
取扱い加盟店
有効期間

お問い合せ／羽村市商工会 羽村市栄町2-28-7
電話042-555-6211　http：//www.hamura-sci.jp

事業所名 住所電話番号 取扱品目
ベーカリー麦蔵 554-3848 パン
絵本と大判焼 トロフィー 555-5320 大判焼、絵本

小作台3-8-3
小作台4-4-23

和菓子 あべ 554-4584 だんご、まんじゅう、お赤飯 栄町1-14-2
たい焼き　えむどっと 080-7597-5808 鯛焼き　 栄町2-2-2-103　
はるのひ bagel bakery 578-9996 ベーグル、スコーン、マフィン、スープ、サラダ 緑ヶ丘1-20-4-1F
ロールケーキ店 kuru-maru（クルマル） 579-7790 ロールケーキ
クレメル バイ リーベンブロート 578-0907 パン

山田屋 堰店 554-2161 和菓子全般

五ノ神2-2-9
五ノ神3-1-48

PAIN MIZA (パン ミザ) 578-9333 食パン、菓子パン、ペストリー、クロワッサン、飲料 五ノ神4-7-5
ヘルシーファクトリー I 080-1382-5346 低糖質菓子（パウンドケーキ、クッキー等） 富士見平1-13-19-103
山田屋 駅前店 554-2221 和菓子全般 羽東1-15-2-103

羽東3-20-15

パン・和菓子・洋菓子

米・酒・加工食品・嗜好品・日用雑貨・燃料
事業所名 住所電話番号 取扱品目

伊吹石油ガス㈱　

お米の店 あづま食糧
㈲清水商店　
中村販売所　
奈賀屋支店　
高橋酒店　

554-0755

554-0335
554-2134
554-2225
554-2311
554-2272

プロパンガス

米、雑穀、その他食品
LPガス、灯油、住宅設備機器
米、食料品
ＬＰガス、灯油、酒類
地酒

五ノ神357
ローストハウス 豆香 579-5011 コーヒー豆 富士見平3-1-8

羽東1-6-7
羽東1-10-1
羽東1-11-5
羽東1-19-2
羽東1-21-1
羽東1-27-12
羽東3-4-12
羽東3-10-31
羽東3-16-21
羽中4-1-26
羽西2-9-11
川崎4-7-10

お茶の大西園　
桝屋商店㈱　
㈲カナバ島田商店　
北浦酒店　
岡田屋酒店　
Ｙショップ五作店　
㈲秋山商店　

554-5839
554-2103
554-2124
554-2100
554-2038
554-2028
554-6672

お茶、海苔、陶器、菓子、食品
米穀、燃料
米穀類、LPガス、灯油
西多摩地酒、北杜市ワイン他
酒、菓子
ヤマザキ製パン商品、食料品、酒類、灯油、ＬＰガス
米、灯油、LPガス

