
商店会 店名 業種 町 番地 種別

1 国府台共栄会 1 田中屋酒店 食品販売 国府台 4-1-26 小売業

2 国府台共栄会 2 ㈲太田青果 青果 国府台 3-1-21 小売業

3 国府台共栄会 3 島屋酒店 食品販売 国府台 5-9-7 小売業

4 国府台共栄会 4 里見工房 リサイクルショップ 国府台 5-9-2 小売業

5 国府台共栄会 5 ヘアーサロン・ヒカリ 理容業 国府台 4-1-23 サービス業

6 国府台共栄会 6 三陽電気商会 電化製品工事・販売 国府台 5-23-9 小売業

7 国府台共栄会 7 二光電気㈱ 電気工事 国府台 5-22-13 その他

8 国府台共栄会 8 湯浅時計店 時計・メガネ 国府台 3-2-27 サービス業

9 宮久保一丁目商工会 1 カフェ　コロラド 飲食 宮久保 1-8-16 飲食業

10 宮久保一丁目商工会 2 越後屋餅菓子店 餅菓子 宮久保 1-8-13 小売業

11 宮久保一丁目商工会 3 居酒屋かあちゃん 飲食 宮久保 1-15-5 飲食業

12 宮久保一丁目商工会 4 すがわら鮮魚店 鮮魚 宮久保 1-8-13 飲食業

13 宮久保一丁目商工会 5 ㈱白洋舎　宮久保チェーン店 クリーニング取次 宮久保 1-13-3 サービス業

14 1 ㈱安達屋百貨店 衣料品 宮久保 1-11-18 小売業

15 1 肉のイズミヤ 食肉加工・販売 宮久保 1-10-13 小売業

16 1 村越屋 飲食 宮久保 3-35-9 サービス業

17 1 ブティックトレド1981 婦人服 宮久保 3-35-5 小売業

南大野 18 1 孝和クリーニング クリーニング 南大野 2-2-8 サービス業

19 大門通り会 1 ㈲シーアンドワイ 不動産 市川 1-17-14 その他

20 大門通り会 2 肉の山崎 肉屋 市川 3-1-21 小売業

21 大門通り会 3 焼鳥ビストロふじ 焼鳥屋 市川 1-17-10 小売業

22 大門通り会 4 夏秋武蔵屋酒舗 酒屋 市川 2-33-20 小売業

23 真間手児奈通り会 1 マルカ商事 不動産 真間 2-14-14 その他

24 真間手児奈通り会 2 アランチャドレッシング ドレッシング製造販売 真間 2-10-18 小売業

25 真間手児奈通り会 3 時雨整体院 整体 真間 2-14-14 その他

26 真間手児奈通り会 4 江戸家／和ビストロ EdoYa 寿司・ビストロ 真間 2-17-10 飲食業

27 真間手児奈通り会 5 芙蓉亭 中華料理 真間 4-5-2 飲食業

28 真間手児奈通り会 6 丸屋文具店 文具 真間 4-5-8 小売業

29 真間手児奈通り会 7 広岡商店 食料品 真間 5-4-17 小売業

30 真間手児奈通り会 8 話飲茶屋つぎはし 喫茶 真間 4-7-23 飲食業

31 真間手児奈通り会 9 伊藤薬局 薬局 真間 4-5-8 小売業

32 真間手児奈通り会 10 ラクーン クリーニング 真間 2-8-7 サービス業

33 真間手児奈通り会 11 米久肉店 肉屋 真間 5-13-12 小売業

34 真間銀座会 1 海栗屋（うにや） 飲食店 真間 1-10-13 飲食業

35 アイアイロード商店会 1 珈琲タンネ 喫茶 市川 1-6-14カネコビル3F 飲食業

36 アイアイロード商店会 2 ファーマシーカネコ　金子薬局 薬局 市川 1-6-14カネコビル2F 小売業

37 アイアイロード商店会 3 寿々 和風居酒屋 市川 1-6-15 飲食業

38 アイアイロード商店会 4 せがわ 額・画材 市川 1-3-7 小売業

39 アイアイロード商店会 5 ㈲東屋紙文具店 文具・事務用品 市川 1-3-8 小売業

40 アイアイロード商店会 6 ㈱ヒロハウジング 不動産 市川 1-3-1 その他

41 アイアイロード商店会 7 磯野クリーニング店 クリーニング 新田 5-18-16 サービス業

