
令和3年12月23日 現在

事業所名 主な取扱品・コメント 住所 電話番号

成城石井　nonowa東小金井店 世界中から厳選したおいしいもの 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-316-1070

グレース　東小金井店 野菜・魚・肉・一般食品・牛乳 梶野町5-2-22 グリーンハイツ1階 042-384-6885

三浦屋　武蔵小金井店 生鮮食品と食料品等 本町6-14-28 アクウェルモール1階 042-386-5500

成城石井　武蔵小金井店 世界中から厳選したおいしいもの 本町6-14-45 nonowa武蔵小金井SOUTH 042-380-6131

セブン-イレブン　小金井北大通り店 近くて、便利　セブンイレブン 梶野町4-1-36 0422-54-2571

ファミリーマート小金井桜町３丁目店 あなたとコンビニ！ファミマ 桜町3-1-6 042-382-3040

セブン-イレブン　小金井緑町１丁目店 コンビニエンスストア 緑町1-6-16 042-385-0006

ファミリーマート　小金井北大通り店 コンビニエンスストア 緑町2-1-28 042-386-6035

ファミリーマート武蔵小金井駅南口店 あなたとコンビニ！ファミマ 本町1-18-10 042-380-7607

セブン-イレブン　武蔵小金井駅東店 おにぎり・弁当・食料品・雑貨等 本町2-2-4 042-381-0437

ファミリーマート　武蔵小金井駅前店 あなたとコンビニ！ 本町2-5-3 042-382-3088

セブン-イレブン　武蔵小金井本町２丁目店 おにぎり・弁当・食料品・雑貨等 本町2-6-12 042-381-0051

セブン-イレブン　ムサシ小金井北口店 ご来店、お待ちしております 本町3-8-6 042-384-5060

セブン-イレブン　武蔵小金井駅前通り店 コンビニエンスストア 本町5-5-4 042-388-8815

ファミリーマート 武蔵小金井駅北店 コンビニエンスストア 本町5-9-6 042-386-8016

ファミリーマート　中川小金井北店 コンビニエンスストア 本町5-15-9-101 042-383-3080

セブン-イレブン 小金井本町５丁目店 ご来店をお待ちしております 本町5-21-15 042-382-7816

ＮＥＷＤＡＹＳ コンビニエンスストア 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-386-5070

ファミリーマート　小金井東町一丁目店 食品 東町1-40-11 042-386-8597

セブン-イレブン小金井東町３丁目店 ご来店、お待ちしております。 東町3-5-20 042-234-2027

ミニストップ　小金井東町店 旬の野菜や果物も扱っております 東町4-37-24 042-388-3460

セブン-イレブン　東小金井南口店 コンビニエンスストア 東町4-42-20 042-384-6110

ファミリーマート　小金井東八通り店 コンビニエンスストア 前原町1-3-9 042-380-7970

セブン-イレブン　小金井前原町５丁目店 コンビニエンスストア 前原町5-11-1 042-382-1388

九州屋 野菜、果物、地場野菜 梶野町5-1-23 nonowa東小金井ヒガコマルシェ 042-316-5456

魚力 鮮魚、旬のネタを使った寿司 梶野町5-1-23 nonowa東小金井ヒガコマルシェ 042-386-7331

ニュー・クイック ブランド・オリジナルミート 梶野町5-1-23 nonowa東小金井ヒガコマルシェ 042-388-2251

ケーニッヒ本店 手作りハム、ソーセージ、贈答品 緑町5-3-18 042-381-4186

(有)山本豆腐店 手作り豆腐、油揚生揚がんもどき 本町1-10-5 042-381-2069

くりやぶね 手作りのヘルシーなお弁当お惣菜 本町1-12-6 042-388-3027

地産マルシェ 小金井市の採れたて野菜など 本町5-1-18 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン 042-316-7028

ＰＡＲＩＴＡＬＹ 福菜屋 旬の野菜を使ったお惣菜・お弁当 本町5-39-23 070-1576-9878

村田水産 魚を食べて元気になろう！！ 本町5-41-14 042-383-8607

握飯屋 手作りおにぎり 東町4-5-9 042-388-3368

テシマ　フーズ 野菜・果物 東町4-5-11 042-381-6147

フレッシュミート　コイデ 国産牛豚鶏肉、手造り惣菜！ 東町4-8-15 042-381-3073

魚孝 国産天然物を中心に美味い魚取扱 東町4-20-2 042-383-7487

にこにこキッチン 心のこもった美味しい手作り弁当 中町3-8-4 042-383-3725

ＰＡＲＩＴＡＬＹ やおや 小金井産・朝採れ旬野菜のやおや 前原町5-8-3 丸田ストアー内 070-1576-9878

都倉精肉店 精肉 前原町5-14-25 042-383-5002

(有) 田中食肉店 牛肉豚肉鳥肉お惣菜自家製加工品 貫井北町2-2-25 042-381-5108

フレッシュさとう 毎日新鮮！！毎日大特売！！ 貫井北町2-10-21 042-388-3215

令和３年度　こがねい地域応援券　取扱店一覧

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

生鮮食料品（肉・魚・青果・豆腐・乳製品・惣菜・弁当　等）
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食こまち 調味料、牛乳、日配品など 梶野町5-1-23 nonowa東小金井ヒガコマルシェ 042-401-2920

