
新昭島プレミアム商品券取扱店一覧

H２７．　９．　４現在

事業所名 住所 電話 業種
山本薬局本店 朝日町1-1-10 541-3431 小売（薬）
セブン・イレブン昭島中神駅南口店 朝日町1-2-14 544-4803 小売（コンビニエンスストア）
㈲鈴安金物建材店 朝日町1-4-3 541-0523 小売（建築材料・金物）
◯なかがみ整骨院 朝日町1-4-12マルマンビル102 546-9477 サービス（整骨）
手打ち蕎麦　日本料理　むら田 朝日町1-8-10第１井上ビル1F 545-2248 飲食業
喫茶ロンシャン 朝日町1-8-13 544-6310 飲食業
大井屋寝具店 朝日町1-10-4 541-2337 小売（寝具）
㈲いげたや 朝日町1-10-4 541-2335 小売（酒・米・食料品）
廚処　むじな亭 朝日町1-10-6 546-0665 飲食業
ステーキ＆ピザ　ライム 朝日町1-10-7 545-6870 飲食業
弥生亭 朝日町1-11-5 543-1455 飲食業
井田クリーニング 朝日町1-11-5 544-2418 サービス（クリーニング）
理容ミウラ 朝日町1-11-6 541-2419 サービス（理容）
想ひ出 朝日町2-1-18 541-7005 飲食業
ケーキ＆カフェ　ムラリ 朝日町2-1-20 546-5780 小売（洋菓子）
セブン・イレブン昭島朝日町二丁目店 朝日町2-3-14 541-7712 小売（コンビニエンスストア）
マツダミュージックアカデミー（中神校） 朝日町2-3-17 543-9917 その他（音楽教室）
味の民芸昭島中神店 朝日町2-4-15 546-4472 飲食業
◯朝日新聞昭島店 朝日町2-6-22 546-7344 サービス（その他）
田代薬局 朝日町3-1-1 541-2208 小売（薬・化粧品）
㈲安藤商店　安藤米店・テンドルマン 朝日町3-6-1 541-0503 小売（米）
御菓子司　茶の子 朝日町3-6-5 544-2421 小売（和菓子）
黒田クリーニング店 朝日町3-6-6 541-3656 サービス（クリーニング）
㈲昭島能城 朝日町3-7-15 541-2830 小売（建築資材・金物・せともの）
丸義商事㈲ 朝日町3-11-19 541-2613 小売（魚・青果）
ベーカリー寿屋 朝日町3-12-16 543-7515 小売（パン）
◯スナック角喜 朝日町3-12-17 544-2825 飲食業
クリエートふじ 朝日町3-14-3 541-7303 サービス（クリーニング）
㈲昭和薬局 朝日町3-18-11 541-0112 小売（薬・化粧品）
元木屋酒店 朝日町4-1-1 541-0220 小売（酒）
寝装のマチダ 朝日町4-1-25 544-2770 小売（衣類）
㈲森寿司 朝日町4-1-30 541-2840 飲食業
㈲治作庵 東町1-10-8 541-2267 飲食業
サロンドミワ 東町1-16-40 522-2940 サービス（美容）
米のしみず（㈲清勇商店） 東町3-1-9 541-0460 小売（米）
◯ローソン昭島東町三丁目店 東町3-27-22 小売（コンビニエンスストア）８月８日オープン
西立川商店会　㈱北川商店 東町4-2-5 541-0406 小売（酒）
セブン・イレブン昭島東町5丁目店 東町5-9-12 543-5054 小売（コンビニエンスストア）
シラカネ電器 郷地町1-5-13 543-0139 小売（家電）
◯あさひ堂薬品 郷地町2-25-18 541-8287 小売（薬・化粧品）
石井商店 郷地町2-33-15 541-0002 小売（酒）
Café TOI TOI TOI 郷地町3-8-11 519-5377 飲食業
和菓子処　桃仙 上川原町1-2-13 543-1041 小売（和菓子）
セブン・イレブン昭島上川原2丁目店 上川原町2-1-1 542-7967 小売（コンビニエンスストア）
やまさ製茶昭島店 上川原町2-13-10 544-3969 小売（茶）
美容室ニシカワ 上川原町2-14-12 544-0952 サービス（美容）
米のシモダ本店 上川原町2-14-9 544-4438 小売（米）
マツダミュージックアカデミー（上川原校） 上川原町3-1-7 543-9917 その他（音楽教室）
◯㈲明治牛乳　大貫販売店 上川原町3-8-1 541-0519 小売（牛乳）
ビッグフィールド 昭和町1-2-14 519-5165 小売（玩具）
