


実施期間 平成２１年１１月２１日(土)～１２月６日(日) 

抽 選 日 平成２１年１２月５日(土)・６日(日) １０:００～１６:００ 
賞  品 ３２型液晶テレビ、任天堂Ｗｉｉ、旅行券 2万円分、自転車、お米  他豪華景品多数 
抽選会場 上落合地区：北与野駅前北口広場 
     下落合地区：与野駅西口シティマークタワー21 前（埼玉りそな銀行与野支店向かい） 
     本 町 地 区：仲町自治会館（与野高校北側） 
 
※与野フード彩鮮館与野店、与野フードセンター本町駅店、マルエツ与野店、ロヂャース浦和店、 

クイーンズ伊勢丹北与野店、ジャスコ与野店 のスタンプはいずれか１店のみ有効。 
上記スーパー等以外のスタンプが２つ以上必要。 
 

※裏面の名簿に記載されているお店であってもポスターの掲示していないお店は対象外です。 
名簿は平成 2１年 10 月 1日現在のものです。 

■次回事業の参考といたしますので、下記アンケートのご協力下さい 
１）性 別 ・男 ・女 
２）年齢層 ・～10 代 ・20 代 ・30 代 ・40 代 ・50 代 ・60 代 ・７０代～ 
３）住 所 ・中央区内 ・さいたま市内 ・さいたま市外   
４）中央区内の好きなお店は？  （                               ） 
５）中央区内で買物する頻度は？ ・毎日 ・週 2～４回 ・週 1 回 ・月数回 ・月 1 回 ・月 1 回以下 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

主催・問合せ 与野商店会連合会 事務局 048-855-8011 

異なる３店舗の 
スタンプで豪華 
景品が当たる！ 

店舗印 店舗印 

 

店舗印 

 

裏面に記載の与野商店会加盟店舗のうち、 
ポスター掲示のあるスタンプラリー参加店に下記期間
にご来店の上、お買上げ・お見積もり頂いたお客様に
スタンプを押印いたします。 
（ご来店 1 回にお一人様 1 枚まで） 
異なる店舗のスタンプ３つで 12 月 5 日.(土)・6 日(日)
に各抽選会場でガラポンに１回チャレンジできます 

与野商店会連合会は、「バラのまち中央区
アートフェスタ」を後援しています。 
１２月５日(土)１２：００､さいたま新都
心けやき広場で開催の「ＬＯＶＥ＆ＰＥ
ＡＣＥコンサート'０９」の会場で、スタ
ンプも１つ押印できます。 
このチャンスをお見逃しなく！ 



与野商店会連合会会員名簿 
   （平成 21 年 10 月 1 日現在・順不同） 

 
下記の店舗でポスターの掲示がある店舗が「歳末わくわくスタンプラリー」の参加店舗です。 
おもて面の押印欄に 異なる 3 店舗のスタンプをＧＥＴして、抽選会にチャレンジ！詳細は表面をごらんください。 

 
【北与野八幡通り商店会】㈲さいたま中央電気 ㈲八百勝 徳永建築設計事務所 ㈱藤晃商事 ありおか洋品店 酒房あざみ 東相住宅㈱ ㈱一藤 ㈲中村鉱油 ㈱日産サティオ埼玉与野店  

㈱マルエツ与野店 ㈲専広社 岩崎企画 美容室ＣＯＲＥ ドルフィン ファミリーショップムトウ ㈱クイーンズ伊勢丹北与野店 ピッコロ・レガーロ ㈱さいたまアリーナ 井山酒店 
 ラフレさいたま 吉田文具店 鈴木京染店 澤口合同会計事務所 ㈲杉山商店 ５５ステーション北与野店 ㈱一源グループ北与野店 中央通り歯科医院 生駒医院 ㈲西原屋 
㈲増田屋与野工場 ㈲瀬山研究所 ファミリーマート北与野駅前店 ㈱アイビックス 勝利軒食堂 ヘアサロンモンブラン あじ彩 サイクルショップライフ ㈲不動産スエミツ  
朝日ネットコーポレーション㈲ ㈱若菜 くいしん坊魚国 すまいの日建住器㈱ 庄や北与野店 カスクルート 名代らーめん六天閣 北与野整形外科･内科 手打ちそば生粉打ち亭立城 
㈱ラ・ヴァール 日本料理旬彩 マギーＡＮＮＥＸ ㈲マルモト観光サービス ㈲キムラエレガンスＫ ㈱ジャパレン埼玉新都心営業所 ほっかほっか大将与野店 ヘアーサロンさかもと 
成田接骨院 居酒屋こぶし ㈲黒田 HEAVEN'S ROCK 荻窪アド事務所 トヨタカローラ新埼玉㈱北与野店 ㈱ホンダカーズ埼玉新都心店 埼玉トヨペット㈱与野支店 ㈱セイジョー 
かみおちあい整骨院 かに料理大宮甲羅本店 ㈱マルモト やきとりてつ屋 ㈲スウィートバジル北与野店 ㈲いわい薬局 カーブスさいたま新都心 ㈱三猿 ㈱新和商事 李朝 

 
【与野銀座商店街協同組合】㈲倉持新聞店 ㈲パンチョス 増田屋蒲鉾店 ヒロとユキ ㈱岡崎商店 (資)柏薬局 ツカモト時計店 星豆腐店 ㈲大森家 あさひ書房 ㈲かっぱ寿司 