仙波商店 清酒小金井桜発売元バラの咲く店 緑町1-6-49 042-384-1008

(有)佐々木酒店 酒・食品・惣菜　など 緑町4-10-15 042-381-3124

稲屋酒店 酒特にワインの無添加商品に注力 緑町5-18-21 042-381-1634

(株)大島 ビール等重たい商品お届けします 本町1-11-3 042-384-2111

(有)並木商店 酒類米穀類市廃棄物処理券袋配達 本町1-6-9 アルファコートB101号 042-381-2243

茶の丸美屋　小金井店 お茶　焼海苔　専門店 本町2-8-9 042-385-6038

ジェニュインコーヒー 自家焙煎コーヒー豆 本町2-18-4 りなハイツ101 042-401-2608

木崎商店 店頭精米で美味しい米 本町4-12-40 042-381-2743

コーヒーロースト 生豆から焙煎、美味しいコーヒー 本町5-20-25 042-382-8187

駄菓子屋こまち 駄菓子 いぶりがっこ秋田の物産 本町5-39-23 Tｺｰﾎﾟ 042-385-2330

おむすび権米衛 手づくりおむすび 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-381-3882

ＰＡＯＰＡＯ 本格点心 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-388-6670

銀座 縁 焼鳥、惣菜、うなぎ蒲焼 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-386-7477

Sushi 力蔵 寿司テイクアウト 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-386-6055

Deli comer サラダ、オムライス 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 090-2250-7881

Rail Marché モノ+コト 山梨産ワイン、食材、スイーツ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-7755

カルディコーヒーファーム コーヒー、ワイン、各種食材 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-382-5040

神田味坊 ラム串等、中国東北料理 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-1510

とんかつ和幸 とんかつ惣菜、お弁当 本町6-14-45 nonowa武蔵小金井SOUTH 042-380-8139

田中屋酒店 東京地酒　地ビール多摩の恵 東町1-44-25 0422-31-7329

お茶の橋本園 お茶の製造及び卸販売 東町2-1-1 0422-31-4464

岡田米穀店 東町4-5-15 042-381-3823

お茶の井上園 ３０種類以上の茶葉・茶器 東町4-6-3 042-381-1555

佐藤商店 酒類・食品 東町4-31-9 042-383-1011

ひがし商店 地元産朝採り野菜販売中！ 東町4-42-1 042-384-3137

新井米穀店 お米・宅急便 中町3-13-13 042-381-2928

かじや酒店 小さな蔵の日本酒・焼酎 貫井南町4-17-22 042-381-0469

ダイソー 100円ショップ 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 070-7577-7683

田極燃料店 灯油の販売 本町4-12-23 042-381-3326

3COINS OOOPS！ 300円雑貨 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-4805

マーカーズ 国内外の雑貨・食品・菓子 東町4-31-8 042-382-0839

かぶとパン・かぶとめし 日替わりの手作りパン・お弁当 関野町1-10-11 070-4437-3236

アイシングクッキーと雑貨のお店　Dear 美味しいクッキーと可愛い雑貨 梶野町1-2-36 PO-TO　N-09 090-3338-6667

リトルマーメイド 焼きたてベーカリー、スイーツ 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-380-2033

銀座コージーコーナー 季節のケーキ、焼き菓子 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-316-1152

ファンタジスタ パンの他にシベリアやプリンも♪ 梶野町5-6-4 042-382-8083

緑町のパン屋さん　クラウン コッペパン専門店 緑町2-4-2 042-316-4190

キィニョン　武蔵小金井ののみち店 パン、カフェ 緑町5-3-45 042-316-3917

パン工房ノアノア 手作りパンのお店 本町1-6-17 042-388-4020

和菓子処ならは　農工大通り店 いちご大福・季節のお菓子 本町1-10-5 042-385-7800

桜天然酵母パンびおりーの 桜の花から採取した天然酵母パン 本町1-20-2 090-6516-6911

クラウン　ベーカリー 手作りパンとカフェの店 本町2-6-1 042-384-7165

御菓子司　三陽 美味さを作り続けて50年和菓子 本町2-9-10 042-383-7400

パリジェンヌ洋菓子店 みんながおいしいとほめるお店！ 本町3-4-3-103 042-385-5698

パティスリーメリクリ 洋菓子 本町3-10-12 042-385-0170

(株)三晃・食ってみでけろ お煎餅・和菓子 本町4-13-2 1F 042-381-3585

食料品（米・酒・茶　等）

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】

日用雑貨・燃料

パン・和菓子・洋菓子
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金青堂　GOLD BLUE ★こきんちゃんのベビーカステラ 本町4-21-13 042-388-5558

和風ジェラートおかじTokyo 季節の素材で手作りジェラート 本町5-4-29 042-301-8383

ケーキハウス 手作り洋菓子、クッキー 本町5-10-19 042-384-6376

マルグリット お店で手作り♡生ケーキと焼菓子 本町5-38-27 シルバーコート小金井1F 042-385-0052

(株)青木屋　小金井店 和菓子・洋菓子 本町5-41-3 042-384-0332

パン工房ティアラ やきたて　できたて　手作りパン 本町5-41-7 042-386-0156

 米　伊勢屋 お団子・おにぎり製造販売 本町5-41-16 042-384-5956

亀屋本店 歴史ある和菓子の基本を大切に！ 本町6-14-28-103 042-385-8181

LA･PAN クリーミー生食パン 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-4015

神戸屋キッチン デリ＆カフェ 食事パン・菓子パン、カフェ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-386-6680

La Boutique TERAKOYA スイーツ、パン、オードブル 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-401-2102

ＳＷＥＥＴＳ ＢＯＸ 週替わりのスイーツショップ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井エキナカ 042-316-1510