42 市川ビル商店会 1 セビリヤ 理容室 市川 1-4-10 12F サービス業

43 市川ビル商店会 2 キ・アンティ 市川店 美容室 市川 1-4-10 11F サービス業

44 市川ビル商店会 3 市川駅前ゴルフクラブ 室内練習場 市川 1-4-10 11F サービス業

45 市川ビル商店会 4 河合塾マナビス 市川校 学習塾 市川 1-4-10 11F サービス業

46 市川ビル商店会 5 レンジャージム 市川店 スポーツジム 市川 1-4-10 11F サービス業

47 市川ビル商店会 6 ルキナ　市川店 スポーツジム 市川 1-4-10 10F その他

48 市川ビル商店会 7 キッズフル キッズパーク 市川 1-4-10 8F サービス業

49 市川ビル商店会 8 ダイソー　ダイエー市川店 日用雑貨 市川 1-4-10 7F 小売業

50 市川ビル商店会 9 ボディリフレーヌ 　市川ダイエー店 整体 市川 1-4-10 7F その他

51 市川ビル商店会 10 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 サービス業

52 市川ビル商店会 11 大吉 買取専門店 市川 1-4-10 7F その他

53 市川ビル商店会 12 ノジマ市川駅前店 家電量販店 市川 1-4-10 6F 小売業

54 市川ビル商店会 13 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 サービス業

55 市川ビル商店会 14 健康麻将 市川支部 マージャン教室 市川 1-4-10 5F サービス業

56 市川ビル商店会 15 保険クリニック市川店　 保険 市川 1-4-10 4F サービス業

57 市川ビル商店会 16 眼鏡市場ダイエー市川店 眼鏡 市川 1-4-10 4F 小売業

58 市川ビル商店会 17 カラダファクトリー　ダイエー市川店 整体 市川 1-4-10 3F その他

59 市川ビル商店会 18 グランドルチェ 洋菓子・ケーキ 市川 1-4-10 1F 小売業

60 市川ビル商店会 19 ダイエー市川店 食品スーパー 市川 1-4-10 小売業

61 市川ビル商店会 20 目利きの銀次 市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F 飲食業

62 市川ビル商店会 21 魚民 　市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F 飲食業

63 市川ビル商店会 22 山内農場 市川北口駅前店 居酒屋 市川 1-4-10 B2F 飲食業

64 市川ビル商店会 23 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew市川本八幡店 家電量販店 八幡 3-3-3 小売業

65 市川ビル商店会 24 カスミ フードスクエア本八幡店 スーパー 八幡 3-3-3 小売業

66 ゆうゆうロード商店会 1 ㈱銀次郎 青果小売業 市川南 1-1-3 小売業

67 ゆうゆうロード商店会 2 ザック・ヘア 理容業 市川南 1-1-4 サービス業

68 ゆうゆうロード商店会 3 ㈲島村不動産 不動産業 市川南 1-1-4 その他

69 ゆうゆうロード商店会 4 ㈱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 その他

70 ゆうゆうロード商店会 5 ㈱椎名不動産 不動産業 市川南 1-2-3 その他
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71 ゆうゆうロード商店会 6 芯支堂匠整骨院 整骨院 市川南 1-2-3 その他