578-0371
554-0137

食料品、酒類
食料品

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
ファンタス 羽村店　
福島屋 本店　

五ノ神2-2-7
五ノ神3-15-1

スーパー

肉・鮮魚・野菜・豆腐・乳製品・惣菜・弁当
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

伊勢屋精肉店　
柴田肉店　
鳥一番
ライオン 餃子
肉の田村
緑青果・並木
鳥市商店
㈱奥本

竹内精肉店　
㈲フレッシュグリーン マルシン 小作店

554-5262
554-4104
554-0045
554-4315
554-7236
555-2088
554-7789
554-7416

554-2472
578-8401

牛、豚、鳥、ハム、惣菜
肉、惣菜
ヤキトリ各種
餃子
肉、野菜、果物
野菜、果物、その他加工品
精肉
青果物

食肉、惣菜
野菜、果物、加工食品

小作台1-3-9
小作台1-7-1
小作台2-13-5
小作台3-12-11
緑ヶ丘1-5-15
緑ヶ丘5-5-10
富士見平2-14-8
富士見平2-14-9

鶏の二重丸 570-7520 弁当、唐揚げ 富士見平2-14-9
羽東1-2-8
羽加美1-9-1

H&N物流㈱
555-1751 牛乳、ヨーグルト、食材 神明台1-39-15

ふなとみ佃煮店
㈱クレムリ

554-0318

554-5342

佃煮､惣菜､地物野菜､お茶

乳製品

神明台1-36-7-101

神明台1-39-15

事業所名 住所電話番号 取扱品目

なつかしのミルク屋 554-5118 玩具、駄菓子、飲料水
ぶんぐのときわ堂　 554-3302 筆記具、ノート、ファイル他文具全般

緑ヶ丘1-5-19
五ノ神1-12-10

書籍・文具・事務用品・玩具
南商店　 554-2009 文具 小作台1-15-3

令和4年12月１日（木）から
令和5年1月15日（日）

栄町1-12-4
五ノ神1-12-1

五ノ神4-12-5
五ノ神4-2-3

羽東1-14-8

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
衣料品・靴・おしゃれ雑貨・寝具

エトワール 羽村店　
コットンクラブ

㈲池田靴店

579-1068
554-3602
555-5993

雑貨
洋服直し
靴、革バッグ、革財布、靴クリーム、靴下

ブティック ミナ　 554-7375 婦人服
ファッションハウス シバタ　　 554-2213 スクール用品・シニア洋品
総合衣料しもだ　　 554-2039 スクール衣料、レディース洋品 羽西2-5-13 事業所名 電話番号 取扱品目 住所

焼肉・鉄板焼・食堂

ごはんや ままきっちん　

やきとり福ちゃん　

コミュニティレストラン らるご　　
お好み焼 成　　

羽村もうもう亭

味里丼

へいわ亭　

579-5427
579-1722

555-2232

579-0799

554-5764

554-9583

555-0087

丼物専門店
定食、お弁当

焼き鳥

日替り定食ランチ、お弁当

定食、ビール

鉄板焼き、酒

焼肉、酒

小作台1-3-9-102
小作台1-7-3

栄町1-7-1-5
緑ヶ丘5-2-3スパツィオＢ
緑ヶ丘5-2-6-B1F

小作台1-13-12

緑ヶ丘5-10-28

炭火焼肉ホルモン わびの介　 555-9670 カルビ、ホルモン等 五ノ神4-15-7-101
Orange’s デリカキッチン with ゆうゆう 578-9472 お弁当、店内定食、お酒 五ノ神4-1-16

電機製品・時計・メガネ・写真
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

真幸メガネ
スタジオカジ　

佐野電気商会　

太陽電化サービス　

でんきのクサジマ

生活彩館 フジデン　

スガカ写真店

579-1831
555-8080

554-5501

554-2242

554-5121

555-5785

554-4080

メガネ
撮影、現像、プリント

家庭電気製品

家電品修理サービス

電気製品

家庭電化製品販売

証明写真・記念写真

小作台2-6-7
小作台5-5-8

緑ヶ丘1-24-2
富士見平2-5-1
羽東1-9-5

緑ヶ丘1-15-10

羽東1-22-1ハムラデンキ　
555-2702 家電販売、修理 川崎2-1-26

ガソリンスタンド
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

伊吹アポロ㈱ 羽村四面道給油所 554-5568 ガソリンスタンド 緑ヶ丘2-17-25

花・園芸
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

メロディーフェア　
ザインフラワー 羽村店
フラワーショップはまゆう　

花新　

555-7487
578-2222
555-8741
554-7733

生花、花鉢
生花、園芸
生花
生花、園芸

五ノ神1-13-2-105
五ノ神2-3-2
五ノ神4-15-4-1F
富士見平2-14-8神明台花園　

554-0370 生花 羽東1-27-10

554-0235
554-5724
555-4661
554-4350
555-7460
579-3399
533-5305

554-4459
555-5353

579-2595
579-2664
570-4401
554-8800
554-7971
555-2234
578-1734
555-4057
555-4451

食堂、宴会料理
とんかつ
和食店
とんかつ
寿司
和食懐石
和食店

寿司、うなぎ
うなぎ、寿司

そば、うどん、定食
うどん、そば、丼物
和食
うどん、天ぷら、お酒
とんかつ
宿泊、料理
そば、うどん
仕出し、お食事処
そば、うどん、天ぷら

555-1053 寿司

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
寿司・和食・そば・うどん

㈲ちんか　
とんかつ ながや
和DINIＮG 小やま
吉膳
魚粋亭
和食厨房 ゆず
キッチン敏

武寿司　
うな藤

手打そば 甚作
手打日本そば まこと屋
農村レストラン 四季菜
手打ちうどん さかもと　
とんかつ ちがさき　
㈱玉川苑　
手打そば 河邉
食事処 にちなん　
手打蕎麦 一作　