リトルシープ 美味しい手作りパン 桜町2-4-3 042-381-2423

和菓子処ならは　新小金井店 いちご大福・季節のお菓子 東町4-5-6 042-384-0900

御菓子司　新小金井亀屋 和菓子 東町4-8-15 042-381-3074

スペース楽 焼菓子 東町4-10-14 042-388-6456

オーロール　新小金井店 手作りパン　オーロール 東町4-20-1 042-385-3993

菓子工房 ビルドルセ 心と身体がヨロコブお菓子 東町4-38-17 ロイヤル武蔵野1階 042-301-2345

コガネイチーズケーキ 体にやさしいレアチーズケーキ 東町4-42-3 エクセル東小金井B1 042-407-2038

Kids Baku プリンと生果実ゼリーの専門店 東町4-43-1 Parador 小金井1F 042-401-2080

松なみ 和菓子 中町3-12-26 042-387-1588

(有)ポルシェ洋菓子店 美味しいケーキ・クッキー等 前原町3-40-23 042-381-9361

フォレストマム ビーガン＆グルテンフリー焼菓子 前原町3-41-28 080-6545-6702

tiny little hideout SPOONFUL 朝焼きマフィンやスコーンあり〼 前原町5ｰ8-3 丸田ストアー内

季節の和菓子みのり 四季折々の和菓子 前原町5-8-3 丸田ストアー内 090-2457-6175

フラワー工房さくら　カフェ りあん 手作りクッキーとパウンドケーキ 貫井南町2-7-14 042-386-3690

(有)オンフルール 手作りパン 貫井南町5-14-13 042-384-7733

ゆめ工房さくら 材料にこだわった焼菓子 貫井北町2-18-6 042-385-6683

そらcafe 焼き立て種類豊富なクレープ 移動販売車

マツモトキヨシ 医薬品、化粧品、日用雑貨 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-383-6313

トモズ　東小金井店 ドラッグストア 梶野町5-2-27 042-386-5433

竹の葉薬局 小金井緑町店 安心！絶品！無農薬野菜！ 緑町5-12-17 042-316-7688

龍光堂薬局 一般薬・漢方薬・健康食品　他 本町5-18-6 042-383-5601

柴崎薬局 レバコール・ミラグレーン・若甦 本町5-38-32-102 042-381-2655

おしゃれの店　長尾 化粧品・日用品・雑貨 東町4-20-4 042-383-5404

栄貫堂薬局 漢方薬・一般医薬品・保険調剤 東町4-42-25 042-381-7026

愛徳薬局 漢方で体調を整えませんか？ 貫井北町5-11-13 042-359-4597

大洋堂書店 カフェ併設の本屋です 緑町1-1-23 042-381-2148

菊屋文具店 文具・事務用品取り寄せ承ります 本町1-7-6 042-381-1379

中央書房　駅前店 絵本がいっぱい並んでいます 本町5-2-27　本町ビル 103号 042-328-8511

日進堂文具店 今年で創業７０年になる老舗です 本町5-20-1 042-381-0634

読売センター小金井 新聞以外の取扱品も全て利用可能 本町5-41-11 042-381-2634

古本はてな倶楽部 面白い本・珍しい本のお店 貫井北町3-31-20 042-315-6791

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】

薬・化粧品・ドラッグストア

書籍・事務用品
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フォーエル　小金井店 大きいサイズの専門店 関野町1-4-5 042-316-1780

ハコベ オリジナルデザインの雑貨 梶野町1-2-36 PO-TO　N08 090-1702-3918

ｉｋｋａ メンズ・レディース衣料、雑貨 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-381-5650

FLOWER　GARDEN 花柄専門のかわいい雑貨屋 本町1-11-4 042-316-4236

オザキテーラー オーダースーツ、シャツ 本町1-11-5 042-381-2047

松屋靴店 つまずきにくい靴・快歩主義 本町5-12-22 042-381-4404

ヨネヤ洋品店 年配向の衣料品を多数取揃え有り 本町5-14-13-101 042-381-2888

むさし屋 衣料品 本町6-14-28 アクウェルモール111 042-381-3370

ピッコーネ　アッチェッソーリ バッグ、ポーチ、スカーフ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 080-3600-6051

ＪＩＮＳ メガネ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-4518

靴下屋 靴下、タイツ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-401-2299

プレミィ・コロミィ ことりグッズ、服飾雑貨 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-382-6601

プレイヤーズ自由が丘 バッグ、雑貨 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-1557

Green Parks sara レディースファッション 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-1651