72 ゆうゆうロード商店会 7 真珠堂印店 印章・印刷 市川南 1-2-4 小売業

73 ゆうゆうロード商店会 8 サウンドシティ　アップル 電器小売業 市川南 1-2-4 小売業

74 ゆうゆうロード商店会 9 金沢皮膚科医院 皮膚科 市川南 1-2-4－１F その他

75 ゆうゆうロード商店会 10 ㈲西川永生堂 薬局 市川南 1-2-5 その他

76 ゆうゆうロード商店会 11 ラパーム（タムタム） 美容業 市川南 1-2-7-1F サービス業

77 ゆうゆうロード商店会 12 シュラムール 美容業 市川南 1-2-8 サービス業

78 ゆうゆうロード商店会 13 一麺入魂　市政家 飲食 市川南 1-3-1 サービス業

79 ゆうゆうロード商店会 14 長谷川宅建㈱ 不動産業 市川南 1-3-2 その他

80 ゆうゆうロード商店会 15 居酒屋かぎの花 居酒屋 市川南 1-3-2 サービス業

81 ゆうゆうロード商店会 16 ＣＡＮＤＡＹ エステ 市川南 1-3-2-203 サービス業

82 ゆうゆうロード商店会 17 靴の太陽堂 靴販売 市川南 1-3-3 小売業

83 ゆうゆうロード商店会 18 たけいフルーツ 果物販売 市川南 1-3-3 小売業

84 ゆうゆうロード商店会 19 三浦歯科医院 歯科 市川南 1-3-7-207 その他

85 ゆうゆうロード商店会 20 モスバーガー市川南店 ファーストフード 市川南 1-3-7 飲食業

86 ゆうゆうロード商店会 21 セブンイレブン市川南1丁目店 コンビニ 市川南 1-3-7 小売業

87 ゆうゆうロード商店会 22 燦遊館 飲食業 市川南 2-1-1 飲食業

88 ゆうゆうロード商店会 23 中華料理　千両 飲食業 市川南 2-1-2 飲食業

89 ゆうゆうロード商店会 24 デリ＆カフェ　カシェ 飲食 市川南 2-1-3 サービス業

90 ゆうゆうロード商店会 25 伊勢屋 和菓子製造販売 市川南 2-1-3 小売業

91 ゆうゆうロード商店会 26 行徳紙工㈱ 紙製造業 市川南 2-2-3 その他

92 ゆうゆうロード商店会 27 京葉ガス㈱ ガス供給、ガス器具販売 市川南 2-8-8 その他

93 ゆうゆうロード商店会 28 ふくざわ内科クリニック 内科 新田 4-7-9-2F その他

94 ゆうゆうロード商店会 29 安藤歯科 歯科 新田 4-7-9 その他

95 ゆうゆうロード商店会 30 ルチア パン製造販売 新田 4-7-7 小売業

96 ゆうゆうロード商店会 31 ひらたペットクリニック 動物病院 新田 4-8-18 その他

97 ゆうゆうロード商店会 32 ドュセニ村 飲食 新田 4-8-17 飲食業

98 ゆうゆうロード商店会 33 ビゴーリアカフェ 飲食 新田 4-8-17 飲食業

99 ゆうゆうロード商店会 34 とんかつ　かつとら 飲食 新田 4-8-17 飲食業

100 ゆうゆうロード商店会 35 ブティックぶーべ 婦人服小売 新田 4-8-16 小売業

101 ゆうゆうロード商店会 36 BarbErShop DEPS 理髪業 新田 4-12-22 サービス業

102 ゆうゆうロード商店会 37 共立塗装 塗装業 新田 4-12-21 その他

103 ゆうゆうロード商店会 38 ましま耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 新田 4-12-20-101 その他