やよい寿司　

小作台1-2-16
小作台1-11-35
小作台2-17-25-1F
小作台3-8-3
小作台3-22-2-1F
緑ヶ丘1-5-21-B1F
緑ヶ丘1-10-15-201
緑ヶ丘1-20-3
緑ヶ丘2-3-6
緑ヶ丘5-10-7-101

五ノ神4-2-1
554-3303 寿司、うなぎ東寿司 五ノ神2-13-3

五ノ神4-4-2-101
五ノ神4-14-14-1F
富士見平1-7-16
羽東1-27-14
羽中4-12-1
羽西3-1-11
双葉町2-4-23
神明台1-18-8

カレーハウスCoCo壱番屋 JR羽村駅前店 570-0855 カレー 五ノ神4-14-1-M1F

イタリアンレストラン クレッシェレ 578-3368 パスタ、ピザ、魚、肉、サラダ 五ノ神4-15-11-105
欧風料理レストラン Serendip 537-8733 パスタ、ピザ、パエリア 富士見平1-19-12

アジアン ダイニング＆バー アラティ 533-4314 カレー 栄町1-3-11

イタリアン＆パブ ONEモア　 554-4392 飲食、パブ
栄町1-14-3イタリアンレストラン カンパーナ 554-4392 イタリア料理

羽村バルharuka 555-2077 ワイン、タパス、アヒージョ
レストラン zonavoce（ゾナヴォーチェ） 570-0744 ピッツァ＆ベーカリー 五ノ神2-3-2

533-4548 五ノ神4-15-11-102

栄町1-14-3

KC'S KITCHEN 579-2580 インドカレー全般、インドビール等 小作台1-21-12

緑ヶ丘1-15-9-101

アメリカ料理、洋食、ハンバーガーレストランアメリカンダイナー　ラ・ブーム

タージデリ 551-8040 インド本場カレー 富士見平2-1-3-101

デリータージ 551-8040 インド本場カレー 羽東1-15- 2-105

M's kitchen 578-0710 ハンバーグ、パスタ 富士見平2-14-9
レストラン コーラル 555-3284 ハンバーグ、ポークステーキ 富士見平2-18-16

本場インド料理（カレー・ナン・タンドリーチキン）アジ庵ガンジー 579-2485 神明台1-1-2
1/4KARAT 579-2347 ラザニア、パスタ、ピザ、肉料理 双葉町2-19-7

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
洋食・イタリアン・各国料理

住所
煮干乃宴 070-3890-0888 ラーメン
香蘭飯店　 555-0483 海鮮五目上海焼きそば
紅屋飯店　 555-5555 中華料理
中華料理 美味香 578-0641 中華料理

五ノ神4- 4- 2-105
五ノ神4- 6- 5
羽東1- 6-11
神明台1-18- 1

事業所名 電話番号 取扱品目
中華料理・ラーメン

ラーメン処 しんしん 554-5724 ラーメン、定食、炒飯
遊遊天山　 578-0203 みそ担々めん、餃子
ごんべえ　 579-1635 ラーメン、炒飯、餃子

小作台1-11-35
栄町1-3-12
五ノ神1-8-1

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
中華料理・ラーメン

車・自転車
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

中里サイクル 554-4716 自転車 富士見平1-10-17

あづま自動車 554-2078 自動車販売、整備、車検 羽東1-5-8
㈱浅見モータース 554-8651 新車、中古車販売、車検、一般整備、鈑金、塗装 羽西3-5-16
平井モータース　 554-2109 車検、自動車整備、販売 川崎3-10-13
㈲共栄モータース　 554-4087 自動車修理、販売 双葉町1-2-3