㈱奉徳はないけ 昭和町1-4-3 543-8701 小売（米）
小池印刷 昭和町1-5-13 541-1757 印刷業
◯ぷうどる 昭和町1-6-7 545-6900 飲食業
Desert　Rose 昭和町1-13-11 542-2636 小売(生花）
㈱ファミリーショップ 昭和町1-14-16 546-5588 サービス（クリーニング）
リフレッシュサロン自由時間 昭和町1-14-18　2F 519-7103 サービス（美容）
牛たん居酒屋　たんや 昭和町2-1-6SKYビル２Ｆ 542-7821 飲食業
ABC－DANCE塾 昭和町2-1-6昭島SKYビルB1 545-0122 その他（ダンススクール）
㈲松葉家 昭和町2-1-14 541-0122 飲食業
くじら鍼灸接骨院 昭和町2-1-14パレットビル1F 544-0039 その他（接骨）
昭島大勝軒 昭和町2-1-15 546-1808 飲食業
㈲昭島堂 昭和町2-1-20 543-9588 小売（文具）
海鮮丸（すし） 昭和町2-2-13 546-7430 飲食業
タイム堂 昭和町2-3-3 541-2476 小売（貴金属・時計・メガネ）
ドラッグストアバイゴー昭島駅前店 昭和町2-3-8 549-0169 小売（ドラッグストア）
マツダミュージックアカデミー（昭島駅前校） 昭和町2-3-12 543-9917 その他（音楽教室）
◯昭島交通㈱ 昭和町2-3-19 541-0107 サービス（タクシー）
タマエステティックサロン 昭和町2-3-21三河屋ビル3F 544-6640 サービス（美容）
ヘアーサロンムラタ 昭和町2-5-2 541-2460 サービス（理容）
フラワーショップ須藤 昭和町2-5-3 543-8849 小売（生花・園芸）
OSTERIA　BAR　TONY 昭和町2-5-3昭島センタービル１Ｆ 544-0140 飲食業
◯ローソン昭島昭和町二丁目店 昭和町2-5-6 545-4151 小売（コンビニエンスストア）
レディースショップ　ウィズ 昭和町2-5-12 546-3373 小売（衣類）
セブン・イレブン昭島駅南口店 昭和町2-5-12 546-8260 小売（コンビニエンスストア）
ディシラ・資生堂　ププレ 昭和町2-5-12 543-1042 小売（化粧品）
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はなの舞昭島南口店 昭和町2-5-12アリエッタ2F 500-5868 飲食業
パーク理容室 昭和町2-6-5 544-0964 サービス（理容）
カレーハウスCoCo壱番屋JR昭島店 昭和町2-6-8エーデルワン1F 544-9268 飲食業
㈱三多摩土地建物 昭和町2-7-6 541-6100 その他（リフォーム）
ＢＡＲ　ＬＩＢＬＥ 昭和町2-7-6ハイムグランデール2F 519-6898 飲食業
ライラック昭島店 昭和町2-7-9 542-3733 小売（衣類・雑貨）
オリジン弁当昭島店 昭和町2-7-11リベルテ昭島 500-1523 小売（惣菜）
だんごの美好 昭和町2-7-14 546-1870 小売（和菓子）
環境まちづくりNPOエコメッセ　水・緑・木地昭島店 昭和町2-7-14 543-9450 小売（衣類）
フローリスト　KOSONO 昭和町2-7-15 546-8787 小売（生花）
あじあんりふれ　かたんゆー昭島店 昭和町2-7-19新星堂ビル1階北 543-2719 サービス（その他）
◯りぺあ～くらぶ 昭和町2-7-19 544-5911 サービス（合鍵・靴・バッグ修理）
びっくらーめん 昭和町2-7-20 546-4702 飲食業
レストランＭＯＴＯ 昭和町2-7-20 519-4834 飲食業
うなぎ．しみず 昭和町2-7-20-1F 544-4744 飲食業
レストラン香港 昭和町2-7-25 541-1542 飲食業
元気市場　丸昭 昭和町2-7-26シェモア昭島館半地下階 519-5923 飲食業
中華料理交竜 昭和町3-1-19 543-2211 飲食業
㈱渡辺テント 昭和町3-2-3 541-2646 その他（看板・テント）
犬の美容室　ポチ 昭和町3-6-3 545-7854 サービス（その他）
喫茶グラント 昭和町3-10-2 542-1715 飲食業
㈱ローザ特殊化粧料 昭和町3-10-14 546-0600 その他（化粧品製造）