104 ゆうゆうロード商店会 39 ㈲市川製餡所 不動産賃貸業 新田 4-12-17 その他

105 ゆうゆうロード商店会 40 ヘアドレッサー　ジュリー 美容業 新田 4-12-16-2F サービス業

106 ゆうゆうロード商店会 41 尾林内科医院 内科 新田 4-12-13 その他

107 ゆうゆうロード商店会 42 トキ美容室 美容室 新田 4-13-14 サービス業

108 ゆうゆうロード商店会 43 山田歯科医院 歯科 新田 4-13-14 その他

109 ゆうゆうロード商店会 44 焼肉ガーデン森林 飲食 新田 4-13-10 飲食業

110 ゆうゆうロード商店会 45 セオサイクル市川店 自転車店 新田 4-13-10 小売業

111 ゆうゆうロード商店会 46 越後屋 青果業 新田 4-17-20 小売業

112 ゆうゆうロード商店会 47 大野蒲鉾店 食品販売 新田 4-17-18 小売業

113 市川新田商友会 1 居酒屋たば田 居酒屋 新田 4-9-16 飲食業

114 市川新田商友会 2 303NERO イタリア料理 新田 4-9-16 飲食業

115 市川新田商友会 3 いしいクリーニング クリーニング 新田 4-9-16 サービス業

116 市川新田商友会 4 秀和堂 調剤薬局 新田 4-9-17 小売業

117 市川新田商友会 5 そば茶屋 なお平 そば 新田 4-9-18 飲食業

118 市川新田商友会 6 郷土料理 道産子 居酒屋 新田 4-9-21 飲食業

119 市川新田商友会 7 斉藤寝具店 寝具 新田 4-4-9 小売業

120 市川新田商友会 8 Merry美容室 美容室 新田 4-3-7 小澤ビル1F サービス業

121 市川新田商友会 9 ウィンズ めがね 新田 4-2-5 小売業

122 市川新田商友会 10 石川理容店 理容 新田 4-2-2 サービス業

123 市川新田商友会 11 平寿司 寿司 新田 2-30-15 飲食業

124 市川新田商友会 12 かつぶしサカイ かつぶし 新田 2-25-15 小売業

125 市川新田商友会 13 ごはんや元 定食 新田 2-28-9 飲食業

126 市川新田商友会 14 こりん商店 青果 新田 2-28-9 小売業

127 市川新田商友会 15 ぽんぽこ亭 食堂 新田 2-29-7 飲食業

128 根本発展会 1 理容キング 理容店 市川 4-4-21 サービス業

129 根本発展会 2 大坂屋洋品店 洋品・白洋舎 市川 4-10-26 サービス業

130 根本発展会 3 マッキンリー から揚げ 市川 4-6-10 サービス業

131 根本発展会 4 理容はるみ 理容店 市川 4- 9-12 サービス業

132 根本発展会 5 押賀薬局 薬・化粧品 市川 4-7-7 小売業

133 根本発展会 6 コーヒーハウス　クッキー 喫茶と軽食 市川 3-27-20 飲食業

134 根本発展会 7 クルール カフェレストラン 市川 3-27-20 飲食業

135 根本発展会 8 モシュリンヌ 美容院 市川 3-27-20 サービス業

136 根本発展会 9 洗たくやプリート クリーニング取次所 市川 3-27-24 サービス業

137 根本発展会 10 おもちゃ図書館カフェサンタ 駄菓子コミュニティーカフェ 市川 3-27-23 飲食業

138 根本発展会 11 麺屋　てつ ラーメン 市川 3-27-24 飲食業

139 根本発展会 12 国府台治療院 はり・きゅう・あんま・ﾏｯｻｰｼﾞ・指圧 市川 3-27-24 その他

140 根本発展会 13 ローソン国府台店 コンビニエンスストアー 市川 3-26-13 小売業

141 根本発展会 14 お茶とタバコの川宗園 茶・海苔 市川 3-27-20 小売業

142 根本発展会 15 イスマイル インド料理 市川 3-26- 1 飲食業

143 根本発展会 16 菊乃家 飲食店 市川 3-27- 2 飲食業

144 根本発展会 17 リブレキッチン国府台 ミニスーパーマーケット 市川 3-30-1 小売業
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145 根本発展会 18 ネモト電器 家電全般 市川 3-29-15 小売業