タローズハウス　東小金井店 ジーンズ持込み丈直しも承ります 東町4-7-11-101 042-381-5355

ふとんの広瀬 お布団の仕立直しをしております 東町4-21-9 042-384-5457

ときどきオシャレわたなべ 衣料品ミセスの衣料品を大特売！ 東町4-42-6 042-383-7247

セレクトショップ ゆうすい 婦人服・雑貨・市内中学校制服 中町4-14-15 プエルト小金井ビル1F 042-301-7345

ハコマルギフト ラッピングのお店 前原町3-40-20 小金井ビューハイツ110 B 042-403-4626

（株）クローバーズ 学生服・ユニフォーム 貫井北町1-24-13 042-316-4420

えこる国分寺店 健康靴えこるの販売・中敷き製作 貫井南町4-26-3 042-401-2262

(株)山本電業社 家電販売電気工事学校指定体育着 本町1-5-12 042-381-2416

長澤時計店　南口店 電池交換・修理代も使用可 本町1-9-3 042-381-2541

メガネライフ武蔵小金井 メガネ・コンタクト・補聴器 本町2-5-3 042-387-1521

小金井電化サービス 家電品販売・電気工事 本町3-8-1 第2佐藤ビル1F 042-381-1569

(有)信邦無線 家電製品住宅設備製品ガス器具 本町4-13-20 042-383-0368

長澤時計店　北口店 時計・貴金属・眼鏡販売・修理 本町5-19-1 042-381-2474

メガネのマエダ メガネ・コンタクト・補聴器 本町6-14-9 イトーヨーカドー武蔵小金井店3F 042-383-1578

ふじかわフォトサービス 証明写真・現像・印刷・カメラ 本町6-14-28 アクウェルモール1F 042-381-2545

(有)金沢でんき 電気の便利屋さん！！ 東町4-7-11 042-384-1900

たまテレビ　小金井店 電気販売　取付工事　修理 東町4-20-2 042-383-8747

クマガイ電器 洗濯機冷蔵庫TV炊飯器オーブン 前原町5-13-20 042-383-6556

アヴァン ヌクイ　(有)貫井電業社 街のでんきやさん 貫井南町4-8-2 042-381-2172

オリーブガーデン オリーブ・季節の花・シクラメン 梶野町1-3-22 0422-54-8701

ペットボックス 犬猫の美容・ホテル・販売 緑町4-12-13 042-388-7999

花好 新鮮なお花が多くさんあります 本町1-9-8 042-383-8741

かわせみ手芸店 手芸用品の販売、手芸教室の開催 本町6-7-18 042-307-3426

フラワーズ＆プランツ　ペタル 季節のお花と雑貨 前原町5-8-6　丸田ストアー内 090-6115-5482

小金井サイクル 自転車販売及び修理 緑町1-6-2 042-384-7238

Cycle Store 松島 自転車販売・修理レンタサイクル 本町1-18-14 042-381-2078

(有)ジュピター パンクから車検他ご相談下さい。 本町3-8-3 042-386-0335

(有)鈴木モータース 国産外車修理、販売。まず相談。 中町3-4-4 042-381-5118

サイクルショップ　シンワ 自転車・電動自転車 前原町2-24-6 042-383-6636

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】
衣料品・靴・雑貨・寝具

電気製品・時計・メガネ・写真

趣味・花園芸・玩具・ペット関連

車・二輪車・自転車・ガソリンスタンド
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そば処　田吾作 そば・うどん・丼・手作スイーツ 関野町2-1-7 042-385-0539

シェアピッツァ/ share pizza 本格ナポリピッツァ 梶野町1-2-36 MA-TO　R-04 050-3708-1058

出茶屋 自家焙煎珈琲・焼き菓子など 梶野町1-3-22 オリーブガーデン内 出茶屋 090-8050-9242

スターバックスコーヒーnonowa東小金井店 スペシャルティ コーヒー 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-380-3951

マクドナルド　nonowa東小金井店 ハンバーガー、ポテトなど 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-316-3555

串カツ田中 串カツ、肉吸い、かすうどん 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-401-1994

キッチン ブラウン 洋食 梶野町5-6-11 042-384-0446

らーめんがんま クセのない豚骨ラーメン 梶野町5-6-12 042-301-1888

手打ちそば醍醐 手打ちそば 梶野町5-9-4 042-383-1248

キイロ おやきとハーブの店 梶野町5-9-8 042-316-3109

華屋与兵衛　東小金井店 和食ファミリーレストランです 梶野町5-9-18 042-385-0878

ジャイアント　パンダ 酒・油そば・お刺身・おつまみ 梶野町5-10-58 ののみちヒガコ東E-06 042-226-1366

六甲山 お好み焼・焼きそば・もんじゃ 梶野町5-11-28 ののみちヒガコ東E-05 042-406-4188

デイリーズカフェ　ヒガコ ゆったりくつろぎのカフェ空間 緑町1-1-28 042-316-5286

スナフキッチン 小金井の野菜を使った創作そば 緑町1-5-3 エミールハイツ102 090-5198-2216

揚子江 本格中華料理 緑町1-6-62 042-301-3388

田舎うどん　かもkyu 創作つけうどんがおすすめです 緑町4-15-48 042-406-1699

らしか お弁当、お惣菜、オードブル 緑町5-4-14 042-315-0322

カレー＆カフェ　味倶楽部 石焼カレーの美味しいお店です。 緑町5-17-20 042-382-0079

和花 季節のおいしい和食 本町1-5-12 042-383-5374

カンパネッラ 家族経営・パスタ・一品料理など 本町1-6-17 若林ビル1階 042-304-0768

PRANKS COFFEE　小金井六地蔵 コーヒー豆とドリップコーヒー 本町1-7-4 080-3006-0174

お好み焼　みっちゃん お好み焼もんじゃ焼焼そばのお店 本町1-8-13 090-3082-4070

手料理　れいこ 新鮮な小金井産野菜も使ってます 本町1-15-10 042-383-9458

福源居 中華料理 本町1-18-8 桜並S.Hビル1F 042-385-9537

カフェ　ズート　ケーニッヒ ドイツビール、スイーツ 本町1-18-15 一駒ビル1F 042-381-4186

モスバーガー　武蔵小金井南口店 ハンバーガー屋さんです 本町1-19-10 042-384-1234

らーめん処　かんむりや ラーメン 本町1-19-11 042-384-1172

きんぺい 心込めた　前菜で　まずは、一献 本町1-20-7 042-385-8554

うなぎ美登里 活鰻、備長炭使用、創業百周年 本町2-6-10-101 042-384-1394

あいたい屋 ステーキ等、肉料理専門店 本町2-9-11 042-384-7069

料理工房・８番テーブル カウンターのみの、無国籍居酒屋 本町2-19-22 042-384-1811

jikka de dining 自家製ピザのあるお店 本町2-20-4 042-316-1443

Cafe 薫 カフェ　食事　ドリンク　デザート 本町4-3-5 042-386-5255

Mia　Bocca 北海道イタリアン 本町5-1-18 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン 042-316-1799

すし屋銀蔵 寿司、刺身、焼き物、揚げ物 本町5-1-18 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン 042-316-4431