555-1190 レンタカーイーグルレンタカー 富士見平2- 1-17

555-0533 自転車販売、修理サイクルショップアライ　 神明台1-26-10

533-6166 ランチ、ワッフル、ドリンクみんなのカフェ メリ・メロ 小作台3-18-10

533-6208 クレープ、タピオカ54CAFE&CREPE 緑ヶ丘1-5-12-1F

579-4623 軽食カフェレストラン コナモーレ 緑ヶ丘1-11-5
080-3015-0619 ハンバーガー、自家焙煎珈琲WABOKU CAFE TOKYO 緑ヶ丘1-26-12
554-6367 ピザ石窯PIZZA カフェ カクタス 緑ヶ丘5-9-1
554-3821 コーヒー、サンドイッチドトールコーヒーショップ 羽村店 五ノ神1-8-9
578-8804 ドリンク、フード、ダーツスポーツCafé＆bar 808 五ノ神4-2-8-103

080-3573-9514 ランチ、甘味（テイクアウト有）のんびりカフェ 中車水車小屋 羽中4-17-6
579-7878 喫茶（本業は建設業）イチローさんのキマグレカフェ 羽西3-11-26

578-9774 コーヒー、ジュース、酒類、パスタ、プリン、ケーキペラゾカフェ (ペット同伴カフェ) 栄町1-12- 3
080-7597-5808 コーヒー、焼き菓子M.FEEL FREE COFFEE 栄町2- 2- 2-103

579-1919 カフェハコノカフェ 緑ヶ丘1-5-21-1F

578-8359 スムージー、プロテインドリンクProtein drink&Smoothie U-TAN 五ノ神4-15-18-1F

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
カフェ・軽食

栄町3-3-3-2FDeli＆Cafe54 050-1484-6697 パワーサラダ、クレープ、コーヒー

川崎2-3-32羽村anuenue 090-1773-4378 弁当、お菓子、パン
玉川2-10- 1SmileCafe福祉作業所スマイル工房 578-2723 パン、クッキー、コーヒーその他ドリンク

メラミン
大衆酒場 東八　　

533-4201
555-5006

スナック
ビール、酒、焼鳥

小作台1-2-13-502
小作台1-12-9

Bar M 080-5403-9828 アルコール類各種、ニーズに合わせたオードブル 小作台1-12-9-1F-A

Dining bar Luxis 555-2180 アルコール、料理各種、ダーツ、カラオケ 小作台5-10-4-102
炭火屋 串RYU 554-8894 焼き鳥、沖縄料理 緑ヶ丘1-10-15-202

スナック マロン
居酒屋なぎさ

578-1606
555-4956

スナック
ビール、刺身、焼鳥

小作台1-13-4-1F
小作台1-13-8-2F

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
居酒屋・スナック

小作台1-15-2-2F和風肉ビストロ 空楽 578-3295 肉、野菜料理
小作台1-13-9-1F小作寄り道酒場　庭 533-5308 串焼き、ラクレットチーズ

小作台1-26-2海と大地の旬 ひみつ屋 小作店 555-0776 手羽先の唐揚げ
小作台1-26-10BISTRO SCINTILLER 042-840-9050 お手軽フレンチ
小作台1-28-10LITTLE CROP 511-8553 ワイン、ビール、コーヒー、手作り料理

緑ヶ丘2-19-6かみ山　 554-5505 昼：ランチ営業・お弁当販売　夜：海鮮居酒屋
五ノ神1-6-2スナック喫茶かりゆし　 554-7986 沖縄料理、カラオケ
五ノ神4-1- 3ひのき茶屋　 555-3498 うなぎ白焼き、こだわり日本酒、海鮮
五ノ神4-1-13やきとり鳥ゆう 554-5353 焼鳥
五ノ神4-1-27おでん居酒屋清月 579-4877 酒類、おでん、一品料理
五ノ神4-1-28創作ダイニング空我 578-8790 酒、肉、魚、ビール
五ノ神4-1-29スナック 凛 080-2249-6343 酒類、軽食、カラオケ無料(セット料金に含む)
五ノ神4-4-2-102小料理 花小町　 579-6226 お酒等
富士見平1-9-1不老の瀧 090-1421-9872 焼鳥、酒類
富士見平2-14-9酒処 男と女の絆　 554-4465 居酒屋
富士見平2-18-2スポーツカフェホールショット 554-2228 酒、軽食
富士見平2-22-15居酒屋やおき 555-4587 居酒屋
羽東1-23-26やきとり一浦 090-7908-0620 やきとり
羽東1-27-18-ⅡA酒処 絆 042-848-0984 日本酒、和食
羽加美1-30-2しづ茄 555-8754 スナック
羽加美2-8-47やきとり Bar すたいる 570-3030 やきとり
双葉町3-9-1中華酒場麻辣房 513-0750 日本酒、焼酎、おつまみ
神明台3-33-70スナックはる 533-5088 お酒、軽食、カラオケ
神明台4-1-35居酒屋 餡味 578-5580 餡餅、居酒屋メニュー