安藤畳店 昭和町3-10-24 541-1365 建設業
セブン・イレブン昭島昭和町３丁目店 昭和町3-11-5 542-4771 小売（コンビニエンスストア）
和食レストラン　とんでん　昭島店 昭和町3-11-12 545-7971 飲食業
信州屋 昭和町3-23-27 541-2973 飲食業
市川サイクル 昭和町4-3-18 541-3543 小売（自転車）
◯木下畳店 昭和町4-10-7 541-0954 建設業
お菓子工房ル・シーニェ 昭和町4-11-18 544-3237 小売（洋菓子）
㈱原田商店 昭和町4-11-23 541-0219 小売（氷）
ペットショップフレンド 昭和町4-11-23 544-3090 小売（ペット）
ピザーラ昭島店 昭和町5-3-14 543-2457 飲食業
和風とんかつ　越路 昭和町5-4-11 541-3166 飲食業
㈲長塚商店 昭和町5-5-1 541-0128 小売（酒）
ヘアーサロン　コンノ 昭和町5-5-5 541-7760 サービス（理容）
◯ココカラファイン薬局昭和店 昭和町5-15-17 542-5415 小売（ドラッグストア）
㈲森高薬局 昭和町5-10-16 541-0326 小売（薬・化粧品）
つかさやフルーツ 昭和町5-10-16 541-0464 小売（青果）
居酒屋楽楽 昭和町5-11-12 510-5274 飲食業
手打そば　若松 昭和町5-11-17 545-1259 飲食業
ヘアーサロンあおき 昭和町5-12-15 541-5334 サービス（理容）
◯スナック月兎 昭和町5-12-15　2F 519-8237 飲食業
ｍａｒｉｉｃａ 昭和町5-12-16 519-4131 飲食業
大貫正蔵商店 昭和町5-14-3 541-0300 小売（米）
スナック愛上男 昭和町5-14-6 544-6434 飲食業
昭和の森車屋 昭和の森フォレスト・イン昭和館１Ｆ 542-3398 飲食業
昭島観光案内所 田中町562-5 519-2114 サービス
セブン・イレブン昭島駅北口店 田中町562-8 544-1261 小売（コンビニエンスストア）
ａｕショップ昭島 田中町568-1 546-5008 サービス（その他）
◯バースティ昭島店 田中町568-1昭島昭和第2ビル1F 500-2555 サービス（美容）
◯㈱ポポラマーマ昭島店 田中町573-1-3モリタウンアミューズメントガーデン1F 543-4118 飲食業
昭和の森テニスセンター 田中町600 543-2103 サービス（テニス)
セブンイレブン昭島昭和の森店 田中町602-9 546-7201 小売（コンビニエンスストア）
◯ファミリーマート昭島田中町店 田中町1-21-2 500-0631 小売（コンビニエンスストア）
ファミリーショップ田中町店 田中町1-28-10 542-6765 サービス（クリーニング）
サンコー機材㈱昭島支店 田中町1-36-12 541-3652 小売（その他）
ドラッグストアバイゴー昭島田中町店 田中町2-1-5 543-7581 小売（ドラッグストア）
昭島自動車㈱ 田中町2-9-5 541-0301 サービス（自動車整備）
◯セブン・イレブン昭島田中町２丁目店 田中町2-10-41 545-0774 小売（コンビニエンスストア）
トヨタ西東京カローラ㈱昭島店 田中町2-27-13 543-1771 小売（自動車）
あとりえ樹々 玉川町1-1-1ベルコート東中神１Ｆ 546-9120 飲食業
東中神駅前整骨院 玉川町1-1-1ベルコート東中神１階 541-1374 サービス（整骨）
◯ｆｌａｔ 玉川町1-1-11　1F 519-7515 サービス(美容)
庄や　東中神駅前店 玉川町1-1-12　エルビル1F 549-7408 飲食業
ファミリーマート昭島東中神駅前店 玉川町1-1-13 549-0554 小売（コンビニエンスストア）
焼肉　開花 玉川町1-1-15 544-8812 飲食業
㈱大洋観光サービス 玉川町1-2-1 545-1311 その他（旅行業）
メガネ・時計　三光堂 玉川町1-3-1 541-0534 小売（メガネ・時計）
㈱レストランフランボワーズ 玉川町1-3-1 546-4430 飲食業
㈱自然館 玉川町1-3-1 541-7117 小売（スーパー）
㈱フォーギブネス 玉川町1-3-1-111 519-1041 サービス（葬祭）
無添加石鹸リズボタニカ 玉川町1-3-1-114 0120-978-655 小売（石鹸）