146 根本発展会 19 大川不動産 不動産仲介 市川 3-29- 8 その他

147 根本発展会 20 さざ波キッチン 飲食店 市川 3-29-7 飲食業

148 根本発展会 21 クロカワクリーニング クリーニング 市川 3-19-19 サービス業

149 根本発展会 22 カフェローゼ 喫茶店 市川 3-19-16 飲食業

150 市川駅前西通り商店会 1 サトミ洋品店 洋品店 市川 1-8-12 小売業

151 市川駅前西通り商店会 2 wine cafe Pub Jack 市川店 飲食 市川 1-10-10 Y'ｓビル 1F 飲食業

152 市川駅前西通り商店会 3 旬のおごちどころ　たまや 飲食 市川 1-9-11サン市川ハイツ2Ｆ 飲食業

153 市川駅前西通り商店会 4 SANGO ライブスナック 市川南 1-10-1　ザ・タワーズウエスト2F 飲食業

154 市川駅前西通り商店会 5 BAR teria Secret Base bar 市川南 1-1-2 飲食業

155 八幡一番街商店会 1 レンタルスペース宝石箱 レンタルスペース 八幡 2-15-15 その他

156 八幡一番街商店会 2 ベネチア酒場 イタリアンレストラン 八幡 2-15-17　愛甲菊池ビル1階 飲食業

157 八幡一番街商店会 3 大漁一家 海鮮居酒屋 八幡 2-15-17　愛甲菊池ビル1階 飲食業

158 八幡一番街商店会 4 精神満腹 小料理店 八幡 2-5-18 飲食業

159 八幡一番街商店会 5 スナック　ピーコック スナック 八幡 2-15-18 飲食業

160 八幡一番街商店会 6 リプルス スナック 八幡 2-15-18　2階 飲食業

161 八幡一番街商店会 7 大衆料理　とり吉 大衆割烹 八幡 2-15-18 飲食業

162 八幡一番街商店会 8 鳥貴族 飲食店 八幡 2-6-7  アズマビルB1階 飲食業

163 八幡一番街商店会 9 土谷不動産 不動産業 八幡 2-14-14  土谷ビル1階 その他

164 八幡一番街商店会 10 本八幡朝陽法律事務所 弁護士事務所 八幡 2-14-14  土谷ビル3階 その他

165 八幡一番街商店会 11 ビィックツリーカフェ 喫茶店 八幡 2-14-14  土谷ビル2階 飲食業

166 八幡一番街商店会 12 八幡や 居酒屋 八幡 2-14-14  土谷ビル1階 飲食業

167 八幡一番街商店会 13 MUSIC PUB Mai パブ 八幡 2-14-14  井澤ビル2階 飲食業

168 八幡一番街商店会 14 てづくし料理 よし坊 小料理店 八幡 2-14-14  井澤ビル1階 飲食業

169 八幡一番街商店会 15 鮨まさひろ 鮨店 八幡 2-6-5 飲食業

170 八幡一番街商店会 16 Cocktail Bar　酒道 カクテルバー 八幡 2-6-5 飲食業

171 八幡一番街商店会 17 花香（かか） 生花販売 八幡 2-6-2 小売業

172 八幡一番街商店会 18 沖縄料理　はいさい 飲食店 八幡 2-13-16 飲食業

173 八幡一番街商店会 19 食彩家　ここっと レストラン 八幡 2-14-15  久保ビル2階 飲食業

174 八幡一番街商店会 20 ＲＩＣＯ ネイル・エステサロン 八幡 2-14-15  久保ビル1階 サービス業

175 八幡一番街商店会 21 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 サービス業

176 八幡一番街商店会 22 GROOVY スタンドショットバー 八幡 2-14-16 飲食業

177 八幡一番街商店会 23 四季よし 食堂 八幡 2-14-16 飲食業

178 八幡一番街商店会 24 お茶・海苔　川上園 お茶・海苔販売 八幡 2-14-16 小売業

179 八幡一番街商店会 25 味処　きまっし 小料理店 八幡 2-14-15 飲食業

180 八幡一番街商店会 26 いざかや　炎丸　本八幡店 小料理店 八幡 2-13-19 飲食業

181 八幡一番街商店会 27 一品料理　とちぎや 飲食店 八幡 2-13-19 飲食業

182 八幡一番街商店会 28 富吉 料理居酒屋 八幡 2-13-19 飲食業

183 八幡一番街商店会 29 bloom 婦人服小売 八幡 2-7-6 小売業

