3-15-6　5thパティーナビル

12 田所町4-1 61 見晴町１

13 本住町1-7 62 深谷町8-6

14 中瀬1652-1 63 天神町3-45

15 稲荷町2-3-47 64 大谷85

16 深谷町2-8 65 田所町3-28

17 田谷98-3 66 高畑173

18 国済寺町26-11 67 西島町2-21-27

19 上柴町西1-17-3 68 寿町1

20 大塚334 69 西島町2-20-12

21 東大沼343 70 上柴町東5-15-20

22 緑ヶ丘1-17 71 上野台3380-3

23 新井302-1 72 上柴町東6-10-23

24 常盤町89-6 73 西島町3-6-5

25 人見8-3 74 上柴町西1-17-10

26 仲町2-7 75 仲町5-1

27 仲町4-6 76 田所町9-20

28 西島町3-9-1 77 瀬山558

29 国済寺403 78 上柴町西3-22-13

30 田谷103-3 79 西島町2-3-17

31 本住町7-54 80 上野台2836-9

32 原郷80-9 81 上野台2344

33 西島町2-1-1　Coffee Shop Que店内 82 上野台2352 ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽBW深谷135

34 萱場13-11 83 萱場２６５

35 上柴町西3-11-4 84 西島町3-4-10

36 上野台2850-1 85 上柴町西4-2-14　アリオ深谷１F

37 本住町15-12 86 仲町1-15

38 宿根525-1 87 宿根851-6

39 上柴町東4-1-24　 88 田谷282

40 上柴町西4-2-14　アリオ深谷2F 89 上野台2540-5

41 稲荷町2-3-6 90 本住町1-1

42 仲町4-7 91 深谷町9-12-12旧七ツ梅酒造跡地母屋

43 本住町7-51 92 上柴町西5-9-26

44 西島町2-18-14 93 仲町1-5

45 本住町6-31 94 東大沼100-1　

46 西島町1-1-13 95 上柴町西1-17-15

47 仲町2-20 96 仲町1-12

48 国済寺403 97 西島町1-3-6　

49 西島町2-13-3 98 稲荷町2-1-41

50 西島5-9-39 99 大谷926花ハウスシマムラ

地域通貨ネギー　取扱店一覧　１９６店　　エリア別・五十音順

深谷エリア

澤田園

The Shade Tree.Roasted Coffee Bakery

サンメガネ

たんぽぽ鍼灸接骨院

中國料理　萬来

中華料理　和幸

TUBASA

雪詩慕雲豆屋

千寿庵

大慶堂漢方薬局

TAIKEIDO NEO Garden Cafe

滝澤酒造株式会社

糸屋製菓店

店舗名

スクール専門店　フクノヤ

すずき食堂

すたんど割烹三善

スマイル鍼灸整骨院

INA SUN TABLE

店舗名

アイメガネ深谷上柴西店

朝日屋

あだち

イグニスコーヒー

漁火飯場 いろはのゐ

石塚魚店

伊勢屋製菓店

イタリア料理　プランツァーレ

粋魚や

居楽家

うお串や　雷文

がってん食堂　大島屋深谷店

割烹　楓

割烹　きんぎょや

割烹　真海

割烹　双葉

魚波商店

太田園

お菓子の店ねだち

オートステーション

栄寿堂本店

さんあい薬局 パッケージプラザオリケイ

黒んぼ食堂

カフェ ダイニング　プリエ

cafe&Dining　PORTO

カフェ花見

カレーハウスCoCo壱番屋深谷駅前店

菊寿童

Kitchen Hana

串焼きや　雷文

KOBUTAおうちごはん

きん藤

かまや寝具店

古伝餡 濱岡屋

サイクルセンタースズキ harunire cafe'

