
平成31年2月25日現在
商店会 店名 業種

1 八幡一番街商店会 レンタルスペース宝石箱 レンタルスペース 八幡 2-15-15
2 八幡一番街商店会 串焼横丁 本八幡北口店 飲食店 八幡 2-5-18
3 八幡一番街商店会 ベネチア酒場 レストラン 八幡 2-15-17　愛甲菊池ビル1階
4 八幡一番街商店会 大漁一家 飲食店 八幡 2-15-17　愛甲菊池ビル1階
5 八幡一番街商店会 精神満腹 焼き鳥 八幡 2-5-18
6 八幡一番街商店会 スナック　ピーコック スナック 八幡 2-15-18
7 八幡一番街商店会 リプルス パブ・スナック 八幡 2-15-18　2階
8 八幡一番街商店会 大衆料理　とり吉 飲食店 八幡 2-15-18
9 八幡一番街商店会 鳥貴族 飲食店 八幡 2-6-7  アズマビルB1階
10 八幡一番街商店会 土谷不動産 不動産業 八幡 2-14-14  土谷ビル1階
11 八幡一番街商店会 本八幡朝陽法律事務所 弁護士 八幡 2-14-14  土谷ビル3階
12 八幡一番街商店会 ビィックツリーカフェ 喫茶店 八幡 2-14-14  土谷ビル2階
13 八幡一番街商店会 八幡や 居酒屋 八幡 2-14-14  土谷ビル1階
14 八幡一番街商店会 アジアンヒート 飲食店 八幡 2-14-12
15 八幡一番街商店会 てづくし料理 よし坊 飲食店 八幡 2-14-14  井澤ビル1階
16 八幡一番街商店会 飲み食い処　たちばな 飲食店 八幡 2-6-5
17 八幡一番街商店会 八幡八魂 飲食店 八幡 2-6-5
18 八幡一番街商店会 青果　みやぎ屋 青果 八幡 2-6-5
19 八幡一番街商店会 便利家 飲食店 八幡 2-6-5
20 八幡一番街商店会 沖縄料理　はいさい 飲食店 八幡 2-13-16
21 八幡一番街商店会 食彩家　ここっと レストラン 八幡 2-14-15  久保ビル2階
22 八幡一番街商店会 ＲＩＣＯ ネイル・エステ 八幡 2-14-15  久保ビル1階
23 八幡一番街商店会 ヨガスタジオ エアプラス エアリアルヨガスタジオ 八幡 2-14-15  久保ビル3階
24 八幡一番街商店会 GROOVY 飲食店 八幡 2-14-16
25 八幡一番街商店会 四季よし 飲食店 八幡 2-14-16
26 八幡一番街商店会 お茶・海苔　川上園 お茶・海苔 八幡 2-14-16
27 八幡一番街商店会 味処　きまっし 飲食店 八幡 2-14-15
28 八幡一番街商店会 いざかや　炎丸　本八幡店 飲食店 八幡 2-13-19
29 八幡一番街商店会 一品料理　とちぎや 飲食店 八幡 2-13-19
30 八幡一番街商店会 富吉 飲食店 八幡 2-13-19
31 八幡一番街商店会 bloom 婦人服小売 八幡 2-7-6
32 八幡一番街商店会 リサイクルブティック瑞 リサイクルブティック 八幡 2-7-6
33 八幡一番街商店会 グレン・ド・ボーテ 婦人服小売 八幡 2-7-6
34 八幡一番街商店会 イワガミ工芸 宝石　小売・リフォーム 八幡 2-13-20  矢高ビル1階
35 八幡一番街商店会 オヒア 美容室 八幡 2-13-20  矢高ビル2階
36 八幡一番街商店会 焼鳥　鳥よし八幡店 飲食店 八幡 2-13-20
37 八幡一番街商店会 ウエダビジネス㈱ 文具・事務用機器 八幡 2-13-19
38 八幡一番街商店会 割烹　うえだ別館 飲食店 八幡 2-7-6
39 八幡一番街商店会 浅草鮨 飲食店 八幡 2-12-8   上杉ビル1階
40 八幡一番街商店会 博多　恵久保 飲食店 八幡 2-12-8    同
41 八幡一番街商店会 スワロークリーニング クリーニング 八幡 2-12-8    同
42 八幡一番街商店会 ヘアーサロン・ヴァルト 理容 八幡 2-12-8   上杉ビル2階
43 八幡一番街商店会 炭の焼肉　圭 飲食店 八幡 2-12-5