季節の料理と手打ちそば　ふく花 玉川町1-3-1-117 546-2917 飲食業
◯無添加鳥そば　さんちんぴん 玉川町1-3-1-118 545-0008 飲食業
おしゃれ洋品　ウエノヤ 玉川町1-6-5 545-5331 小売（衣類）
ニューマート　ながふじ 玉川町1-7-2 542-6123 小売（食料品）
パーラーロータリー 玉川町1-7-2-103 543-4145 飲食業
手芸の店トモヤ 玉川町1-7-2-105 545-1135 小売（雑貨）
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㈲メグミ生花店 玉川町1-7-2-106 544-8701 小売（生花）
SO Ｈａｉｒ Create 玉川町1-7-2-109 541-6763 サービス（美容）
中華果林 玉川町1-7-2-110 542-1760 飲食業
㈱三ツ矢文具店 玉川町1-7-2-113 544-3280 小売（文具）
寝具　杉田屋 玉川町1-7-2-114 543-3257 小売（寝具)
インド料理＆アジアン居酒屋　ヘブン 玉川町1-8　1-108 545-4964 飲食業
㈲レストラン・トスカーニ 玉川町1-8-1-102 543-4657 飲食業
おしゃれの店　㈱マルト 玉川町1-8-1-106 541-0217 小売（衣類）
BRAND　SHOP　ＤＲＥＡＭ 玉川町1-8-1-109 545-3554 小売（雑貨）
㈲まゆみ書房 玉川町1-8-1-109 541-7033 小売（書籍）
山本酒店 玉川町1-8-1都営1-110 543-4642 小売（酒）
美容室ｔｒｕｔｈ GARDEN東中神店 玉川町1-8-1-111 543-4128 サービス（美容）
◯㈱ナイスプラン 玉川町1-8-1-115 500-1358 サービス（リフォーム）
フォトプラザ21 玉川町1-14-1 545-5722 その他（写真現像プリント他）
◯㈱アワイ薬局 玉川町1-14-10 541-2816 小売（薬）
◯やきとり大吉東中神店 玉川町1-15-1 546-7773 飲食業
サイクルショップサンユー 玉川町1-15-3 543-8710 小売（自転車）
河辺印刷㈱ 玉川町1-17-4 541-3850 印刷業
ＲＥＩＲ ｓａｌｏｎ ｄｅ ｂｅｌｌｅｚａ 玉川町1-19-8 542-0616 サービス（美容）
ビューティーサロン　フェアリー 玉川町2-3-10 542-0772 サービス（美容)
菓子処　桝屋 玉川町2-3-7 541-2375 小売（和菓子）
Ｌｅａｆ 玉川町2-4-8メゾンタツミ105 546-7226 サービス（美容）
茶関根商店 玉川町2-4-26 541-3854 小売（茶）
ごんにんごん弁当中神店 玉川町2-5-7 541-9938 飲食業
サイクルショップいながわ 玉川町2-7-16 541-2304 小売（自転車）
酒井屋製菓 玉川町3-10-17 541-0668 小売（和菓子）
㈲薬袋商店 玉川町3-11-7 541-0228 小売（酒）
㈱三浦商事 玉川町3-16-14 541-0246 小売（燃料）
食堂柳月 玉川町3-23-8 541-0504 飲食業
酒の杉田屋 玉川町3-24-11 541-0177 小売（酒）
美容室オオタニ 玉川町3-24-11 543-3021 サービス（美容）
水村肉店 玉川町3-25-12 541-2937 小売（肉）
宮腰洋品店 玉川町4-1-3 541-0212 小売（衣類）
ヘアサロン綺麗 玉川町4-2-1梅田ビル1F 543-9847 サービス（美容）
十字堂薬局 玉川町4-2-2 541-0407 小売（薬）
茶処　平松 玉川町4-3-4 546-1108 小売（茶）
おしゃれの店　ひらまつ 玉川町4-3-4 541-0839 小売（衣類）
京一食堂 玉川町4-3-6 541-3877 飲食業
㈲学生堂 玉川町4-4-1 541-0255 小売（文具）
中村屋魚店 玉川町4-4-12 541-0621 小売（魚・惣菜）
御菓子司　丸美屋 玉川町4-4-3 541-6419 小売（和菓子）
眼鏡市場昭島店 玉川町4-10-1 549-2088 小売（メガネ）
紳士服のコナカ昭島店 玉川町4-13-17 545-4481 小売（衣類）
◯ファミリーレストラン　ココス昭島店 玉川町4-32-1 549-7172 飲食業