まきのクリーニング商会　　 554-6580 クリーニング 神明台3-33-28
事業所名 電話番号 取扱品目 住所

クリーニング

住所
小作台4-11-12
小作台5-16-8
緑ヶ丘2-18-1

羽東1-7-16-1F

五ノ神4-11-14-1F
富士見平1-4-27

事業所名 電話番号 取扱品目
ヘアケア・理美容

富士見平1-15-10
富士見平2-17-4
富士見平2-19-9

羽東1-12-43
羽東1-12-54
羽中2-4-46
川崎1-3-10-1F
双葉町2-20-35
神明台1-31-27

美容室 Tsukushi 554-7327 カット、パーマ
ヘアーサロンタカラ　 555-0932 カット、毛染
ヘアーサロントキ　 555-4972 カット、パーマ

髪結い処 櫟 東口店 533-6560 美容
五ノ神2-9-4もりやま理容 554-6204 理髪業

和田理容室　 554-4830 理容
ambrosia 554-5818 理美容
サロン・ド・リカ　 554-0937 美容一般、着付け
ヘアーサロン甲斐　 555-7031 カット、パーマ

神明台1-39-16綺麗 579-1241 カット、カラー、パーマ

カットハウスアマダ 555-6500 カット、パーマ
髪切家 554-4355 ヘアカラー、着付、アップ、美顔
髪結い処 櫟 554-5352 美容
ヘアーサロンよしもと　 555-5381 理容、カット、パーマ
サロンド・ビジュー 555-9887 カット、パーマ
ビューティサロン みつば 555-0144 パーマ・カラー・カット
美容室 花子　 555-8750 カット、パーマ

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
スポーツ

アサムラマリン　

54 TIDE
TTA東京西多摩卓球スタジオ　

スノーボード、サーフ用品、スケートボード、アパレル販売

水中用品、マリングッズ
卓球用品

緑ヶ丘1- 5-12-1F

神明台1-27-18
川崎1-5-6

519-4503
578-8903
554-4419

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
健康・医療・ボディケア・介護・化粧品

小作台1-28-1-2Fラヴィール 554-9688 美容、エステ、鍼灸、化粧品
小作台3-19-13-B102足の癒しとキレイのサロン ふうぅ 070-6432-6137 巻き爪ケア、足ツボケア

栄町2-6-29いずみクリニック　 555-8018 予防接種、健康診断
緑ヶ丘2-7-41A＆K・ピュアサロン ㈱ソアレ・ジャパン 579-1086 基礎化粧品
緑ヶ丘3-16-9-202みどり整体院 070-3332-5519 スポーツ整体、特殊電気治療、産後骨盤矯正
緑ヶ丘4-9-10㈲多摩チヨダ　 555-5366 皮フ保護クリーム プロテクトはむら

小作台5-8-5-201かまた鍼灸マッサージ指圧治療院 090-7197-4411 鍼灸、マッサージ、指圧 ※機能回復券は対象外
栄町1-2-14-101KINMQ整体院羽村院 533-4801 痛みの根本改善を目指す筋膜整体

五ノ神1-8-1-201むさしの整体療術センター 555-5844 整体、カイロプラクティック、ボディケア
五ノ神1-8-5㈱みとも商会　 555-2275 ベッド、車イス貸与
五ノ神1-8-6-203Nail Salon Stella 080-8015-4585 ネイル

