
店舗名 住所

1 古道具　古賀 関野町2-3-3

2 オリーブガーデン 梶野町1-3-22

3 作業用品のデパート　サカグチ 梶野町2-6-2

4 おおにし薬局 梶野町4-20-4

5 グレース薬局 梶野町5-11-5

6 ブックスキャロット駅前店 梶野町5-1-5

7 清水不動産 梶野町5-3-34

8 アイ・ケイ・オー・プランニング 梶野町5-6-12-2F

9 ファンタジスタ 梶野町5-6-4

10 にじいろ薬局 梶野町5-9-9

11 酒井時計宝飾店 緑町3-4-13

12 花紘 緑町3-4-13

13 丸金青果店 緑町3-9-27

14 電化のハセガワ 緑町3-10-33

15 佐々木酒店 緑町4-10-15

16 木原商店 緑町4-11-17

17 ラビットクリーニング 緑町4-12-12

18 café ブルーメンハウス 緑町5-11-11

19 ケーニッヒ 緑町5-17-22

20 サトウ薬局 緑町5-18-20

21 クリーニング　ファミール 本町1-1-2

22 読売センター小金井南口店 本町1-1-4

23 ジャパンケア小金井 本町1-5-1アルブ武蔵小金井ビル1階

24 ささもり薬局 本町1-5-6第二星野ハイム
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店舗名 住所

25 山本電業社 本町1-5-12

26 ともえ調剤薬局 本町1-5-12朝日パリオ

27 村越商店 本町1-6-5

28 明治安田生命保険相互会社 本町1-6-15

29 元澤武道具店 本町1-6-15

30 ノアノア南口 本町1-6-17

31 かごや書店 本町1-8-4

32 北村薬局 本町1-8-12東栄ビル1階

33 ココカラファイン薬局小金井店 本町1-8-14サンリープ小金井1階

34 富士ドライクリーニング 本町1-9-1

35 長澤時計店 本町1-9-3

36 フロンティア 本町1-9-8

37 和菓子処　ならは 本町1-10-5

38 （有）山本豆腐店 本町1-10-5

39 優健堂薬局 本町1-10-5

40 オザキテーラー 本町1-11-5

41 ヘアサロンｃｕｒｅ 本町1-11-5

42 くりやぶね 本町1-12-6

43 リアルタートラスト 本町1-18-10

44 居酒屋　魚やの台所 本町2-6-10

45 そば処　越前屋 本町2-6-10

46 うなぎ　美登里 本町2-6-10-101

47 伯雲堂薬局 本町2-6-12

48 アリス（株） 本町2-6-12ライベスト武蔵小金井1階

49 あいたい屋 本町2-9-11

50 東洋堂稲垣薬局 本町2-19-21
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51 法順堂整骨院 本町2-20-2

52 ノアノア北口 本町4-1-1

53 ミシンのアイミ 本町4-12-38

54 まちば薬局 本町4-14-21-101

55 武蔵野から編集室・てとてと 本町5-7-16

56 水・緑・大地 本町5-7-16

57 高杉米店 本町5-10-17

58 八百秀 本町5-11-10

59 グリーンベル薬局 本町5-11-7第一国土ビル

60 松屋靴店 本町5-12-22

61 麺　鶴亀屋 本町5-13-6

62 花空間 本町5-13-11

63 宮地楽器小金井店ショールーム 本町5-14-10

64 京王メガネセンター 本町5-14-14

65 サエラ薬局 本町5-15-8-1Ａ

66 桃林堂薬局 本町5-17-5ワタリビル１F

67 都屋商店 本町5-18-6

68 龍光堂薬局 本町5-18-6

69 リサイクルブティック　ココ 本町5-18-9　ISマンション102

70 日進堂文具店 本町5-20-1

71 ときわ薬局 本町5-36-15

72 丸井屋 本町5-38-29

73 柴崎薬局 本町5-38-32-102

74 金井堂 本町5-38-35

75 朝日新聞小金井西部販売所 本町5-39-5

76 読売センター小金井 本町5-41-11
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77 伊勢屋 本町5-41-16