コーヒーハウス旅人木 玉川町5-1-12 541-1269 飲食業
つり具と金魚　金子釣具店 玉川町5-2-2 541-4623 小売（玩具）
Very　berry 玉川町5-4-9 543-0332 飲食業（ケーキ＆ランチ）
セブン・イレブン昭島玉川町5丁目店 玉川町5-6-7 545-2450 小売（コンビニエンスストア）
ますき米店 玉川町5-7-20 545-0522 小売（米）
ファミリーマート昭島玉川町店 玉川町5-10-32 549-0721 小売（コンビニエンスストア）
西川総業㈱ 玉川町5-13-13 544-1144 その他（製水器・健康器具）
東京みどり農業協同組合経済センター昭島店 玉川町5-16-17 543-7406 小売（その他）
昭和の森ゴルフコース つつじが丘1-1-7 543-1271 サービス（ゴルフ）
昭和の森ゴルフドライビング つつじが丘1-1-7 543-5555 サービス（その他）
セブン・イレブン昭島つつじが丘1丁目店 つつじが丘1-1-8 544-9481 小売（コンビニエンスストア）
ゴルフ５昭島店 つつじが丘2-8-50 545-6611 小売（スポーツ用品）
米のシモダつつじ店 つつじが丘3-5-6-101 546-0808 小売（米）
㈱新中央トラベル つつじが丘3-5-6-103 542-4080 その他（旅行業）
㈲双葉屋 つつじが丘3-5-6-105 544-0815 小売（その他）
㈱ヒカリ電機 つつじが丘3-5-6-115 541-4843 小売（家電）
㈲古賀設計 中神町1132-16 543-7653 サービス（その他）
美容室まりも 中神町1137-117 542-5582 サービス（美容）
鳥勝 中神町1139 545-6861 飲食業
エビス　レストハウスカーナ 中神店1139-53 541-8284 飲食業
昭島三協電機 中神町1139-58 543-0314 小売（その他）
ジェムストーンコダカ 中神町1139-73 543-9776 小売（化粧品・貴金属）
親と子の自由空間　ほっと 中神町1148-128 519-6480 サービス（その他）
◯サンクス昭島中神町新畑店 中神町1157-5 519-1064 小売（コンビニエンスストア）
◯シャンティ美容室 中神町1157-11 545-6944 サービス（美容）
◯楽猿 中神町1159-6 545-9877 飲食業
◯ナチュラル美容室 中神町1159-16 546-7928 サービス(美容)
◯居酒屋でん太 中神町1160-60 544-7700 飲食業
サイクルセンター吉岡 中神町1163-7 541-5056 小売（自転車）
セブン・イレブン昭島中神町店 中神町1167-3 544-0177 小売（コンビニエンスストア）
山本薬局北口店 中神店1169-18 544-5487 小売（薬）
ドラッグストアバイゴー中神北口店 中神町1174-9 500-0851 小売（ドラッグストア）
◯パナピットコマチ 中神町1176-25 543-8670 小売（家電）
マルベリーフィールド 中神町1176-36 544-3746 小売（パン・書籍・飲食）
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スリーエフ昭島中神駅北口店 中神町1177-14 544-9511 小売（コンビニエンスストア）
パティスリーアンジュ 中神町1183-2グローリー中神101 544-0432 小売（洋菓子）
スリーエフ昭島中神店 中神町1185 545-2468 小売（コンビニエンスストア）
書画用品専門店　彩 中神町1186 545-3012 小売(書画用品・画材)
ファミリーマート昭島中神町店 中神町1294-1 549-0851 小売（コンビニエンスストア）
ファミリーショップ中神店 中神町1380-5TAIRAYA中神町店内 544-0366 サービス（クリーニング）
沖形屋米穀店 中神町1-6-3 541-0513 小売（米）
マツモトキヨシ 中神町1-23-16 546-6145 小売（ドラッグストア）
◯マルカワ昭島店 中神町1-23-20 546-7151 小売（衣類）
◯㈲山田電気 中神町2-21-22 545-1355 建設業
◯シダックス昭島中神町クラブ 中神町2-24-9 545-7711 サービス（カラオケ）
◯㈱奥山設備 中神町2-25-18 543-5491 建設業
クボタ米店 中神町2-31-12 541-2241 小売（米）