東洋食堂 本格タイ料理 本町5-2-27 本町ビル102 042-381-1264

Mountain ファイブ 武蔵小金井で一番熱い焼肉 本町5-10-18 ラ・メゾンヴェール2F 042-316-7130

幸　寿司 この機会に是非当店の鮨をどうぞ 本町5-12-12 042-385-7333

カレーハウスCoCo壱番屋 JR武蔵小金井駅北口店 カレー 本町5-13-6 ユニーブル武蔵小金井Ⅱ　１階 042-401-1422

ビストロ酒場　服部 欧風料理とワインのビストロ 本町5-17-4 ハズマビル101号 042-385-1399

炭火焼鳥　ツン 美味しい串焼とお酒揃えています 本町5-18-5 042-316-6039

割烹真澄 和食の昼定食、夜季節料理美味酒 本町5-18-5 042-381-2770

焼肉フジビーフ 黒毛和牛ほか 本町5-18-5 第55 東京ビル　B1F 050-5461-2305

西洋膳所　おがわ 洋食・おがわ名物ビフテキ丼 本町5-18-8 メゾンエスポワール1A 042-386-3086

嵐屋 昔ながらの町中華 本町5-18-13 042-385-6577

ラーメンくう 九州直送の細麺使用 本町5-19-1 042-383-2288

レストラン葦 ハンバーグの老舗レストラン 本町5-19-1 清水ビル2階 042-384-0038

揚げ処　まさ竜 とんかつと季節の料理 本町5-36-15 042-316-5729

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】
飲食業（和食・中華・洋食・カフェ）
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菊寿司 寿司・うなぎ・刺身　等 本町5-41-18 042-381-5440

黄金バル　ITER 人・酒・カレーが旅するバル 本町6-5-3 シャトー小金井 042-301-8160

でみcafe スープやカレー＆おからドーナツ 本町6-5-3 シャトー小金井アートスポットシャトー2F 080-5403-4106

日高屋　武蔵小金井南口店 ラーメン・餃子・定食 本町6-14 042-384-6911

ゴンチャ タピオカミルクティ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-5252

スターバックスコーヒー　nonowa武蔵小金井店 スペシャルティ コーヒー 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-386-7333

PIER'S CAFÉ ベーカリーカフェ 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-1720

上島珈琲店   コーヒー、サンドウィッチ 本町6-14-45 nonowa武蔵小金井SOUTH 042-380-5501

大戸屋        手作り・出来立て定食 本町6-14-45 nonowa武蔵小金井SOUTH 042-383-8613

サイゼリヤ   イタリア料理、ワイン 本町6-14-45 nonowa武蔵小金井SOUTH 042-380-7261

Cafe ５８８４ 美味しいコーヒーとビーガン料理 桜町1-11-21 042-387-1004

たべもの処　蔵 江戸東京たてもの園内のうどん店 桜町3-7-1 江戸東京たてもの園内 042-387-3141

末広 そば・うどん・丼ぶり 東町4-3-11 042-381-3746

上海厨房 中華料理 東町4-22-2 042-316-4080

Suzie-Q アメリカンダイナーやってます。 東町4-31-10 曽根ビル1F 042-315-2602

杉玉屋 ワインと日本酒専門のワインバー 東町4-31-18 サトービル1階 042-383-1468

カレーショップ　サイのツノ １００％オリジナルのカレーを！ 東町4-37-19 042-387-7488

燻薫～kunkun～ 燻製商品と滷肉飯が購入できます 東町4-37-23 星川ビルD号 042-316-5539

料理人のいる魚屋　かず家 豊洲直送・鮮度抜群・かず家 東町4-38-17 水沢ビル地下1階 042-301-1717

洋食　冨士ランチ 国産牛挽豚挽のハンバーグ 東町4-38-17 042-387-7731

ＷＡＩ 創作料理 東町4-38-17 042-406-4788

中華料理　高園 よだれ鶏焼き餃子石鍋麻婆豆腐 東町4-38-21 マルシンパレス2F 042-301-7796

祥瑞坊 おいしい本格中華料理のお店 東町4-38-24 髙橋ビル1F 042-388-9166

東小　おむすび さんかく 魚沼産コシヒカリ１００％ 東町4-38-28 天野屋ビル102 042-203-2083

La Bergerie ワインに合うお惣菜の店 東町4-39-5 042-385-7797

モスバーガー　東小金井南口店 ハンバーガー 東町4-42-20 042-385-0369

CURRY HOUSE CoCo壱番屋 JR東小金井駅南口店 ココイチのおいしいカレーです。 東町4-43-9 042-386-7037

とんかつ新宿さぼてん　東小金井駅南口店 とんかつ・揚げ物惣菜 東町4-43-9 042-381-0321

キッチン男の晩ごはん　東小金井店 うまい味の飯屋。満腹になれます 東町4-43-10-1F 042-316-4260

インド料理レストラン　アダルサ 人気のインド料理を出します！ 東町4-46-12-2F 042-401-2550

そば処　なかや そば・うどん・天ぷら 中町2-14-15 042-383-6396

サンライズ 定食・日替り弁当 中町2-17-18　ステラコート1F 042-384-7210

そば処　よし乃 そば・うどん・丼 中町4-18-20 042-381-0376

味の民芸　小金井店 手延べうどんを使用した和食麵処 前原町1-7-8 042-383-4917

レストラン　TERAKOYA フランス料理・洋菓子・洋惣菜 前原町3-33-32 042-381-1101

ハンバーグマニア ジューシーなハンバーグ！ 前原町3-40-20 小金井ビューハイツ113 042-383-7582

割烹　たけ スタンド割烹・季節の旬を大切に 前原町5-6-16 042-381-9213

レストラン ホーマー 洋食 前原町5-8-26 042-384-1183

巌窟王 美味しいとんかつ、定食　など 前原町5-9-4 042-385-5181

江川亭　本店 東八道路のラーメン屋江川亭本店 前原町5-9-11 042-383-5403

ＷＯＯＤ　ＢＲＡＮＣＨ 飲食店　レストラン 前原町5-15-8 ウッドストック小金井1F 042-381-7988

スエヒロ館　小金井店 焼肉 貫井南町1-11-1 042-383-1129

リストランテ大澤 庭園のある旧家のイタリア料理店 貫井南町1-25-4 042-382-8811

レストラン サンライズ インド料理 貫井南町2-1-22 ウィスタリアビル1階 042-381-5077

フレッシュネスバーガー　武蔵小金井店 テラスでペットと共にバーガーを 貫井北町2-11-4 042-386-6877

Soba masumi 手打ち蕎麦 貫井北町2-15-11 トゥレル1 102号 042-387-9925

(有)へんくつや 広島風お好み焼・鉄板焼 貫井北町3-5-7 042-385-1418

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】
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山内農場　東小金井北口駅前店 お酒・料理 梶野町5-2-36 モーゼビル2階 042-381-5488