44 八幡一番街商店会 生花スズハル 生花 八幡 2-13-4
45 八幡一番街商店会 にしかわ 惣菜店 八幡 2-13-16
46 八幡一番街商店会 土屋青果店 青果 八幡 2-13-16
47 八幡一番街商店会 ＡＯ カウンターバー 八幡 2-13-16
48 八幡一番街商店会 日本酒ＢＡＬ　新家 居酒屋 八幡 2-13-16　2階
49 八幡一番街商店会 居酒屋ガーデンいろどり スナック 八幡 2-13-16  大村ビル2階
50 八幡一番街商店会 萌季屋 豆販売・喫茶 八幡 2-7-11  岡ビル1階
51 八幡一番街商店会 ブティックKei 婦人服・アクセサリー小売 八幡 2-7-11     同
52 八幡一番街商店会 サンサール インド料理 八幡 2-7-11  岡ビル2階
53 八幡一番街商店会 アローズ ガストロパブ 八幡 2-7-11     同
54 八幡一番街商店会 レストラン　停車場 洋食店 八幡 2-7-11  岡ビル1階
55 八幡一番街商店会 ヘアーサロンいしかわ 理容 八幡 2-13-17
56 八幡一番街商店会 くふ楽 居酒屋 八幡 2-13-17
57 八幡一番街商店会 アリゾナ・フリーダム 貴金属店 八幡 2-7-8
58 八幡一番街商店会 よつば整骨院 整骨院 八幡 2-7-8　田中ビル1階
59 八幡一番街商店会 江戸前＆イタリアン  粋 洋食・居酒屋 八幡 2-7-8　田中ビル2階
60 八幡一番街商店会 茜 スナック 八幡 2-7-8　田中ビル5階
61 八幡一番街商店会 居酒屋炎丸 居酒屋 八幡 2-13-19
62 八幡一番街商店会 魚貝＆ピッツァ  マリノステリア 飲食店 八幡 2-12-5
63 八幡一番街商店会 博多劇場 居酒屋 八幡 2-13-12
64 八幡一番街商店会 和・れん 飲食店 八幡 2-13-5 メゾン喜春弐番館1F
65 八幡一番街商店会 馬刺し専門店　天馬 食料品店 八幡 2-13-3
66 八幡一番街商店会 ㈱サウンドビュー 音楽事務所 八幡 1-3-1
67 八幡一番街商店会 パティスリー　シトロニエ 洋菓子 八幡 2-8-2
68 八幡一番街商店会 ㈱魁 アイスクリーム 八幡 5-1-26
69 本八幡新道商店会 宝寿司 飲食業 八幡 2-16-20
70 本八幡新道商店会 やましょう 鰻販売 八幡 2-16-20
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71 本八幡新道商店会 じゃがいも 飲食業 八幡 2-16-19
72 本八幡新道商店会 エコ・グリーン 防犯器具販売 八幡 2-16-20
73 本八幡新道商店会 お茶の末広園 茶小売業 八幡 2-16-20
74 本八幡新道商店会 ㈲萬喜商店 不動産業 八幡 2-16-20
75 本八幡新道商店会 山崎ビル 貸ビル業 八幡 2-16-20
76 本八幡新道商店会 居酒屋　上喜源 飲食業 八幡 2-16-21
77 本八幡新道商店会 山崎青果店 青果業 八幡 3-8-11
78 本八幡新道商店会 きもの富士屋 呉服・染物 八幡 2-16-15
79 本八幡新道商店会 トレントット 貴金属 八幡 2-16-15
80 八幡フラワー商店会 (資)市川ゴム工業所 タイヤ販売 八幡 3-11-20
81 八幡フラワー商店会 東叡興業㈲ マンション経営 八幡 3-8-18
82 八幡フラワー商店会 桶鉄風呂店 風呂釜工事 八幡 3-13-7
83 八幡中央会 ブティック花屋 洋品 八幡 2-4-9
84 八幡中央会 カフェ螢明舎 喫茶 八幡 2-4-9
85 八幡中央会 auショップ 市川八幡 携帯電話販売 八幡 2-3-11
86 八幡中央会 中じま染物店 染物 八幡 2-3-14
87 八幡中央会 菱屋額縁店 額縁・ 額装 八幡 2-3-14
88 八幡中央会 大吉　本八幡店 買取 八幡 2-3-5
89 八幡中央会 補生堂薬局 薬局 八幡 3-1-1