184 八幡一番街商店会 30 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 小売業

185 八幡一番街商店会 31 グレン・ド・ボーテ 婦人服小売 八幡 2-7-6 小売業

186 八幡一番街商店会 32 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 小売業

187 八幡一番街商店会 33 オヒア 美容室 八幡 2-13-20  矢高ビル2階 サービス業

188 八幡一番街商店会 34 ウエダビジネス㈱ 文具・事務用機器 八幡 2-13-19 小売業

189 八幡一番街商店会 35 割烹　うえだ別館 飲食店 八幡 2-7-6 飲食業

190 八幡一番街商店会 36 浅草鮨 寿司店 八幡 2-12-8   上杉ビル1階 飲食業

191 八幡一番街商店会 37 スワロークリーニング クリーニング 八幡 2-12-8    同 サービス業

192 八幡一番街商店会 38 ヘアーサロン・ヴァルト 美容室 八幡 2-12-8   上杉ビル2階 サービス業

193 八幡一番街商店会 39 炭の焼肉　圭 焼肉店 八幡 2-12-5 飲食業

194 八幡一番街商店会 40 生花スズハル 生花販売 八幡 2-13-4 小売業

195 八幡一番街商店会 41 土屋青果店 青果販売 八幡 2-13-16 小売業

196 八幡一番街商店会 42 ＡＯ カウンターバー 八幡 2-13-16 飲食業

197 八幡一番街商店会 43 日本酒ＢＡＬ　新家 居酒屋 八幡 2-13-16  大村ビル2階 飲食業

198 八幡一番街商店会 44 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 飲食業

199 八幡一番街商店会 45 萌季屋 豆販売・喫茶 八幡 2-7-11  岡ビル1階 飲食業

200 八幡一番街商店会 46 富来也 串揚げ専門店 八幡 2-7-11     同 飲食業

201 八幡一番街商店会 47 サンサール インド料理 八幡 2-7-11  岡ビル2階 飲食業

202 八幡一番街商店会 48 アローズ バー 八幡 2-7-11     同 飲食業

203 八幡一番街商店会 49 レストラン　停車場 洋食店 八幡 2-7-11  岡ビル1階 飲食業

204 八幡一番街商店会 50 ヘアーサロンいしかわ 理容 八幡 2-13-17 サービス業

205 八幡一番街商店会 51 くふ楽 居酒屋 八幡 2-13-17 飲食業

206 八幡一番街商店会 52 アリゾナ・フリーダム 貴金属店 八幡 2-7-8 小売業

207 八幡一番街商店会 53 よつば整骨院 整骨院 八幡 2-7-8　田中ビル1階 その他

208 八幡一番街商店会 54 Chinese BAL まるまさ 中華・バー 八幡 2-7-8　田中ビル2階 飲食業

209 八幡一番街商店会 55 サンパギータ カラオケスナック 八幡 2-7-8　田中ビル4階 飲食業

210 八幡一番街商店会 56 茜 スナック 八幡 2-7-8　田中ビル5階 飲食業

211 八幡一番街商店会 57 博多劇場 居酒屋 八幡 2-13-12 飲食業

212 八幡一番街商店会 58 和・れん 会席割烹 八幡 2-13-5 メゾン喜春弐番館1F 飲食業

213 八幡一番街商店会 59 馬刺し専門店　天馬 馬肉専門食料品店 八幡 2-13-3 飲食業

214 八幡一番街商店会 60 ㈱サウンドビュー 音楽教室 八幡 1-3-1 その他

215 八幡一番街商店会 61 パティスリー　シトロニエ 洋菓子製造販売 八幡 2-8-2 土谷不動産市役所前ビル 小売業

216 八幡一番街商店会 62 ㈱魁 アイスクリーム製造販売 八幡 5-1-26 小売業

217 八幡一番街商店会 63 Photo Studio MAI 写真撮映・スタジオ 八幡 2-1-7 その他

218 八幡一番街商店会 64 第一勧業信用組合 信用組合（銀行） 八幡 2-7-21 その他
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219 本八幡新道商店会 1 宝寿司 寿司 八幡 2-16-20 飲食業