◯味創 中神町2-34-3 546-6371 飲食業
フォレスト・イン昭和館 拝島町4017-3 542-7023 サービス（ホテル）
㈱小林海苔店 拝島町1-1-9 541-8334 小売（食料品）
石川製菓舗 拝島町1-9-23 541-1028 小売（和菓子）
◯ふとん丸洗いのTSH 拝島町1-11-16 541-1643 サービス（クリーニング）
矢治精肉店 拝島町2-4-3 541-1219 小売（肉・惣菜）
関谷畳店 拝島町2-4-10 541-1875 建設業
こやま文具店 拝島町2-5-23 544-5331 小売（文具）
㈲でく工房 拝島町2-11-10 542-7040 小売（せともの)
ベーカリーピッコロ 拝島町2-15-8 545-1158 小売（パン）
◯ファミリーマート昭島小荷田店 拝島町3-2-2 500-1215 小売（コンビニエンスストア）
㈲角柳商店 拝島町3-5-1 541-1013 小売（酒・食料品）
サイクルショップこやま 拝島町3-6-2 541-1092 小売（自転車）
ホワイトショップ 拝島町3-13-16 545-3981 サービス（クリーニング）
㈲田島屋米穀店 拝島町4-3-12 541-1104 小売（米）
宮川乳業 拝島町4-5-2 541-5848 小売（牛乳）
和菓子司　元木屋 拝島町4-15-32 541-1147 小売（和菓子）
セブン・イレブン昭島拝島町4丁目店 拝島町4-17-28 546-6480 小売（コンビニエンスストア）
たまべ書房 拝島町5-1-24 541-1011 小売（書籍）
アオキ洋品店 拝島町5-10-26 541-1115 小売（衣類・雑貨）
㈲青木燃料店 拝島町5-10-27 541-1078 小売（燃料）
野島酒店 拝島町5-10-35 541-1077 小売（酒）
昭島ガス㈱ 福島町1000 546-1115 小売（燃料）
社会保険労務士金子事務所 福島町1011-18-102 546-2765 サービス（そのた）
松本理容室 福島町1011-23 544-8401 サービス（理容）
ホワイト急便東中神店 福島町1011-24 541-6838 サービス（クリーニング）
かぶら木薬局 福島町1014-24 545-3855 小売（薬）
中川金物店 福島町1014-26 541-0409 小売（金物）
㈲新栄サービス 福島町1014-44 542-8437 建設業
サカシタ靴店 福島町1014-58 541-7019 小売（靴）
Ｓｉｇｎ　ｂａｓｅ 福島町1014-59 546-6792 印刷業
セブン・イレブン昭島福島町1丁目店 福島町1-22-11 541-2700 小売（コンビニエンスストア）
◯れすとらん　みずきや 福島町2-9-8 541-8816 飲食業
スリーエフ昭島福島町店 福島町3-1-2 541-2233 小売（コンビニエンスストア）
◯焼菓子　ソレイユ 福島町3-16-17 070-5461-5780 小売(洋菓子）
井上書店 松原町1-3-1 545-2988 小売（書籍）
㈲五郎寿司 松原町1-7-6 541-1970 飲食業
タムラ寝装 松原町1-8-2 541-4768 小売（その他）
◯メガネストアー昭島店 松原町1-11-10　　昭島ｺｰﾄｴﾚｶﾞﾝｽA棟101 500-1488 小売（メガネ）
野田商店 松原町1-27-2 543-1470 小売（酒）
民芸料理百珍 松原町1-34-16 544-2511 飲食業
すしてつ 松原町1-36-3 545-4444 飲食業
宮松商店 松原町2-8-27 541-8324 サービス（その他）
◯ローソン昭島松原町店 松原町2-10-4 542-7371 小売（コンビニエンスストア）
ドラッグストアバイゴー昭島店 松原町2-12-13 545-8918 小売（ドラッグストア）
◯サンヨーアパレル㈱　サンヨーＧ＆Ｂアウトレット昭島店 松原町3-4-29 546-6985 小売（衣類）
◯メガネステーション 松原町3-4-29 545-6674 小売(メガネ・コンタクトレンズ）
ファミリーショップ拝島店 松原町3-5-1エコス拝島店内 544-1172 サービス（クリーニング）
眼鏡市場拝島店 松原町3-10-29 500-0358 小売（メガネ）
お食事処　なかまち 松原町4-3-9 519-1527 飲食業
メガネの宮川 松原町4-10-1 546-3811 小売（メガネ）