90 八幡中央会 セブンイレブン市川八幡３丁目店 コンビニ 八幡 3-1-1
91 八幡中央会 ふぐ料理 江戸家 飲食 八幡 3-29-26
92 八幡中央会 グランドルチェ 洋菓子 八幡 3-29-16
93 京成八幡商美会 雨宮紳士服 注文紳士服 八幡 3-26-8
94 京成八幡商美会 ㈲タケヤ洋品店 洋服・学生服 八幡 3-20-5
95 京成八幡商美会 ㈲平和堂 文房具・事務機 八幡 3-21-28
96 京成八幡商美会 ㈲岩澤商店 米・タバコ 八幡 3-20-6
97 京成八幡商美会 ㈲二階堂デンキ商会 家電・工事 八幡 3-25-13
98 京成八幡商美会 ㈲三昌三谷牛肉店 精肉・弁当 八幡 3-25-13
99 京成八幡商美会 ㈲ナガセ薬局 薬品・化粧品 八幡 3-20-2
100 サンロード商店会 清龍寺観音院 寺院 南八幡 4-15-10
101 鬼越駅前通り商店会 金子薬局 薬局 鬼越 1-24-5
102 鬼越駅前通り商店会 みどり寿司 寿司 鬼越 1-24-2
103 鬼越駅前通り商店会 ㈲矢澤ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ商会 クリーニング 北方 1-12-8
104 鬼越駅前通り商店会 尾高豆腐店 豆腐 北方 1-16-1
105 鬼越駅前通り商店会 喫茶アリス 喫茶 北方 1-16-5
106 鬼越駅前通り商店会 ㈲ヘア・モード・ヘルス 理容 鬼越 1-23-3
107 鬼越駅前通り商店会 なごみカフェ 喫茶 北方 1-15-5
108 鬼越駅前通り商店会 八百常 青果 北方 1-15-3
109 鬼越駅前通り商店会 ふれんど書房 書店 北方 1-14-3
110 鬼越駅前通り商店会 リフォーム　ユアサ鬼越店 建設業 鬼越 1-23-2
111 鬼越駅前通り商店会 指田眼鏡店 眼鏡 北方 1-13-12
112 鬼越駅前通り商店会 鳥ふじ やきとり 北方 1-13-14
113 鬼越駅前通り商店会 リハライフ　市川 リハビリ介護 北方 1-12-9
114 鬼越駅前通り商店会 魚よし 鮮魚 北方 1-12-10
115 鬼越駅前通り商店会 鳥福 鶏肉 鬼越 1-24-3
116 鬼越駅前通り商店会 鬼越薬局 薬局 北方 1-9-13
117 鬼越駅前通り商店会 ピアス 美容 北方 1-9-9
118 鬼越駅前通り商店会 パチーノ・ヒノ パチンコ 北方 1-11-1
119 鬼越駅前通り商店会 カネイ青果 青果 鬼越 1-24-2
120 鬼越駅前通り商店会 ㈱大生 不動産 北方 1-13-12
121 鬼越駅前通り商店会 イーグル美容室 美容 北方 1-16-5
122 鬼越駅前通り商店会 ともちゃん 飲食 北方 1-9-11
123 鬼越駅前通り商店会 原会計事務所 税理士 北方 1-16-6
124 鬼越駅前通り商店会 ふわふわベーカリー パン屋 北方 1-9-9
125 鬼越駅前通り商店会 むさし 介護 北方 1-14-2
126 鬼越駅前通り商店会 ㈱ゼロック 飲食 鬼越 1-23-1
127 鬼高商工会 福山ふとん店 ふとん販売 鬼高 2-23-9
128 鬼高商工会 多田商店 割箸販売 鬼高 3-24-7
129 鬼高商工会 ㈲陽光社 印刷業 鬼高 3-25-2
130 鬼高商工会 ㈲宮崎瓦店 瓦販売業 鬼高 4-4-5
131 鬼高商工会 ヤマノ電化センター 家電販売 鬼高 3-1-24
132 鬼高商工会 サイクルショップ　タニワキ 自転車販売修理 鬼高 3-3-5
133 鬼高商工会 吾作鮨 飲食 鬼高 1-7-7
134 鬼高商工会 リホームマミヤ 洋服リホーム 鬼高 2-23-9
135 鬼高商工会 スナック ロト 飲食 鬼高 2-23-20
136 鬼高商工会 磯むら 飲食 鬼高 2-24-7
137 鬼高商工会 江戸屋商店 弁当、他　販売業 鬼高 1-2-3
138 鬼高商工会 魚啓 飲食 鬼高 3-1-22