Shining Stage Chi é mi ダイニングバー 緑町5-4-24 グリーンフラッツ112号室 070-1472-0128

居酒屋　波浮港 釜めし　旬菜天ぷら　煮付魚又焼 本町1-11-10 042-384-4208

目利きの銀次　武蔵小金井南口駅前店 お酒・料理 本町1-18-8 桜並S.Hビル4F 042-385-9288

こひで 刺身、煮物、揚げ物などなど 本町1-18-15 042-385-6566

ジャノメキッチンじざい 黒毛和牛のローストビーフが絶品 本町1-19-4 042-301-0888

やきとり　にしだ場 美味しいやきとり 本町1-19-8 042-316-3278

魚やの台所 天然鮮魚・手作り惣菜・地酒等 本町2-6-10 シティライブ武蔵小金井102 042-382-1455

鉄板焼てっかば ライブ感のある鉄板焼居酒屋 本町5-2-27 042-316-4144

もつやき百薬の長 もつやき、もつ煮、一品料理の店 本町5-12-15 042-383-6640

入船 天然食材を低価で提供してます 本町5-12-15 042-381-3942

ＭＵＲ ミュール SOUL&DISCO　Bar 本町5-15-9 栄ハイツエクシード1F 042-382-1589

晩酌の店　大黒屋 炭火焼きのやきとんや魚・煮込み 本町5-17-20 マンション1F 042-381-2600

大衆割烹　壱番館 人気のお刺身と秋田の地酒を是非 本町5-18-5 太平ビル1F 0120-355-708

魚民　武蔵小金井北口駅前店 お酒・料理 本町5-18-5 太平ビル地下1階 042-388-3788

串あげ　上々 串揚げ 本町5-18-8-1F 042-304-2000

鳥しん 旬の刺身と季節料理 本町5-18-15 042-385-8839

秘蔵っ子 季節料理　居酒屋 本町5-18-15 042-384-6958

スナック　ヨーコ 家庭的なお店です 本町5-18-15 042-316-1336

炭火屋buchi さし身　串焼き　旬の食材 本町5-18-15 042-386-1601

島じかん スナック 本町5-18-15 050-3575-7797

スナック いずみ お酒・カラオケ 本町5-18-15 042-384-2325

スナック敏敏 上海家庭料理の落ちついた店です 本町5-18-15 2F 042-382-1180

やきとり柳田屋 美味しいやきとり 本町5-19-5 042-316-3920

あぶりや三日月亭 焼鳥等のテイクアウトもできます 本町5-28-10 042-316-4105

本格炭火焼き鳥　ひろや 炭火焼鳥 本町6-13-18 コスモスビル202 042-207-7168

赤札屋 小金井店 居酒屋 本町6-14-28 042-385-6478

ひがこDINING　彩り お酒も食事も！クラフトビール！ 東町4-38-17 水沢ビル1F 042-381-3166

yakiton sutton 炭焼き　やきとん 東町4-38-21 042-407-2022

酒美飯囲ひろし 旬な食材を使った創作料理 東町4-41-2 042-301-5533

大衆食堂　安べゑ　東小金井店 ランチ営業、定食、お酒、テイクアウト 東町4-42-20　SKビル１階 042-380-6788

旬彩庭　華美 個室６室有る和食中心の居酒屋 東町4-46-12 コグレビル1F 042-385-3433

スナック　シロー 手作りつまみ、アルコール類 貫井北町2-17-8 042-383-5075

ファッションクリーニング　ラビット 衣類のお手入れお手伝いします。 緑町4-12-12 042-385-3373

クリーニングKYOEI　緑町店 地域に根ざしたクリーニング店 緑町5-17-21 042-385-7775

大佛クリーニング 東小金井店 クリーニングサービス 梶野町5-11-28 042-226-1800

(有)富士ドライクリーニング クリーニング 本町1-9-1 042-381-1749

クリーニングKYOEI　MAX小金井南口店 地域に根ざしたクリーニング店 本町1-9-6-101 042-385-0106

クリーニングKYOEI　MAX小金井店 地域に根ざしたクリーニング店 本町2-20-4 042-385-4339

中村クリーニング クリーニング 本町3-7-2 042-381-7928

(有)クリーニングショップたかはし キレイがステキ！クリーニング 本町5-2-25 042-386-2013

大佛クリーニングスタイリッシュカール武蔵小金井店 クリーニングサービス 本町5-14-14 042-386-5532

クリーニングショップたかはし　小金井店 キレイがステキ！クリーニング 本町5-15-9 栄ハイツエクシード104 042-387-1585

クリーニングKYOEI　MAX小金井3号店 地域に根ざしたクリーニング店 本町5-21-14 1F 042-383-7678

クリーニングショップたかはし　小金井北店 キレイがステキ！クリーニング 本町5-33-19 マリービル102 042-385-7714

RITZクリーニングダイエー小金井店 クリーニングサービス 本町5-34-14 042-401-2233

志村クリーニング クリーニング 本町5-38-26 042-381-6272

クリーニングKYOEI　本店 地域に根ざしたクリーニング店 本町5-41-17 042-384-4374

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】
居酒屋・スナック

クリーニング
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ダイエークリーニング クリーニング 東町4-3-2 042-384-3411