78 ビューティーサロン　ササキ 本町5-41-16

79 三井住友信託銀行小金井支店 本町5丁目

80 馬路音 本町6-1-12

81 黄金井の里 本町6-5-3

82 コミュニティ湧 本町6-5-3

83 シャトー小金井 本町6-5-3

84 Pinon life 本町6-5-3

85 カッセ小金井 本町6-5-3-１F

86 KOGＡNEI ART ＳＰＯＴシャトーカフェ 本町6-5-3シャトー小金井内シャトー２Ｆカフェ

87 フォトダック 本町6-13-16

88 ヘアーサロン　ロワ 本町6-13-16

89 イサク薬局 桜町1-8-4

90 稲垣薬局 桜町1-8-5

91 cafe5884 桜町1-11-21

92 七洋商会 桜町2-1-2

93 理容室サイトウ 桜町2-10-19

94 新光 桜町2-10-19

95 メトロ美容室 桜町2-10-19

96 かたくり小金井 桜町3-5-2

97 ファミリーマート小金井東町一丁目店 東町1-40-11

98 セブンイレブン東町店 東町2-12-3

99 たま調剤薬局東町店 東町3-11-18

100 鎌田建材金物店 東町4-1-1

101 まるまん商店 東町4-3-4

102 テシマフーズ 東町4-5-11
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103 岡田米穀店 東町4-5-15

104 金沢電機 東町4-7-11

105 亀屋 東町4-8-15

106 フレッシュミートコイデ 東町4-8-15

107 三河屋 東町4-15-18

108 あい　作業所 東町4-17-1

109 山下不動産 東町4-17-1

110 ひまわり薬局 東町4-18-5

111 オーロール小金井店 東町4-20-1

112 マーカーズ 東町4-31-8

113 佐藤商店 東町4-31-9

114 つくば観光交通（株） 東町4-33-19

115 栄屋精肉店 東町4-37-21

116 ミネ調剤薬局 東町4-37-21

117 ミニストップ小金井東町店 東町4-37-24

118 濱野会計事務所 東町4-38-26トーケンプラザ202

119 （株）スタート 東町4-38-26トーケンプラザ3F

120 フラワーショップやましろ 東町4-38-28-103

121 セブンイレブン東小金井南口店 東町4-42-20

122 黄金や 東町4-42-21

123 東小金井駅前郵便局 東町4-43-7

124 すずのすけの豆 東町4-43-12

125 森一商事 東町4-43-12

126 たきかわ文具 東町4-43-13

127 グリーン開発 東町4-46-12

128 コーアホーム 東町4-46-12
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129 合同会社セルフクリエイトデイステーション涼風 中町1-7-34

130 松なみ 中町3-12-26

131 あらい米穀店 中町3-13-13

132 ラハイナ 中町4-14-14-101

133 古本ジャンゴ 中町4-14-14-102

134 ゆうすい 中町4-14-15プエルト小金井１階

135 横山商店 前原町3-1-26

136 ケアサポート湧 前原町3-36-16

137 永田指圧治療院 前原町3-38-23

138 ミトン 前原町3-40-20

139 ささき 前原町3-40-22

140 ポルシェ洋菓子店 前原町3-40-23

141 フォレスト・マム 前原町3-41-28

142 小金井自動車学校 前原町4-3-15

143 東京キーロック 前原町5-14-25

144 ひまわり 貫井南町3-18-1

145 貫井電業社 貫井南町4-8-2

146 オンフルール 貫井南町5-14-13

147 大和クリーニング 貫井南町5-14-13

148 マザーズキッチン 貫井南町5-16-23

149
K・M・G株式会社この指とまれリハビリｾﾝﾀー小
金井

貫井北町3-18-13-101

150 ラーメン二郎 貫井北町3-5-7

151 ゴトーデンキ 貫井北町5-20-21

152 鈴木畳店 小平市御幸町235-28

153 こぐま薬局小金井店 府中市若松町2-3-12/小金井市本町5-19-34
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