
NO 屋号等 苗字 現況

1 カンノンサマ 宮本 他所移転

2 ブヘイ 笈川 笈川三男

3 デド 佐久間 佐久間幸一

4 トーエム 佐久間 佐久間喜久雄

5 オモンヤ 佐久間 佐久間直子

6 ワタヤ 佐久間 佐久間　稔

7 笈川 笈川 笈川孝冶

8 ミナト 秋元 他所移転

9 タマチシンヤ 星谷 他所移転

10 ハシイム 笈川 笈川博康

11 ギョウジャ 不明

12 モンザ 山岡 他所移転

13 キチベ 星谷 桑川町内移転

14 ズーバタ 山岡 山岡陽宏

15 八百謙 榎本 榎本光晃

16 須賀 須賀

17 カジュー 星谷 クリーニング屋

18 青木 青木 他所移転

19 ハイム 星谷 星谷　勉

20 キンベ 渋谷 渋谷　勤

21 オケヤ 星谷 ペンキ屋

22 シロベ 笈川 笈川紘一

23 ジロイム 笈川 笈川治茂

24 モンジュ 星谷 小林正一

25 サクイム 山田 山田信芳

26 星谷 星谷 町内移転　

27 タマチ 星谷 星谷治司

28 ノラマン 星谷 星谷良子

29 アマザケヤ 星谷 芹川清子

30 おせきや 佐久間 佐久間和久

31 大塚 大塚 他所移転

32 ミセ 笈川 笈川晴美

33 ハチドン 佐久間 佐久間繁夫

34 オク 宇田川 他所移転

35 ソーゼム 星谷 星谷幸男

36 フネ 宇田川 宇田川　武

37 テンリョウ 増田 天理教　他所移転

38 シャモヤ 笈川 笈川久美子

39 サカナヤ 笈川 笈川静江

40 宇田川 宇田川 宇田川文男

41 タバコヤ 宇田川 他所移転

42 トコヤ 斎藤 斎藤幸一

43 アメヤ 西仲 西仲、福島



44 ナカミチブンケ 清水

45 スナヤ 吉野 吉野　繁

46 宇田川 宇田川 元衆議院議員

47 トーフヤ 鞠子 他所移転

48 イイダ 飯田 桑川町内移転　飯田　弘

49 キグマ 木熊 他所移転

50 シミズヤ 小宮 米の販売店

51 シャカンヤ 鞠子 桑川町内移転　 鞠子正一

52 マリオ 鞠子 桑川町内移転

53 イイダ 飯田 桑川町内移転　かなめ湯

54 ロクベ 笈川 笈川正巳

55 センベイヤ 不明 駄菓子屋

56 カゴヤ 福島 福島　武

57 シブヤ 渋谷 渋谷　武

58 マリオ 鞠子 東京浄化槽

59 自転車屋 鞠子 旧姓鞠子、現　武井

60 シンゼム 鞠子 鞠子設備工業

61 サゴイム 清水 現　環七西焼き鳥屋　シミズ

62 トモイム 鞠子 桑川町内移転

63 ハチイム 西野 現　五十嵐

64 ヤスマル 西野 関連　酒井興業

65 ニシノ 西野 桑川町内移転

66 ヒカリ 光 桑川町内移転

67 ホソノ 細野 他所移転

68 シミズ 清水 他所移転

69 ゲイム 清水 桑川町内移転、清水繁雄

70 カメッキ 山岡 他所移転

71 ウエキヤ 飯田 他所移転

72 サンナヤ 鞠子 他所移転

73 ポンプヤ 不明 他所移転

74 松の湯（銭湯） 伊藤 他所移転

75 コイム 西野 西野工務店

76 ヤオセ 清水 桑川町内94番地に移転

77 ナカミチ 清水 桑川町内移転　清水達雄

78 イマチョウ 山澤 山澤和夫

79 ホソミ 細見 桑川町内移転

80 シンベイ 清水 清水成男

81 シンヤ 清水 清水満善

82 フジガヤ 藤ヶ谷 藤ヶ谷明幸

83 コバヤシ 小林 小林節子

84 チョーシャ 伊藤 他所移転、駄菓子屋、牛乳屋

85 ヤマオカ 山岡 山岡　清

86 ヨサブロー 森田 伊藤芳郎

87 エイム 彦田 他所移転



88 アンマ 飛田 飛田匡寛

89 肉や 清水 清水よし恵

90 シンヤ 清水 清水指圧院

91 ソバヤ 彦田 彦田忠一

92 宇田川 宇田川 宇田川正志

93 サクライ 桜井 他所移転

94 カイ 甲斐 他所移転

95 ヤオセ 清水 他所移転

96 松谷 松谷 松谷洋子

97 マツバ 宇田川

98 木村 木村 木村清次

99 花屋 鹿島田 花兼

100 ノザキ 野崎

101 ヒグチ 樋口 樋口　睦

102 キソイム 鹿島田 鹿島田　タマ

103 トクベイ 鹿島田

104 アガリット 岩島

105 森田 森田 森田兼松

106 タキタ 滝田 他所移転

107 ミノスケ 星谷 星谷精一

108 シンカメヤ 清水 清水静江