220 本八幡新道商店会 2 やましょう 鰻販売 八幡 2-16-20 小売業

221 本八幡新道商店会 3 エコ・グリーン㈲ 防犯器具販売 八幡 2-16-20 小売業

222 本八幡新道商店会 4 お茶の末広園 お茶小売業 八幡 2-16-20 小売業

223 本八幡新道商店会 5 ㈱萬喜商店 不動産取引業 八幡 2-16-20 その他

224 本八幡新道商店会 6 ㈲山崎ビル 貸ビル業 八幡 2-16-20 その他

225 本八幡新道商店会 7 居酒屋　上喜源 飲食業 八幡 2-16-21 飲食業

226 本八幡新道商店会 8 山崎青果 青果販売業 八幡 3-8-11 小売業

227 本八幡新道商店会 9 きもの富士屋 呉服・染物 八幡 2-16-15 小売業

228 京成八幡商美会 1 ㈲タケヤ洋品店 洋品 学生服 八幡 3-20-5 小売業

229 京成八幡商美会 2 ㈲三昌　三谷牛肉店 精肉 お弁当 八幡 3-25-15 小売業

230 京成八幡商美会 3 ㈲岩澤商店 米 タバコ 八幡 3-20-6 小売業

231 京成八幡商美会 4 ㈲平和堂 文房具 事務機 八幡 3-21-28 小売業

232 八幡中央会 1 Boutique HANAYA 衣料品店 八幡 2-4-9 小売業

233 八幡中央会 2 コッぺスタイル パン屋 八幡 2-3-13 小売業

234 八幡中央会 3 中じま染物店 着物手入れ 八幡 2-3-14 サービス業

235 八幡中央会 4 大吉　本八幡店 買取店 八幡 2-3-15 サービス業

236 八幡中央会 5 補生堂薬局 薬局 八幡 3-3-2 小売業

237 八幡中央会 6 セブン・イレブン市川八幡3丁目店 コンビニ 八幡 3-3-1 小売業

238 八幡フラワー商店会 1 (資)市川ゴム工業所 タイヤ販売 八幡 3-11-20 小売業

239 八幡フラワー商店会 2 ハイツ篁 アパート 八幡 3-11-12 その他

240 八幡フラワー商店会 3 東叡興業㈲ マンション経営 八幡 3-8-18-101 その他

241 八幡フラワー商店会 4 桶鉄風呂店 風呂釜工事 八幡 3-13-7 その他

242 八幡フラワー商店会 5 安川駐車場 駐車場 八幡 3-13-7 その他

243 八幡フラワー商店会 6 明治安田生命 生命保険 八幡 3-11-24 その他

244 1 魚料理-もつ鍋　山咲き 飲食店 南八幡 4-5-20 サービス業

245 中山参道商店会 1 田中家 茶店 中山 2-4-13 飲食業

246 中山参道商店会 2 額堂 茶店 中山 2-4-13 飲食業

247 中山参道商店会 3 (資)花吾商店 生花小売 中山 4-13-5 小売業

248 中山参道商店会 4 菊寿司 飲食店 中山 4-13-4 サービス業

249 中山参道商店会 5 中華料理　瀧 中華料理 中山 4-15-2 飲食業

250 中山参道商店会 6 中山堂 仏壇・仏具 中山 4-8-8 サービス業

251 中山参道商店会 7 とむら菓子舗 和菓子 中山 4-7-16 小売業

252 鬼越駅前通り商店会 1 金子薬局 薬局 鬼越 1-24-5 小売業

253 鬼越駅前通り商店会 2 みどり寿司 寿司 鬼越 1-24-2 飲食業

254 鬼越駅前通り商店会 3 尾高豆腐店 豆腐 北方 1-16-1 小売業

255 鬼越駅前通り商店会 4 喫茶アリス 喫茶 北方 1-16-5 飲食業

256 鬼越駅前通り商店会 5 ヘアモード・ヘルス 理容 鬼越 1-23-3 サービス業