小室金物店 新井理容館 エネスタ与野 よの中央接骨院 やつだ接骨院 スウィートバジル ｉｓｍ つけめんＲ＆Ｂ インスマートコンサルティング㈱ ウイズコーポレーション  
アパマンショップ与野店 福しん㈱与野店 千年の宴与野駅西口店 ちよだ鮨与野西口店 モスバーガー与野西口店 ㈲与野ホーム (医)博寿会花俟歯科医院 ポルタ 中華陳  
セブンイレブン与野西口駅前通り店 寿インテリア カレー＆コーヒー茶黄’ ブティックおおきや ホビーズホテイヤ 松下食産㈲ ㈲エリュ- ブティック AYA ヘアメイク TAP  
我的創作酒肴座空 与野日立電器商会㈲ MOYORI 岩崎デンタルオフィス ㈲井原幸男米穀店 中西理容店 イタリア亭 歯科与野医院 居酒屋こころ まさこ美容室  
柏薬局ガーデンハウス店 洋風厨房ソーシエ 村ちゃん アルテバロン ㈱イオラウレア 鉄板ダイニング桜桃 明朗舎無線電気㈱ 正野石材店 読売新聞中央店 禰禰 前田歯科  
丸三寝具店 ㈱日本教育図書センター 渋谷診療所 ねぎし内科神経内科クリニック マサモト㈱ ㈲内観堂さと薬局 吉田工業所 RockStedy エム鍼灸接骨院 サロンドシェヌー  
多愛 ㈱田口商店 ㈱サイコム ヘアーサロンＹＯＵ 神山たばこ店 ㈱夢街道シルクロード ㈱東大能力研修舎 寺尾商店 ㈲明朗舎 飯塚 ㈲神 ㈲辻村マンション アイビスホーム  
クエスト はんこ家一番さいたま新都心店 F･F･YAMAZAKI ㈱リンクス 

 
【笠間通り商店会】パルテール ampm さいたま下落合 6 丁目店 ㈲大橋薬局 アジア商事㈱与野給油所 キッチン SAKANAYA ㈲奥墨酒店 ㈲ヨークホーム 福田店舗 臼田外科医院  

蓜島商店 ㈲フレッシュトミイ 芳章堂 樹下墨流亭 ㈲東洋電機工業 木下文具 オリジナルセキ ㈱喜多山製菓中央店 ㈱トヨタレンタリース新埼玉与野店 ぼんち 
 
【中央通り商友会】㈲ユーマン ㈲渡辺精肉 とんかつ大吉 かづや イクタデンキ 蓬莱軒 中華香新 はんこの甲昌堂 ファインビート 伊豆田珈琲店 本家かまどや中央区役所前店 
 朝日新聞販売所 神山亭与野店 ㈱アクティブビジネスサポート 東京榮不動産㈲ ファミリーマート与野本町東口店 友 ㈱与野フードセンター与野本町駅店  

 
【上町商店会】㈲与野花長 うなぎ相川屋 ㈱やまがた ㈲埼建電機商会 松本倍平商店 ㈲与野自動車整備工場 ㈲中村鉱油店 スナックマリトラ ㈲島一商店 我掌庵おそばかん野  

㈱井澤商店 ㈲原田米穀店 ㈲渋谷ふとん店 ㈲山重商店 理容セブン 桃源亭 牛若丸 松本本店 おかずや ㈲中由金物店 渡辺工芸㈱ くすりのしばた ㈲博愛社与野店 ㈲西山商店  
細田クリーニング 大むら ㈲サンキ 新井歯科医院 大こくや 癒しのラウンジ和 セブンイレブン与野本町西５丁目店 イオン与野ショッピングセンター 

 
【仲町商工会】㈲塩野屋呉服店 岩崎商店 岩崎石油㈱ ㈱オクタニ ㈱蓮見工務店 大橋畳店 小久保商店 井原商事㈱ 理容山崎 あやめ 居酒屋弥生 鳶太田 ㈲大原ラジエーター工業所  

㈲大森家 ㈱高野木工所 ㈲埼新鐵工 ㈱清水酒店 白石造園 杉山自転車 スナッパーロックス 関根製作所 武川薬舗 バーバー小沢 ㈲美巧社 富士屋 フレンドむらた  
ヘアーサロン渡辺 星とうふ店 細井建築 丸屋洋品店  ㈲横田建設 ライフタウンスガ 理容ミタニ 太田利明 しいのき整骨院 

 
【下町商店会】㈱コーディアル 三興販売㈱ ㈲京浜フォトサービス 丸屋時計店 落合豆富店 望月ふとん店 ㈲丸善 京染呉服もちづき 細井畳店 ㈱大木 プロクリーナークリンツ  

㈲デダナ ㈱与野スポーツ 大こくや 理容スカット 清水ふとん店 中安染物店 みのや文具㈲ ㈱喜多山製菓本店 かっちゃんラーメン 井沢刃物店 とちぎや 魚大鮮魚店  
サイクルハウス TAKIZAWA 京雀 花はうす 大橋薬局㈲西店 ふじや 旬菜や升馬 ㈲小島商会 美容室 micHAiR 七福貫 与野フードセンター本町駅店 

 
【ビーンズさいたま地区名店会】㈱ジェイアール東日本都市開発与野本町ショッピングセンター ㈱マツモトキヨシ与野本町店 ㈱サントス ㈱丸山園与野本町店  

竹内商事㈱メンディング 竹内商事㈱ラ・ポール ㈱白洋舎東京北支店与野本町店 ㈲丸幸 ㈲エムアンドエスとろじボンドール ㈱京樽すし三崎丸 ㈱与野フードセンター与野本町店 
カフェ・フィレンツェ ㈱大勝 

 
【八王子商工会】㈲はちこめ  
 
【円阿弥商店会】三つ木屋 麻雀南 正野精米所 味のみやび 理容ワカツキ サンコークリーニング サロン･ド･ルネ 黒田屋商店 ㈲ニュー花和 アイ美容室 正野商店 鳥しん 