139 鬼高商工会 パデラトゥーラ 飲食 鬼高 1-13-13
140 市川ビル商店会 理容室セビリヤ 理容室 市川 1-4-10 12F
141 市川ビル商店会 市川英語村塾 英会話教室 市川 1-4-10 12F
142 市川ビル商店会 キ・アンティ 市川店 美容室 市川 1-4-10 11F



143 市川ビル商店会 市川駅前ゴルフクラブ ゴルフスクール 市川 1-4-10 11F
144 市川ビル商店会 河合塾マナビス 市川校 学習塾 市川 1-4-10 11F
145 市川ビル商店会 タイチスタジオ 市川店 太極拳エクササイズ　 市川 1-4-10 11F
146 市川ビル商店会 エース＜アクシスコア＞市川店 フィットネスクラブ 市川 1-4-10 10F
147 市川ビル商店会 キッズフル アミューズメントキッズパーク 市川 1-4-10 8F
148 市川ビル商店会 ボディリフレーヌ 市川ダイエー店 整体・エステティック 市川 1-4-10 7F
149 市川ビル商店会 日本旅行OMCトラベル市川店 旅行業 市川 1-4-10 7F
150 市川ビル商店会 わかるとできる ダイエー市川駅前校 パソコン教室 市川 1-4-10 7F
151 市川ビル商店会 スポーツオーソリティー市川店 スポーツ用品 市川 1-4-10 6F
152 市川ビル商店会 アン・コトン ダイエー市川店 洋服リフォーム 市川 1-4-10 5F
153 市川ビル商店会 ドラキッズ ダイエー市川店 幼児教室 市川 1-4-10 5F
154 市川ビル商店会 健康麻将 市川支部 麻雀教室 市川 1-4-10 5F
155 市川ビル商店会 ASBee fam(アスビーファム)市川店 シューズ 市川 1-4-10 5F
156 市川ビル商店会 ikka ダイエー市川店 メンズ・レディス・キッズ　 市川 1-4-10 5F
157 市川ビル商店会 タカキュー ダイエー市川店 メンズ・レディス　ファッション 市川 1-4-10 5F
158 市川ビル商店会 保険クリニック 市川店 保険業 市川 1-4-10 4F
159 市川ビル商店会 Gaba マンツーマン英会話市川ラーニングスタジオ 英会話教室 市川 1-4-10 4F
160 市川ビル商店会 プラザアイ　メガネダイエー市川店 メガネ 市川 1-4-10 4F
161 市川ビル商店会 かしわいクリーニング 市川店 クリーニング 市川 1-4-10 3F
162 市川ビル商店会 カラダファクトリー ダイエー市川店 整体×骨盤 市川 1-4-10 3F
163 市川ビル商店会 ベリテ 市川ダイエー店 ジュエリー 市川 1-4-10 3F
164 市川ビル商店会 ダイエー市川店 スーパー 市川 1-4-10
165 市川ビル商店会 HAPS 市川駅前店 パチンコ・スロット 市川 1-4-10 B1F
166 市川ビル商店会 目利きの銀次 市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F
167 市川ビル商店会 魚民 市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F
168 市川ビル商店会 山内農場 市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F
169 市川ビル商店会 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew市川本八幡店 家電 八幡 3-3-3
170 市川ビル商店会 フードスクエアカスミ 本八幡店 スーパー 八幡 3-3-3
171 アイアイロード市川商店会 珈琲タンネ 本店 喫茶 市川 1-6-14カネコビル3F
172 アイアイロード市川商店会 ファーマシーカネコ 薬局 市川 1-6-14カネコビル2F