257 鬼越駅前通り商店会 6 なごみカフェ 喫茶 北方 1-15-5 飲食業

258 鬼越駅前通り商店会 7 リフォーム　ユアサ鬼越店 建設業 鬼越 1-23-2 その他

259 鬼越駅前通り商店会 8 指田眼鏡店 眼鏡 北方 1-13-12 小売業

260 鬼越駅前通り商店会 9 鳥ふじ やきとり 北方 1-13-14 飲食業

261 鬼越駅前通り商店会 10 リハライフ　市川 リハビリ介護 北方 1-12-9 その他

262 鬼越駅前通り商店会 11 鬼越薬局 薬局 北方 1-9-13 小売業

263 鬼越駅前通り商店会 12 ピアス 美容 北方 1-9-9 サービス業

264 鬼越駅前通り商店会 13 カネイ青果 青果 鬼越 1-24-2 小売業

265 鬼越駅前通り商店会 14 あしびなぁ デイサービス 北方 1-14-2 その他

266 鬼越駅前通り商店会 15 ちゃちゃ亭 飲食 北方 1-8-15 飲食業

267 鬼越駅前通り商店会 16 ローソン市川北方一丁目店 コンビニ 北方 1-10-11 小売業

268 鬼越駅前通り商店会 17 イーグル美容室 美容 北方 1-16-5 サービス業

269 鬼越駅前通り商店会 18 ともちゃん 飲食 北方 1-9-11 飲食業

270 鬼越駅前通り商店会 19 原会計事務所 税理士 北方 1-16-6 その他

271 鬼越駅前通り商店会 20 ふわふわベーカリー パン屋 北方 1-9-9 小売業

272 鬼越駅前通り商店会 21 ゼロック（鬼越09） 飲食 鬼越 1-23-1 飲食業

273 行徳駅前南口一番街商店会 1 ㈱バル企画設計　行徳店 不動産 行徳駅前 2-12-1 その他

274 行徳駅前南口一番街商店会 2 KARINA 婦人服 行徳駅前 2-13-20 小売業

275 行徳駅前南口一番街商店会 3 健康麻雀B´びぃだっしゅ 健康マージャン 行徳駅前 2-13-17 サービス業

276 行徳駅前南口一番街商店会 4 洋膳酒房ビストロサンタ 飲食店 行徳駅前 2-13-15 飲食業

277 行徳駅前南口一番街商店会 5 行徳パソコン塾 パソコン教室 行徳駅前 2-13-17 サービス業

278 行徳駅前南口一番街商店会 6 藤栄ハウス 不動産 行徳駅前 2-13-9 その他

279 南行徳メトロセンター会 1 ふぐ大衆割烹　しま田 飲食店 相之川 4-17-2  B棟 飲食業

280 南行徳メトロセンター会 2 はなまる青果 青果小売 相之川 4-17-2  B棟 小売業

281 南行徳メトロセンター会 3 手作りカレー　家庭料理フジ 飲食店 相之川 4-17-2  B棟 飲食業

282 南行徳メトロセンター会 4 串じまん 南行徳店 居酒屋 相之川 4-18-1  C棟 飲食業

283 南行徳メトロセンター会 5 ナグラカメラ 写真関連販売 相之川 4-18-1  C棟 小売業

284 南行徳メトロセンター会 6 モナリザ 婦人雑貨販売 相之川 4-17-2　B棟 小売業

南行徳 285 1 ㈲クリーニングポッシュ クリーニング 南行徳 1-6-12 サービス業

二俣 286 1 石山菓子店 タバコ菓子小売 二俣 1-5-6 小売業

原木 287 1 石山食堂 飲食店 原木 4-9-20 サービス業

小売業 90

サービス業 55

飲食業 93

その他（医療・製造・不動産・建設・銀行・学校関係） 49
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