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【和食・割烹・そば・うどん】 【米・豆腐】

くりやぶね 本町1-12-6 288-3027 食堂(江戸東京野菜） ○ 山本豆腐店 本町1-10-5 381-2069 豆腐店 ○

味処　きんぺい 本町1-20-7 385-8554 小料理 ○ 木崎商店 本町4-12-40 381-2743 米穀店 ○

幸寿司駅前店 本町5-12-12 385-7333 寿司店 ○ 岡田米穀店 東町4-5-15 381-3823 米穀店 ○

入船 本町5-12-15 381-3942 小料理 ○ あらい米穀店 中町3-13-13 381-2928 米穀店 ○

竹寿司 本町5-12-15 384-0037 寿司店 ○

割烹　真澄 本町5-18-5 381-2770 割烹 ○ 【スーパー・コンビニ・一般食品店】

旬料理　一心 東町4-38-24 382-8182 旬料理 ○ 輸入食品　マーカーズ 東町4-31-8 382-0839 輸入食品・雑貨販売 ○

末廣そば店 東町4-3-11 381-3746 そば店 ○

割烹たけ　バンブー 前原町5-6-16 381-9213 割烹 ○

へんくつや 貫井北町3-5-7 385-1418 お好み焼き・鉄板焼・串焼き ○ 【パン・和洋菓子】

桜酵母パン　びおりーの 本町1-20-2 090-6516-6911 桜の天然酵母パン ○

㈱三晃・食ってみでけろ 本町4-13-20 381-3585 せんべい・食品 ○

【洋食】 ケーキハウス 本町5-10-19 384-6376 洋菓子店 ○

ハンバーグレストラン　葦 本町5-12-15  清水ビル 384-0038 レストラン・パーラー ○ 伊勢屋 本町5-41-16 384-5956 和菓子店 ○

レストランホーマー 前原町5-8-26 384-1183 レストラン・ステーキ ○

【酒・お茶】

【喫茶・軽食】 田中屋酒店 東町1-44-25 0422-31-7329 酒店 ○

喫茶　ウエスト　 東町4-21-6 381-1588 喫茶 ○ お茶の井上園 東町4-6-3 381-1555 お茶・のり ○

佐藤商店 東町4-31-9 383-1011 酒店 ○

かじや酒店 貫井南町4-17-22 381-0469 酒店 ○

【肉・青果・鮮魚店】

ケーニッヒ 緑町5-3-18 381-4186 ハム・ソーセージ・レストラン

ビアハウス　ケーニッヒ 本町1-18-15 385-8929 米沢牛焼肉 【パブ・スナック】

肉のにしじま 本町2-6-4 381-2559 精肉店 ○ ピッコロ 東町4-42-4 385-6682 スナック ○

村田水産 本町5-41-14 383-8607 鮮魚店 ○

テシマ・フーズ 東町4-5-11 381-6147 青果店 ○

フレッシュミート コイデ 東町4-8-15 381-3073 精肉・惣菜店 ○ 【居酒屋・焼鳥等】

さかなの魚孝 東町4－20－2 383-7487 鮮魚店 ○ あぶりや三日月亭 本町5-28-10 316-4105 やきとり・飲食 ○

ミート&デリカ　タナカヤ 貫井北町2-2-25 381-5108 精肉店 ○ 肴処　岳志 東町4-31-18　佐藤ビル1階 387-3073 飲食

焼き処　串まる 東町4-31-18　佐藤ビル1階 382-2856 串焼き ○

やきとり　大吉　小金井店 貫井北町3-6-28 321-3677 串焼き ○
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【衣料品・寝具店】 理容ワタナベ 本町1-2-14 384-1634 理容店 ○

カスタムメード　オザキテーラー 本町1-11-5 381-2047 注文紳士服 ○ 美容室エミー 本町3-9-7 384-1210 美容室 ○

きものむさし屋 本町6-14-28 　アクウェルモール111 381-3370 呉服店 ○ ヘアサロン　ロダン 本町4-14-22 385-0586 理容店 ○

ジーンズショップ タローズハウス 東町4-7-11-101 381-5355 ジーンズショップ ○ ヘアーサロン　ロワ 本町6-13-16 383-6992 理容店 ○

ふとんの広瀬 東町4-21-9 384-5457 寝具店 ○ 美容室 ミセスシンプソン 東町4-19-21 381-8021 美容室 ○

ときどきオシャレ わたなべ 東町4-42-6 383-7247 衣料店 ○ HAIR HOUSE　髪工房 東町4-31-9 383-3926 理容店 ○

セレクトショップ　ゆうすい 中町4-14-15 301-7345 服飾・雑貨・学生服 CUT SPACE F for men 貫井北町2-2-27 381-5339 理容室 ○

クローバーズ学生服 貫井北町1-24-13 316-4420 学生服 ○ 理容ヤマノ 貫井北町3-17-26 323-1525 理容店 ○

【電器・車両店】

㈱電化のハセガワ 緑町3-10-33 383-0940 電器店 ○ 【クリーニング】

㈱山本電業社 本町1-5-12 381-2416 電器店 ○ 富士クリーニング 本町1-9－1 381-1749 クリーニング店 ○

㈲信邦無線 本町4-13-20 383-0363 電器店 ○ ㈲大和田クリーニング商会 本町2-20-9 381-1737 クリーニング店 ○

㈲金沢でんき 東町4-7-11 384-1900 家電販売 ○ なかむらクリーニング 本町3-7-2 381-7928 クリーニング店 ○

山田サイクル 東町4-9-4 383-7134 自転車店 ○ 志村クリーニング 本町5-38-26 381-6272 クリーニング店 ○

クマガイ電器 前原町5-13-20 383-6556 電器店 ○

【写真】

【書籍・文具】 ふじかわフォトサービス 本町6-14-28 　アクウェルモール102 381-2545 写真店 ○

大洋堂書店 緑町1-1-23 381-2148 書籍店 ○ ㈲フォトリバース 東町4-37-22 381-4874 写真店 ○

菊屋文具店 本町1-8-4 381-1379 文具店 ○

日進堂文具店 本町5-20-1 381-0634 文具店 ○ 【建築・リフォーム・住宅関係】

㈲本間不動産 本町5-19-1 381-6863 不動産取引業 ○

㈱スタート 東町4-38-26-3F 388-6222 建設業

【靴・時計・メガネ・他一般小売店】

ネコ＆イヌの店 ペットボックス 緑町4-12-13 388-7999 ペットショップ ○ 【薬局・ドラッグストア・医療関連】

FLOWER GARDEN 本町1-5-12 090-2255-2481 雑貨屋 ○ 伯雲堂薬局 本町2-6-12-103 400-6035 薬局 ○

㈲長澤時計店 本町1-9-3 381-2541 貴金属・時計 ○ ㈱龍光堂薬局 本町5-18-6 383-5601 薬局 ○

田極燃料店 本町4-12-23 381-3326 燃料 ○ シバサキ薬局本店 本町5-38-32-102 381-2655 薬局 ○

ひので屋 本町5-12-20 381-1729 たばこ ○

㈲長澤時計店北口店 本町5-19-1 381-2527 時計・宝石・メガネ ○ 【新聞販売店】

まるまん商店 東町4-3-4 381-3839 燃料・雑貨 ○ 読売センター小金井 本町5-41-11 381-2634 読売新聞販売

YC小金井西部 前原町3-2-31 381-7947 読売新聞販売
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