173 アイアイロード市川商店会 レストラン マツオ イタリアン 市川 1-6-15エアリス市川1F
174 アイアイロード市川商店会 寿々 和風居酒屋 市川 1-6-15
175 アイアイロード市川商店会 ㈱ヒロハウジング 不動産 市川 1-3-10
176 アイアイロード市川商店会 ㈲東屋紙文具店 文具・事務用品 市川 1-3-8
177 アイアイロード市川商店会 せがわ 額・画材 市川 1-3-7
178 アイアイロード市川商店会 磯野クリーニング店 クリーニング 新田 5-18-16
179 アイアイロード市川商店会 絶好鳥 市川店 焼き鳥 市川 1-2-5 オッセイビル2F・3F
180 大門通り会 大門市川整骨院 整骨院 市川 2-31-20
181 大門通り会 ㈲夏秋武蔵屋酒舗 酒類 市川 2-33-20
182 根本発展会 カフェレストラン クルール 飲食 市川 3-27-20
183 根本発展会 ㈲大坂屋 洋品 市川 4-10-26
184 根本発展会 ネモト電器 家電品 市川 3-29-15
185 根本発展会 御菓子司　望月 和菓子製造販売 市川 3-27-20-101
186 ゆうゆうロード商店会 ㈱銀次郎 青果小売業 市川南 1-1-3
187 ゆうゆうロード商店会 ザック・ヘア 理容業 市川南 1-1-4
188 ゆうゆうロード商店会 ㈲島村不動産 不動産業 市川南 1-1-4
189 ゆうゆうロード商店会 ㈱アービック住宅販売ラコス市川南口 不動産業 市川南 1-1-8－1F
190 ゆうゆうロード商店会 ㈱椎名不動産 不動産業 市川南 1-2-3
191 ゆうゆうロード商店会 芯支堂匠整骨院 整骨院 市川南 1-2-3
192 ゆうゆうロード商店会 真珠堂印店 印章・印刷 市川南 1-2-4
193 ゆうゆうロード商店会 サウンドシティ　アップル 電器小売業 市川南 1-2-4
194 ゆうゆうロード商店会 金沢皮膚科医院 皮膚科 市川南 1-2-4－１F
195 ゆうゆうロード商店会 ㈲西川永生堂 薬局 市川南 1-2-5
196 ゆうゆうロード商店会 ラパーム（タムタム） 美容業 市川南 1-2-7-1F
197 ゆうゆうロード商店会 シュラムール 美容業 市川南 1-2-8
198 ゆうゆうロード商店会 一麺入魂　市政家 飲食 市川南 1-3-1
199 ゆうゆうロード商店会 長谷川宅建㈱ 不動産業 市川南 1-3-2
200 ゆうゆうロード商店会 居酒屋かぎの花 居酒屋 市川南 1-3-2
201 ゆうゆうロード商店会 ＣＡＮＤＡＹ エステ 市川南 1-3-2-203
202 ゆうゆうロード商店会 靴の太陽堂 靴販売 市川南 1-3-3
203 ゆうゆうロード商店会 たけいフルーツ 果物販売 市川南 1-3-3
204 ゆうゆうロード商店会 三浦歯科医院 歯科 市川南 1-3-7-207
205 ゆうゆうロード商店会 モスバーガー市川南店 ファーストフード 市川南 1-3-7
206 ゆうゆうロード商店会 セブンイレブン市川南1丁目店 コンビニ 市川南 1-3-7
207 ゆうゆうロード商店会 燦遊館 飲食業 市川南 2-1-1
208 ゆうゆうロード商店会 中華料理　千両 飲食業 市川南 2-1-2
209 ゆうゆうロード商店会 デリ＆カフェ　カシェ 飲食 市川南 2-1-3
210 ゆうゆうロード商店会 伊勢屋 和菓子製造販売 市川南 2-1-3
211 ゆうゆうロード商店会 行徳紙工㈱ 紙製造業 市川南 2-2-3
212 ゆうゆうロード商店会 京葉ガス㈱ ガス供給、ガス器具販売 市川南 2-8-8
213 ゆうゆうロード商店会 ふくざわ内科クリニック 内科 新田 4-7-9-2F
214 ゆうゆうロード商店会 安藤歯科 歯科 新田 4-7-9



215 ゆうゆうロード商店会 ルチア パン製造販売 新田 4-7-7
216 ゆうゆうロード商店会 ひらたペットクリニック 動物病院 新田 4-8-18