白洋舎新小金井チェーン店 高級クリーニング 東町4-3-11 042-383-7311

(有)白栄舎クリーニング クリーニング・石けん 中町3-12-25 042-386-3311

富士屋クリーニング 創業５６年！街のクリーニング店 貫井南町1-22-36 042-381-7510

IRONOHA nail salon 東小金井小さなネイルサロン 梶野町1-2-36 PO-TO　S-07 090-3478-3060

美容室エストグラシュ カット・パーマ・カラー　等 梶野町5-1-7 042-384-9886

理容　ワタナベ 本町1-2-14 042-384-1634

理容　おおの 理容・白髪ボカシもやっています 本町1-3-11 042-383-3903

美容室スタジオ・ミスティー カット・パーマ・カラーリング 本町1-5-1 アルブビル101 042-385-6690

Rushell Ange 美容院 本町1-8-11 アーバン武蔵小金井1F 042-384-9907

hair make kalon 武蔵小金井 「カラーが上手」と口コミ大人気 本町1-10-3 成家ビル2F 042-301-0500

cure 美容 本町1-11-5 042-384-6512

綜合理容室　ロダン 白髪ボカシや女性のお顔剃り 本町4-14-22 042-385-0586

FALCO hair ご新規の方・大歓迎です！！ 本町5-11-7 第一国土ビル2F 042-385-6472

COLLECTION　DOOR 美容室 本町5-11-7 アリス武蔵小金井1F 042-385-0688

nail salon Bonita 上質な非日常空間でネイルを 本町5-12-14 042-380-0134

美容室ヘアーグラシュ カット・パーマ・カラー　等 本町5-13-1 2F 042-387-1107

Pinion　life キッズスペースのある美容室 本町6-5-3 シャトー小金井1F 042-316-4288

APRES LA PLUIE ネイルサロン 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-4866

サロット・グレ・ノグチ ヘアカット、ヘアカラー、パーマ 東町1-40-8-101 ベルコート東小金井 042-385-6465

HAIR HOUSE 髪工房 理容院 東町4-31-9 042-383-3926

美容室シャルムヌーボー オシャレを楽しみましょう 東町4-42-1 042-383-3915

パイプライン カット・頭皮クリーニング 前原町3-40-20 ビューハイツ小金井109-1 042-316-1233

理容　まさる 理容業 前原町4-17-13 042-383-3066

Cut　Space　F メンズ　カット 貫井北町2-2-27 ユニストワン102 042-381-5339

整体院わがつま 東小金井で５年。安心の腰痛整体 梶野町5-7-14 042-316-7588

山中接骨院・鍼灸院 本町1-2-11 042-381-9393

伯雲堂薬局 漢方相談・健康相談・処方箋調剤 本町2-6-12 ライベスト武蔵小金井1F 042-400-6035

腰痛整体FUKUROH 慢性の腰痛、お力になれます！ 本町2-9-20 ブラウニー102 080-6699-6212

こがねい接骨院・こがねい鍼灸院 矯正・鍼灸・耳ツボダイエット 本町2-20-12-102 042-387-8374

武蔵小金井駅前整体院 大切な人に紹介したくなる整体院 本町5-12-14 スプリングビル2F 042-316-6904

稲垣薬局　桜町店 パルスオキシメーター取扱い 桜町1-8-5 042-380-5838

東小金井駅前整体院 大切な人に紹介したくなる整体院 東町4-38-24 042-401-1924

ライフ整骨院 ほねつぎ　整体　ボディケア 中町4-14-3-101 042-316-1497

(有)くすの木ケアサービス 高齢者介護保険通所介護事業 前原町3-16-11 042-388-3655

大久保商店 ガス器具 梶野町4-5-10 042-381-1735

(有)I・K・O・プランニング 不動産の事何でもご相談ください 梶野町5-6-12 042-304-1010

(株)タカキホーム リフォーム工事・住宅資材 本町1-12-6 042-387-5555

(株)山口屋 水まわりのリフォーム 本町5-19-6 042-381-3354

(有)小金井美装 ハウスリフォーム・クリーニング 本町5-19-6 チャコール山口屋201 042-385-5955

小金井祭典のちょっと訊ける場所めぐる お香・贈答用お線香　葬儀ご相談 本町5-32-19 042-385-4700

大久保表具店 壁紙襖障子貼カーテンブラインド 東町4-7-4 042-381-3736

(株)スタート 店舗・住宅のリフォーム・増改築 東町4-38-26 3F 042-388-6222

東京キーロック 電気錠・入退出管理・錠前・合鍵 前原町5-14-25 042-385-6934

総合葬祭プランナー 花会 葬祭サービス・お花・仏壇・返礼 貫井南町1-16-17 042-386-3552

小金井住宅 住宅リフォーム他何でもご相談！ 貫井南町4-12-39 080-4087-9156

理容・美容

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】

健康・医療

住まい・環境・冠婚葬祭
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(有)小金井交通 タクシー 梶野町5-8-29 042-381-1482