橋本屋 深谷店

美容室　ケイズカーサ

美容室　ケイズカーサアリオ店

Kメガネ

合資会社釜屋金物店

コスメとエステ　クリタ

埼玉グランドホテル深谷

クボデン

クボデン　カミシバ

CLIPS

クリーニングアライ

とんとん市場　深谷店

ナチュラル・ボディ・デザイン・スタジオ・プーナナ

なんでも屋mog

日赤前薬局

NEO Aesthetic Salon トータルリンパ専門店

ハス金物店

ハタヤスポーツ

地酒の店　杉田酒店

シミズ薬局

西洋菓子ラ・パレット

田島石油株式会社

T’z Bakery KOHSHI

手打ちうどん　麦屋

虎ひげ

旬ごはんやまだ家

旬彩や樽源

旬肴と沖縄料理　ゆがふ

章寿司

昇仙園　ますせん茶店

昇竜

白トンボ

新楽

新吉

渋沢栄一翁
ふるさと館

「オークOAK」

テーラームカイ

ときわ園　アリオ深谷店

ときわ園  本店

魚々屋

西島町2-18-20



番号 住所 番号 住所

100 上柴町東3-2１-２９ 153 横瀬537-1

101 宿根78-1 154 上柴町西４丁目１０−１ カームプレイスII 102

102 秋元町140-13 155 原郷444-2

103 仲町2-22 156 本住町6-33

104 東方町2-11-18

105 深谷町9-12

106 上柴町東3-11-11 番号 店舗名 住所

107 上柴町東3-11-13 157 本郷368

108 大塚島74-1 158 岡688-1

109 樫合７６３ 159 櫛挽140-1

110 国済寺町25-6林ﾋﾞﾙ1F 160 普済寺1407-2

111 上柴町東3-11-12 161 岡299-5

112 深谷町9-11 162 山河702-1

113 居酒屋　大八 163 普済寺1422‐23

114 うまいもの研究所 164 普済寺1256-1

115 からあげ光苑　深谷店 165 岡1-16-3

116 中華食堂　加トちゃん 166 岡部827-9

117 百花舞 167 普済寺1616-1

118 山形家 168 岡里10-9

119 稲荷町2-3-37 169 岡里1-9

120 仲町2-8 170 岡2785-5

121 大塚島74-1 171 岡3106

122 西島町3-17-20 172 普済寺1525-1

123 上野台2734 173 岡2624-11

124 仲町2-32 174 岡2696-17

125 西島町2-6-8　 175 岡319-13

126 上野台236-2 176 岡688-1

127 東方町3-35-1 177 岡２６６１

128 稲荷町1-7-11 178 岡2-23-23

129 宿根462-1

130 本住町1-11

131 上柴町西7-5-3 番号 店舗名 住所

132 上野2352ダイヤパレスBW深谷139号 179 本田5833-2

133 稲荷町1-20-9 180 本田4190

134 横瀬1323 181 田中62

135 西島町3-5-6 182 菅沼91-2

136 西島町2-12-3 183 本田5386-1

137 西島町2-1-15 184 田中1152

138 上柴町西4-2-14　アリオ深谷１F 185 本田229‐1

139 本住町7-58

140 西島町3-1-2ｽｶｲﾊｲﾂ105

141 西島町3-5-6 番号 店舗名 住所

142 東大沼314-3 186 黒田862

143 稲荷町1-19-17 187 小前田1557

144 西島町1-3-8 188 武蔵野1654-1

145 仲町2-6 189 武蔵野3003

146 田谷292-4 190 小前田644-1

147 櫛引135-2 191 小前田458-1

148 西島町3-17-19 192 小前田617

149 宿根917-1 193 小前田2683-52

150 仲町4-10 194 小前田458-1

151 東方町3-35-1 195 小前田143

152 西島町2-18-4 196 永田2109

有限会社　鳥文

有限会社　深谷花卉

有限会社　藤橋藤三郎商店

ユニクロ　フォルテ深谷店

レストパーラー　高原

ふっかちゃん横丁

フクフル食堂

西島町2-18

メガネのホズミ　アリオ深谷店

有機の里

有限会社　大野時計店

有限会社　川本山陽堂

有限会社　たかはし園芸

Fes grill party

プティ　フルール

ふとんの大栄釜屋

フラワーショップ ブルーモルフォ

フラワーズカンパニー

50COFFEE&ROASTERY

富義

川本エリア

坂田自動車工業

ショービ

山崎青果

やきとん祭花

深谷うどん「やまや製麺所」

深谷上柴食堂

深谷ギャザリング教室

深谷グリーンパーク アクアパラダイスパティオ

ふかや女子流アイモ

深谷米穀企業組合

ひしやま長生療院

フィットヘアー

ふれあいの店　まるや

マルイスポーツ

持田魚店

道の駅おかべ

やきとり正太郎

うなぎ　あらやま

栄寿司

笠原鉄工所

こいけや

メガネのホズミ　本店

焼肉　名所

もんじゃ焼　花林

マツダオートザム深谷店

MODECURRY

深谷エリア

岡部エリア

店舗名

レストランYAMATO

ほそ路 深谷店

パンチャピエーナ

ヒドリ食堂

美容室ペルファヴォーレ

日野広

LOTUS   Cafe

葉菜ミドリー静乃

店舗名

瀧澤酒店

Trattoria Piantina

花園エリア

上武サービス

手打ちそば　砂場

金木犀

都家

三芳野

マルカクのタネ

丸山酒店

Miiji　みーじ

富士屋

Flower Shop 日花園

HEIKICHI　Lunch

ベルクフォルテ深谷店

ベルク深谷稲荷町店

ほそ路 宿根店

むさし麦豚　長島養豚直売所　深谷花園店

本田モータース

食事処　久保田

炭火焼肉ホルモン館

鳥越寿司

	有限会社　西倉西間堂

和風レストラン　きむら

和めしcafe HISAGO

鮨平

Natulal GRIM

花園養蜂場

FARMY CAFE ～curry stand～

ベイシア電器花園インター店

訪問マッサージ　福島和人

道の駅はなぞの

三峰やまなか

お食事処　風の子

車屋

愛鶏園

あさみ珈琲店

カフェルコック

ごめん食堂

サカエ薬局