217 ゆうゆうロード商店会 ドュセニ村 飲食 新田 4-8-17
218 ゆうゆうロード商店会 ビゴーリアカフェ 飲食 新田 4-8-17
219 ゆうゆうロード商店会 とんかつ　かつとら 飲食 新田 4-8-17
220 ゆうゆうロード商店会 ブティックぶーべ 婦人服小売 新田 4-8-16
221 ゆうゆうロード商店会 BarbErShop DEPS 理髪業 新田 4-12-22
222 ゆうゆうロード商店会 共立塗装 塗装業 新田 4-12-21
223 ゆうゆうロード商店会 ましま耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 新田 4-12-20-101
224 ゆうゆうロード商店会 ㈲市川製餡所 不動産賃貸業 新田 4-12-17
225 ゆうゆうロード商店会 ヘアドレッサー　ジュリー 美容業 新田 4-12-16-2F
226 ゆうゆうロード商店会 尾林内科医院 内科 新田 4-12-13
227 ゆうゆうロード商店会 トキ美容室 美容室 新田 4-13-14
228 ゆうゆうロード商店会 山田歯科医院 歯科 新田 4-13-14
229 ゆうゆうロード商店会 焼肉ガーデン森林 飲食 新田 4-13-10
230 ゆうゆうロード商店会 セオサイクル市川店 自転車店 新田 4-13-10
231 ゆうゆうロード商店会 越後屋 青果業 新田 4-17-20
232 ゆうゆうロード商店会 大野蒲鉾店 食品販売 新田 4-17-18
233 国府台共栄会 田中屋酒店 食品販売 国府台 4-1-26
234 国府台共栄会 ㈲太田青果 青果 国府台 3-1-21
235 国府台共栄会 島屋酒店 食品販売 国府台 5-9-7
236 国府台共栄会 石井ストアー 青果 国府台 3-2-19
237 国府台共栄会 里見工房 リサイクルショップ 国府台 5-9-2
238 国府台共栄会 ヘアーサロン・ヒカリ 理容業 国府台 4-1-23
239 国府台共栄会 三陽電気商会 電化製品工事・販売 国府台 5-23-9
240 国府台共栄会 二光電気㈱ 電気工事 国府台 5-22-13
241 国分共栄会 リナ 手芸品・化粧品 東国分 1-29-14
242 国分共栄会 石井提灯店 提灯 国分 1-28-9
243 国分共栄会 きん三 うなぎ店 国分 1-18-18-1
244 国分共栄会 石橋商店 米・風呂 国分 2-3-20
245 国分共栄会 国分電気商会 電気店 国分 2-7-20
246 国分共栄会 広岡商店 食料品店 真間 5-4-17
247 国分共栄会 真間乳業 牛乳店 国分 3-6-22
248 国分共栄会 うらべ青果（フジキストア内） 青果店 国分 2-15-5
249 手児奈橋通り会 話飲茶屋つぎはし 喫茶 真間 4-7-23 
250 手児奈橋通り会 ㈲伊藤薬局 薬局 真間 4-5-8
251 真間銀座会 雑貨の店　もえぎ 雑貨・衣料品 真間 1-15-20佐久間ビル1F
252 真間銀座会 相田みつをギャラリー サロン・ド・グランパ 食品 真間 1-5-7
253 真間銀座会 やさしい野菜屋さん 青果 真間 2-1-1
254 真間本通り商店会 サクラ美容室 美容室 真間 2-14-15
255 真間本通り商店会 時雨整体院 整体 真間 2-14-14
256 真間本通り商店会 ＭｏｏｎｂｏＷ コーヒー・洋菓子 真間 2-9-5
257 真間本通り商店会 エマ美容室 美容室 真間 2-17-14
258 真間本通り商店会 幸栄軒 中華料理 真間 2-17-12
259 真間本通り商店会 江戸家 すし 真間 2-17-10
260 真間本通り商店会 ラクーン クリーニング 真間 2-8-8
261 真間本通り商店会 アランチャドレッシング ドレッシング 真間 2-10-18
262 曽谷山王商店会 京葉住宅サービス工業㈱ 建築 曽谷 8-20-19