鍼灸治療 五ノ神1-13- 1中村針灸院 533-4366
五ノ神4-6-7-203ふぁくてぃお メイクのお教室 090-5205-8154 化粧品販売、アフターフォローのフェイシャルマッサージ、メイク
五ノ神4-12-6-101しらさわ整骨院 578-8255 整体、姿勢矯正、パーソナルトレーニング
富士見平1-4-16知新堂はり・きゅう院 555-6208 はり、きゅう、整体
羽東1-22-4-1Ｆホリスティックサロン米ぬか発酵温浴ほのか 533-4297 温浴（米ぬか発酵温浴） 
羽東1-21-2本田歯科医院　 554-5902 歯科医療
羽加美1-25-1ともカイロプラクティック 554-9910 カイロプラクティック
双葉町2-1-33-101まろん鍼灸接骨院 578-9146 鍼灸マッサージ
双葉町2-13-57LINK NAIL ジェルネイル・地爪育成サロン

冷え、むくみ、疲れ取り、オーガニック焼き菓子 神明台1-17-7-1Fこころワクワクショップ 511-8020
090-5654-9164

神明台1-21-3ノエビアBeauty Studio ハーモニー 555-8386 化粧品
神明台3-9-25すえきち鍼灸治療院 533-4525 整体、骨盤矯正、産後ケア、姿勢矯正、小顔矯正

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
趣味・教養

小作台2-2-18ウラシマ釣具店　 554-4931 釣具

小作台5-17-1水引アート梶 555-8008 水引アート教室
羽東1-7-11-201さやかバレエスタジオ 555-8683 クラシックバレエ教室

小作台5-8-14合同会社SHIRURERI あんフラワーケーキ

川崎1-10-39羽村琴和会 090-4455-6046 大正琴のレッスン
川崎2-3-32フラダンス羽村anuenue 090-1773-4378 ダンスレッスン、ハワイ手芸

ウクレレレッスン、ウクレレグッズ 双葉町2- 8-10ホヌレレ ウクレレ スクール 070-3157-3733
神明台3-33-78ハムショップ フレンズ　 555-7058 アマチュア無線機器、通信機器、セキュリティ機器の販売修理工事

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
住まい・環境

小作台2-18-8株式会社西武住販 555-1225 不動産売買
小作台3-20-2cocosumu 554-0640 新築、リフォーム
小作台3-21-6-D㈱浦野建築　 555-6997 新築工事、リフォーム工事、不動産
緑ヶ丘5-1- 3㈱田村工務店　 554-5207 外構工事(ブロック・フェンス)、切り下げ工事
五ノ神1-8-1住め～るナビ羽村店 578-8631 アパート、マンション、戸建、不動産
五ノ神4-15-1武陽液化ガス㈱ 578-1900 ガス器具
富士見平2-1-14丸順商事㈲　 554-2229 一般廃棄物、産業廃棄物収集運搬
羽東1-10-6㈱土佐電業社　 554-2135 電気工事業
羽東1-22-19並木鉄工所　 554-2246 水廻り､リフォーム、修繕
羽東2-17-12新井畳店　 090-7187-6771 畳
羽西1-21-15㈱ｗings 090-2674-9423 年末大掃除（ハウスクリーニング）
双葉町2-19-29比留間商店 ふすま屋瑞穂 578-8443 ふすま・障子・あみ戸張替え
双葉町3-1-11はむらの塗装店 リンケージアート 513-4315 住宅塗装、生活小物塗装
神明台2-10-10小島工業㈱ 551-3795 鉄鋼製品（階段、ベランダ含む）

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
ペット関連

神明台1-5-19せき動物愛護病院 579-3816 動物病院
神明台1-33-20-1Fはち動物病院 578-8513 動物病院

事業所名 電話番号 取扱品目 住所
団体・その他

緑ヶ丘1-11-5㈱コナモーレ 555-1680 パーティー料理
緑ヶ丘1-14-4貸衣裳 振袖レンタル MAAKA-まあか- 578-8747 衣装レンタル・スタジオ(呉服、ドレス他)
緑ヶ丘2-17-22寿企業株式会社 0120-502-047 タクシー
五ノ神4-15-11-3F進学指導 アドバンス 578-9570 学習塾
羽東1-13-15（一社）羽村市観光協会 555-9667 酒はむら、絵ハガキ、はむりんグッズ他
羽中3-6-15㈱アサヒ 555-4045 印刷全般（看板製作、Tシャツプリント）、事務機器販売