㈱金久保商店 松原町4-10-7 541-1125 サービス（自動車整備）
㈲岡部燃料店 松原町4-11-13 541-1162 小売（燃料）
酒　㈲ウチデ 松原町4-11-16 541-1036 小売（酒）
拝島駅前　伊藤書店 松原町4-12-3 545-0550 小売（書籍）
◯㈱中屋薬局拝島駅前店 松原町4-12-5 546-1193 小売（薬）
花屋team 松原町4-12-7　MKビル1階 543-5607 小売（生花）
ブティック　ａｉ 松原町4-12-7　おっぱたビル102 544-4371 小売（衣類）
Ｋ’s　ＢＡＲ 松原町4-12-8 544-0004 飲食業
芳葉拝島駅前店 松原町4-13-18 542-8424 飲食業
デリカショップコック長 松原町4-13-20 546-3351 小売（惣菜）
洋品のおざわ 松原町4-14-7 541-3266 小売（衣類）
◯ステップゴルフ株式会社 松原町4-14-11 519-4042 サービス（その他）
◯カットマート拝島店 松原町5-2-20 544-6871 サービス（理容）
◯さいくるさあびすNo．１拝島 松原町5-16-15 519-4110 小売（自転車）
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石臼挽二八そば　あづま家 松原町5-18-5 541-1073 飲食業
便利屋お助け本舗東京昭島店 松原町5-20-2 500-0325 サービス（その他）
㈱指田園 緑町1-3-13 544-5511 小売（生花・植木）
◯ヘアーサロンムラタ 緑町1-20-1 544-3063 サービス（理容）
◯ヘアーサロンリリーフ 緑町2-29-16 546-6066 サービス（理容）
◯シェービングサロンプリーヌ 緑町2-29-16 546-6066 サービス（理容）
セブン・イレブン昭島緑町２丁目店 緑町2-30-23 546-5761 小売（コンビニエンスストア）
◯インドバングラレストラン　アジ庵ガンジー 緑町3-4-9 546-2485 飲食業
リカー&フーズ　おおたけ 緑町3-22-1 543-2619 小売（酒）
㈲水村建設 緑町3-24-9 544-0392 建設業
神林商店 緑町4-18-13 546-0211 小売（青果）
ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ｓａｌｏｎ ｎｉｃｏｔｔｏ 緑町4-19-15 519-2317 サービス（美容）
ホワイト急便取次店　ことぶきや 緑町4-19-16 541-3883 サービス（クリーニング）
◯中華料理　宝徳軒 緑町4-22-24 543-5304 飲食業
寝具のシライシ 緑町4-28-3 543-7951 小売（寝具）
光輪館 緑町5-1-23 542-6630 小売（自転車）
パナピットユタカ 緑町5-1-23 541-3626 小売（家電）
◯ローソン昭島緑町５丁目 緑町5-17-14 519-4005 小売（コンビニエンスストア）
セブン・イレブン昭島美堀町1丁目店 美堀町1-14-7 541-7010 小売（コンビニエンスストア）
バルハーフムーン 美堀町2-21-7 543-0073 飲食業
ファミリーマート昭島美堀4丁目店 美堀町4-1-1 549-1012 小売（コンビニエンスストア）
ファミリーマート昭島美堀町店 美堀町4-13-41 500-6561 小売（コンビニエンスストア）
酒のきむら 美堀町4-25-6 541-0149 小売（酒）
指圧・マッサージ・はり・きゅう　アミュー治療院 美堀町4-25-8有賀ビル1F 519-5489 その他（鍼灸マッサージ）
中華料理　大陸 美堀町5-1-12 541-7546 飲食業
香水専門店コスメ百貨 美堀町5-15-4 519-6960 小売（化粧品）
ファミリーマート昭島諏訪松中通り店 宮沢町484-3 500-7022 小売（コンビニエンスストア）
ファミリーマート昭島宮沢町1丁目店 宮沢町1-20-8 543-7280 小売（コンビニエンスストア）
セブン・イレブン昭島宮沢町店 宮沢町2-37-13 542-2141 小売（コンビニエンスストア）
中村屋本店 宮沢町2-39-28 541-0123 小売（酒）
ミスタータイヤマン昭島 宮沢町3-3-18 546-0496 小売（その他）
◯生活協同組合コープみらい 武蔵野2-2-3 549-8051 サービス（宅配）