263 曽谷山王商店会 鳥ゆき 弁当、総菜 曽谷 5-14-9
264 曽谷山王商店会 鮮魚大友 魚介販売 曽谷 5-15-13
265 曽谷山王商店会 花月園 生花、植木 曽谷 5-24-3
266 曽谷山王商店会 Dr.関塾 市川曽谷校 学習塾 曽谷 5-25-14
267 曽谷山王商店会 クリーニングいしい クリーニング 曽谷 5-25-20
268 曽谷山王商店会 大関電気 電気工事 曽谷 5-4-11
269 大野中央商店会 アイメイト メガネ 南大野 3-22-28
270 大野中央商店会 ㈱中川塗装工業 塗装 南大野 2-2-7
271 大野中央商店会 喜久寿司 寿司 南大野 2-3-48
272 大野中央商店会 ㈲ニッショウ ギフト宣伝用品 南大野 2-9-3
273 大野中央商店会 孝和クリーニング クリーニング 南大野 2-2-8
274 大野中央商店会 ㈲ローレル クリーニング 南大野 2-3-27
275 大野中央商店会 花夢花舞 生花 南大野 3-1-6
276 大野中央商店会 スナック３５０ スナック 南大野 2-4-40
277 大野中央商店会 ㈱きたざわ 電化製品 南大野 3-22-3
278 大野中央商店会 アイメイト２　(駅前店) メガネ 大野町 2-134
279 大野中央商店会 島村楽器 楽器販売 南大野 2-30-17
280 大野中央商店会 ウィンズ 室内装飾 南大野 3-21-18
281 大野中央商店会 鈴源 割烹料理 南大野 2-2-3
282 大野中央商店会 ＣＵＴ　ＯＮ 理容 大野町 2-183-2
283 大野中央商店会 ＣＯＣＯＬＯ　ＨＡＩＲ 美容 大野町 2-183-2
284 大野中央商店会 サワヤクリーニング クリーニング 南大野 3-14-4
285 大野中央商店会 とんとん亭 とんかつ 南大野 3-22-5
286 大野中央商店会 いしかわ 南大野店 衣料品 南大野 3-22-28



287 大野中央商店会 養老乃瀧 居酒屋 南大野 3-24-31
288 大野中央商店会 ハトリ電気 電化製品 南大野 2-3-27
289 大野中央商店会 バイエルン パン 南大野 2-3-27
290 大野中央商店会 豊栄鮨 寿司 南大野 3-24
291 大野中央商店会 ニューラーメンショップ ラーメン 南大野 2-2-2
292 大野中央商店会 ㈲ぶーけ 学生服店・書店・文具・事務用品店 南大野 1-25-22
293 大野中央商店会 南大野オレンジ整骨院 整骨院 南大野 2-4-40
294 大野中央商店会 ㈶市川市福祉公社 北部ヘルパーステーション 介護・ヘルパー 南大野 3-21-22
295 大野中央商店会 京葉DP㈱／英会話ＨＯＰ 印刷／英会話教室 大野町 3-1998-14
296 大野中央商店会 ㈲VICTORY　BRWS HAIR 理容＆美容 南大野 2-2-40
297 高石神勉強会 ㈲秋元ふとん店 寝具販売 高石神 35-1
298 中山参道商店会 田中家 茶店 中山 2-4-13
299 中山参道商店会 花吾商店 生花小売 中山 4-13-5
300 中山参道商店会 菊寿司 寿司店 中山 4-13-4
301 中山参道商店会 中華料理　瀧 中華料理 中山 4-15-2
302 中山参道商店会 額堂 飲食 中山 2-4-13
303 中山参道商店会 ヘアーサロンＭ’ｓ 理容 中山 4-7-15
304 中山参道商店会 そば処 玉家 そば店 中山 4-14-3
305 行徳フラワー商店会 ディスカウントショップ　ツユキ ディスカウントショップ 行徳駅前 2-26-24
306 行徳フラワー商店会 首都圏ホーム 不動産 行徳駅前 2-26-23
307 行徳フラワー商店会 理容　ユザワ 理容 行徳駅前 2-12-12
308 行徳フラワー商店会 ＭＩＥＮＥ ＨＡＩＲ 美容 行徳駅前 2-14-9
309 行徳フラワー商店会 藤田産業　フジインテリア インテリア 行徳駅前 2-25-4