武蔵野自動車交通(株) タクシー 緑町5-5-2 042-381-0733

つくば観光交通(株) すべては笑顔のために 東町4-33-19 042-381-5004

(株)タウンキッチン シェアスペース 一日利用 梶野町1-2-36 0422-30-5800

おとなりさん。ひこばえ 個別ケアを目指したデイサービス 梶野町1-7-34 0422-38-5708

笠峰移動写真館 ご希望に応じた写真撮影 090-5581-7189

Re.Ra.Ku ストレッチ、ボディケア 梶野町5-1-1 nonowa東小金井 042-316-6135

トマトツアー　みんなの合宿 細やかな旅行の手配をいたします 緑町3-9-24 042-380-0721

小金井補聴器 補聴器・補聴器用空気電池 本町1-18-5 村松ビル小金井3階 042-316-4347

(株)ときわスポーツ　小金井店 スポーツ用品 本町2-5-5 042-381-2560

ミシンのアイミ ミシン・ミシンの修理 本町4-12-38 042-381-2828

上野印房 印鑑・ゴム印・シャチハタ等 本町4-14-20 042-401-2202

税理士法人　アクシア 税理士業 本町5-3-24 関ビル 042-388-2113

宮地楽器　小金井店 楽器・楽譜・アクセサリー 本町5-14-10 042-385-5585

てのひらストア　otete 徳島のアンテナショップ 本町5-15-9 栄ハイツエクシード1F 042-202-8002

旅館　二幸 小金井唯一。老舗和風旅館 本町5-24-28 042-381-3351

もぐもぐ子ども調理室 子ども料理教室・離乳食講座 本町5-36-15 042-316-3565

ママズスマイル　武蔵小金井店 店舗型ベビーシッター・託児所 本町5-36-16 042-401-1899

大栄ボウル ボウリング場 本町5-38-36 大栄東急スポーツプラザビル 042-383-2351

カッセ KOGANEI 起業やイベントのサポート 本町6-5-3 シャトー小金井1階 042-381-1139

ワキタ・ワールドツアー 旅行商品、当社企画パックツアー 本町6-9-18-401　中央マンション 042-380-8677

リアット！　アクウェルモール店 靴・バッグお気に入りが蘇える！ 本町6-14-28-105 アクウェルモール1階 042-382-8004

ルックスマート 洋服・バッグ・靴修理 本町6-14-29 nonowa武蔵小金井 042-316-4416

濱野会計事務所 税理士 東町4-31-12 MB1-N 042-386-5157

And Still Pictures. 七五三など各種記念撮影 東町4-37-23 星川ビルC号 042-230-8484

小金井ファーマーズ・マーケット 小金井産野菜・花・植木の直売所 中町4-16-22 042-385-3281

フォトスタジオ　バンビーニ 一軒家スタジオで記念写真撮影 前原町2-17-18 042-315-2900

LifeLab小金井　ブラジリアン柔術＆キックスタジオ ブラジリアン柔術・キック 前原町3-40-20-104 090-8319-8135

(株)スタービジョン 旅行業・貸し農園業 前原町4-19-23 042-381-2672

ミュージカルカンパニーふるきゃら 子どもと楽しむミュージカル 貫井北町1-14-5-101 042-386-8355

タクシー・交通

その他

【Ａ券・Ｂ券ともに利用可】
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令和3年12月23日 現在

事業所名 主な取扱品・コメント 住所 電話番号

オーケー　梶野町店 高品質・エブリデーロープライス 梶野町3-3-14 0422-38-7005

オーケー　小金井店 高品質・エブリデーロープライス 本町1-13-33 042-382-6610

いなげや　小金井本町店 新鮮さをお安く心をこめて 本町3-1-1 042-385-7677

MEGA ドン・キホーテ　武蔵小金井駅前店 激安の殿堂が皆様の生活を応援 本町5-11-2 0570-053-601

Daily Table KINOKUNIYA SOCOLA武蔵小金井クロス店 パン・惣菜・食品・菓子・酒・他 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス1階 042-316-7208

フードウェイ ソコラ武蔵小金井店 生鮮食品・お酒・パン・惣菜 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス1階 042-401-2985

イトーヨーカ堂　武蔵小金井店 総合小売業 本町6-14-9 042-382-1211

いなげや　小金井東町店 新鮮さをお安く心をこめて 東町4-12-16 042-386-7911

ピーコックストア　東小金井店 食料品・日用消耗品 中町2-23-23 042-388-8041

コープみらい　コープ小金井ぬくい坂下店 コープ商品中心に安全安心な商品 貫井南町2-7-16 042-388-1015

いなげや　小金井貫井南店 新鮮さをお安く心をこめて 貫井南町5-14-18 042-383-6456

オリンピック　小金井店 食料品・日用雑貨・家電製品 貫井北町4-3-1 042-327-0011

Zoff ソコラ武蔵小金井店 眼鏡・サングラス 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス2階 042-316-6527

ノジマ　SOCOLA武蔵小金井クロス店 生活家電・携帯電話 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス3階 042-382-3181

サンドラッグ　武蔵小金井駅前店 医薬品・日用品・化粧品 本町5-11-2 MEGAドン・キホーテ 武蔵小金井駅前店内 042-386-7301

ミネドラッグ　ソコラ武蔵小金井店 調剤併設のドラッグストア 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス1階 042-316-7155

サンドラッグ梶野町店 医薬品・日用雑貨・食品・お酒 梶野町1-7-32 0422-59-0186

サンドラッグ貫井坂下店 医薬品・日用雑貨・食品・お酒 貫井南町2-8-6 042-386-0031

サンドラッグ貫井北店 医薬品・日用雑貨・食品・お酒 貫井北町2-10-19 042-386-8381

くまざわ書店　武蔵小金井北口店 書籍 本町5-11-2 MEGAドン・キホーテ 武蔵小金井駅前店 B1 042-385-2351

ABC-MART ソコラ武蔵小金井店 人気のスニーカーや革靴 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス2階 042-316-3771

ニトリ　デコホーム キッチン用品、カーテン、寝具等 本町5-1-18 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン 0120-014-210

吉祥寺 菊屋　ソコラ武蔵小金井クロス店 こだわりの和食器・キッチン雑貨 本町6-2-30 ソコラ武蔵小金井クロス2階 042-316-3379

スーパーマーケット

電気製品・メガネ

薬・化粧品・ドラッグストア

キッチン用品・雑貨・寝具

令和３年度　こがねい地域応援券　取扱店一覧

【Ｂ券のみ　利用可】

靴・書籍
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