京王自動車㈱昭島営業所 武蔵野2-2-12 541-1812 サービス（その他）
介護タクシー赤とんぼ 武蔵野2-9-30-108 080-5511-7836 運送業
◯多摩・ハシモト・エネルギー㈱ 武蔵野2-11-23 542-1751 小売（その他）
◯橋本産業㈱多摩営業所 武蔵野2-11-23 541-1751 小売（ガソリンスタンド・燃料）
◯セブン・イレブン昭島武蔵野３丁目店 武蔵野3-2-39 543-9771 小売（コンビニエンスストア）
La Faro　ラ・ファーロ 武蔵野3-2-51 546-1222 飲食業
新中華 武蔵野3-6-1 541-9107 飲食業
㈱多摩自輌 武蔵野3-7-11 541-2761 小売（自動車）
㈱柴田製作所 武蔵野3-9-24 543-3630 小売（建築材料）
ケンちゃん餃子㈱ 武蔵野3-10-20 543-0806 小売（食料品）
◯㈱ホンダ東京西 武蔵野3-11-20 541-8777 小売（自動車）

※◯印がチラシ未掲載事業所です。

事業所名 住所 電話 業種
◯いなげや昭島中神店 朝日町3-1-26 541-8066 大型店（スーパー）
◯ウェルパーク西立川店 東町3-5-22 549-7787 大型店（ドラッグストア）
◯いなげや昭島郷地店 郷地町2-29-12 545-4516 大型店（スーパー）
イトーヨーカ堂昭島店 田中町562-1 546-1411 大型店（スーパー）
昭和の森綜合ｻｰﾋﾞｽ㈱　モリタウン 田中町562-1 546-0071 大型店（専門店）
スポーツデポ昭島店 田中町573-1-4 545-7701 大型店（スポーツ用品）
◯モリパークアウトドアビレッジ 田中町610-4 541-0700 大型店（スポーツ用品）
マルフジ昭島市役所通り店 田中町1-30-1 549-1581 大型店（スーパー）
◯㈱島忠ホームズ昭島店 田中町3-8-5 500-2622 大型店（ホームセンター）
◯オーケー昭島店 田中町3-8-5 519-5741 大型店（スーパー）
マルフジ東中神店 玉川町4-5-1 543-3766 大型店（スーパー）
ケーズデンキ昭島店 つつじが丘2-8-20 549-0601 大型店(家電）
◯ゴルフ５昭島店 つつじが丘2-8-50 545-6611 大型店（スポーツ用品）
カインズホーム昭島店 つつじが丘2-8-55 500-0777 大型店（ホームセンター）
㈱エコス昭島店 中神町1149-1 546-3710 大型店（スーパー）
サンドラッグ中神店 中神店1380-1 500-0318 大型店（ドラッグストア）
TAIRAYA　中神店 中神町1380-5 500-0844 大型店（スーパー）
㈱エコス　TAIRAYA築地店 中神町1-24-23 546-7211 大型店（スーパー）
マミーマート昭島中神店 中神町2-19-26 549-0531 大型店（スーパー）
◯ハードオフ昭島中神店 中神町2-23-14 519-5651 大型店（家電・楽器・CD）
◯オフハウス昭島中神店 中神町2-23-14 519-5651 大型店（スポーツ用品・自転車・衣類等）
サンドラッグ昭島松原町店 松原町1-4-13 549-7090 大型店（ドラッグストア）
◯㈱魚力　魚力市場昭島店 松原町1-7-5 549-2070 大型店（スーパー）
◯ゲオ昭島店 松原町2-11-10 500-2278 大型店
㈱ヤマダ電機テックランド昭島店 松原町2-14-6 519-2960 大型店(家電)
イトーヨーカ堂拝島店 松原町3-2-12 543-5511 大型店（スーパー）
㈱エコス拝島店 松原町3-5-1 500-4800 大型店（スーパー）

Ａ券のみご利用できます
大規模店・スーパー等
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◯㈱ヤオコー西武立川駅前店 美堀町1-1-1 549-0911 大型店（スーパー）
サンドラッグ西武立川店 美堀町1-1-1西武立川駅前店2階 549-0522 大型店（ドラッグストア）
イオンリテール㈱ザ・ビッグ昭島店 宮沢町500-1 500-7011 大型店（スーパー）
三多摩綜合食品卸売市場協同組合 武蔵野3-5-1 543-4105 大型店

※大変申し訳ございませんがゴルフ５昭島店は大型店となります。Ａ券のみの使用となりますのでご注意ください。