310 行徳フラワー商店会 こいで 文具 行徳駅前 2-23-2-1
311 行徳フラワー商店会 京山 和菓子 行徳駅前 2-10-14
312 行徳フラワー商店会 美容室　麻弥 美容 行徳駅前 2-26-6
313 行徳フラワー商店会 Amour pico(アムールピコ) 美容 行徳駅前 2-10-11-1F
314 行徳フラワー商店会 カラオケスナック　富喜 カラオケスナック 行徳駅前 2-9-13
315 行徳フラワー商店会 滝の園 お茶 行徳駅前 2-10-14
316 行徳フラワー商店会 イオンバイク　行徳店 自転車販売 行徳駅前 2-11-13
317 行徳フラワー商店会 スターツ 行徳店 不動産 行徳駅前 2-12-9
318 行徳フラワー商店会 江戸銀 寿司 行徳駅前 2-12-13
319 行徳フラワー商店会 ベル・ジュバンスサロンKEI 美容 行徳駅前 2-12-13
320 行徳フラワー商店会 太陽堂薬局　駅前2丁目店 薬局 行徳駅前 2-12-14
321 行徳フラワー商店会 大ちゃん 飲食 行徳駅前 2-12-15
322 行徳フラワー商店会 居酒屋ふくろう 飲食 行徳駅前 2-12-15
323 行徳フラワー商店会 行徳フラワー通りクリニック クリニック 行徳駅前 2-25-5
324 行徳フラワー商店会 杜の樹デイサービス 行徳駅前 介護 行徳駅前 2-25-6
325 行徳フラワー商店会 カルチャースペース　Ｋ ダンススタジオ 行徳駅前 2-25-6-2A
326 行徳フラワー商店会 鯛夢堂 たいやき 行徳駅前 2-25-6-102
327 行徳フラワー商店会 ㈱鈴屋 不動産 行徳駅前 2-13-9
328 行徳フラワー商店会 さくらびより鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 行徳駅前 2-13-9
329 行徳フラワー商店会 ブテック　フランソワ ブティック 行徳駅前 2-12-14
330 行徳フラワー商店会 鳥長 飲食 行徳駅前 2-25-1
331 行徳フラワー商店会 肉バル スノーキー 飲食 行徳駅前 2-25-25
332 行徳フラワー商店会 ブティック　グレイシー ブティック 行徳駅前 2-25-24
333 行徳フラワー商店会 ホームドライ　駅前店 クリーニング 行徳駅前 2-25-5
334 行徳フラワー商店会 ステージ２１ クリーニング 行徳駅前 2-26-1
335 行徳フラワー商店会 滝沢眼科医院 眼科 行徳駅前 2-26-25
336 行徳フラワー商店会 マルシン青果 青果 行徳駅前 2-26-24
337 行徳フラワー商店会 前田小児科医院 小児科 行徳駅前 2-25-12
338 行徳フラワー商店会 太陽堂薬局　南店 薬局 行徳駅前 2-25-12
339 行徳フラワー商店会 カットファクトリー行徳店 美容 行徳駅前 2-25-12
340 行徳フラワー商店会 行徳スマイル歯科 歯科 行徳駅前 2-25-21
341 南行徳メトロセンター会 ふぐ大衆割烹　しま田 飲食店 相之川 4-17-2 
342 南行徳メトロセンター会 はなまる青果 青果 相之川 4-17-2  
343 南行徳メトロセンター会 手作りカレー　家庭料理フジ 飲食店 相之川 4-17-2  
344 南行徳メトロセンター会 鮪works 魚がし鎌形 寿司・弁当 相之川 4-17-2  
345 南行徳メトロセンター会 ナグラカメラ 写真関連 相之川 4-18-1  
346 南行徳メトロセンター会 串じまん 南行徳店 居酒屋 相之川 4-18-1  
347 ㈱ぷんぷく堂 文具 八幡 5-6-29
348 銀座パリス 京成八幡駅前店 買取・販売 八幡 4-4-18
349 フランス屋 クリーニング 南八幡 3-7-15
350 夢幻流 踊り 幸 2-9-14
351 千葉ットリア　Ｓｏｒｒｉｓｏ 飲食店 行徳駅前 3-15-1


