
事業所名 住所 電話 業種
ユニディ狛江店 和泉本町4-6-3 5438-5511 ホームセンター
㈱いなげや狛江東野川店 東野川3-1-6 3488-4681 スーパーマーケット
オーケー狛江店 和泉本町4-11-2 3480-5503 スーパーマーケット
オーケー狛江中和泉店 中和泉2-15-1 5761-5531 スーパーマーケット
OdakyuOX狛江店 元和泉1-2-1 3488-1811 スーパーマーケット
㈱三和　狛江店 東和泉1-29-20 3430-5230 スーパーマーケット
スギ薬局狛江店 和泉本町3-31-11 5761-5931 ドラッグストア
㈱ニトリ狛江世田谷通り店 岩戸南2-4-3 070-1244-8515 家具店
ふうふやニトリ狛江SC店 岩戸南2-4-3 5761-3601 和食・しゃぶしゃぶ
㈱ヤマダ電機 テックランド狛江店 岩戸南2-4-3 5761-4115 家電小売業
㈱京王ストア　駒井店 駒井町1-7-1 5497-0441 スーパーマーケット

事業所名 住所 電話 業種
栗山園 西野川1-1-17 3489-1729 造園
㈱グリーンキャブ狛江営業所 西野川1-17-3 5438-7612 タクシー会社
㈲植直鈴木造園 西野川1-3-15 3489-8923 造園
楽蔵 西野川1-15-5　1Ｃ 5761-7355 和食居酒屋
ボンボニエール 西野川1-16-5　101 3480-1122 欧風料理＆ケーキ店
肉のうちだ 西野川1-16-5 3488-5478 精肉・総菜販売店
㈲あめや酒店 西野川1-16-8 3489-2870 酒類・食品小売
イースタンモータース調布㈱狛江出張所 西野川1-25-56-502 042-442-1491 タクシー
御台橋電器商会 西野川2-1-3 3489-4611 電気製品販売修理
サン理容室 西野川3-13-5 3489-8812 理容室
セブンイレブン狛江西野川4丁目店 西野川4-7-3 3430-3843 コンビニエンスストア

事業所名 住所 電話 業種
劇団グスタフ㈱グスタフ 東野川1-5-17 5497-6996 貸スタジオ・劇場・舞台
㈱植光 東野川1-11-13 3489-7258 造園
クスリの平安堂 東野川2-20-17 5438-5593 ドラッグストア
ファミリーマート東野川2丁目店 東野川2-22-1 5497-0761 コンビニエンスストア
栗山設備㈱ 東野川2-22-24 3489-8805 水廻りの修理
トヨシマ技建 東野川3-17-1　709 5497-2505 アルミサッシ・網戸
平造園 東野川3-20-8 3484-3412 造園
柴田クリーニング店 東野川4-2-24 3489-2977 クリーニング店
志美津や 東野川4-13-5 3489-0381 日本そば店
㈱髙木造園 東野川4-19-6 3489-6451 造園

事業所名 住所 電話 業種
㈲谷津田酒店 猪方1-1-1 3480-2440 酒食料品小売り
㈲谷田部畳店 猪方2-18-3 3489-7170 畳製造販売一式
サラダ館狛江東店 猪方2-25-14 3480-5712 ギフト用品販売店
キャッツアイ 猪方3-25-7 3489-9218 婦人服
はなまるキッチン 猪方3-25-7 070-2177-4188 お弁当販売
玉川屋酒店 猪方3-25-31 3480-8449 酒類お米食品小売店
五味食料品店 猪方3-29-6 3480-8802 お茶・のり・乾物販売
㈱和泉園　和泉多摩川支店 猪方3-30-6 3489-0196 生花店
スタジオ　マーリエ 猪方3-36-3 5438-8805 宝飾品・雑貨・婦人服
KHサイクル 猪方4-6-4 3488-3678 自転車修理・販売
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【大型店（B券のみ使用可）】

【大型店以外の登録店（A券・B券いずれも使用可）】
★西野川

★東野川

★猪方



事業所名 住所 電話 業種
アンチエイジングサロン・レンカ 和泉本町1-1-13　201 080-3120-5548 エステサロン
㈱スペースプラントラベルプラザ狛江 和泉本町1-1-31 5438-5656 旅行代理店
和彩ダイニングいち屋 和泉本町1-2-12 5497-0450 ダイニング居酒屋
一心亭 和泉本町1-2-12　1-Ａ 3480-6775 中華つけ麺屋
麺屋黒船狛江店 和泉本町1-2-6 3489-9622 ラーメン専門店
やきとりさくらい 和泉本町1-2-6 5761-8404 やきとり店
パティスリーセジュール 和泉本町1-2-8 3480-8862 洋菓子店
中華ジャスミン 和泉本町1-2-15　1Ｆ 5497-1365 中華料理店
セブンイレブン狛江いちょう通り店 和泉本町1-2-16 5497-0170 コンビニエンスストア
ミニストップ狛江和泉本町店 和泉本町1-8-6 3480-5633 コンビニエンスストア
BEER　CELLAR　TOKYO 和泉本町1-12-1　1F 5761-7130 クラフトビール等酒店
植勝絹山造園 和泉本町1-22-9 3488-0197 造園
㈲金子モータース 和泉本町1-24-5 3489-8671 車検・整備業
ハンズプレイス・カフェ 和泉本町1-25-5　102 6326-0175 カフェ・テイクアウト
㈱ニシヤマ 和泉本町1-25-6 3489-8222 ガソリンスタンド
カフェ　マメフク 和泉本町1-35-3 5761-5733 ごはんカフェ
博雅 和泉本町2-24-22 3489-3375 中華料理
森田薬局 和泉本町2-25-2 3489-3113 薬局
㈱ゼイ 和泉本町2-31-3 5761-5066 印刷・自然派用品
㈱トラスト・ウイン 和泉本町2-32-8　1F 5438-2170 引越・搬出作業
居酒屋　大政 和泉本町2-34-20 5761-7791 居酒屋
居酒屋　四ツ葉 和泉本町2-34-21 3488-1641 居酒屋
フラワーショップ花小屋 和泉本町3-8-1 3430-4939 生花・鉢・苗販売店
カラオケバー・シャウス 和泉本町3-8-5 5761-9639 カラオケ・スナック
丸仲 和泉本町3-8-6 3488-2352 中華料理店
フルヤ　ペットクリニック 和泉本町3-23-26 5438-5670 動物病院
プロハンズアイヅヤ 和泉本町3-32-9 3489-1621 建築金物・工具販売
スナック・グリーン 和泉本町3-33-6　Ｂ102 3489-1716 カラオケ・スナック
サハラ狛江店 和泉本町3-33-18 5761-4333 アジアンフード
かくじつ家 和泉本町4-1-14 3489-6722 日本そば店
アトリエ恵 和泉本町4-1-17 3488-6859 美容室
ろばた焼　伊炉里 和泉本町4-1-17 3488-3777 ろばた焼
ヘアーサロン　四季 和泉本町4-1-18 3488-5959 理容店
本橋モータース 和泉本町4-2-12 3489-2808 自動車整備
ヘアーサロンTOMO 和泉本町4-4-7　102 5497-2425 理容店
セブンイレブン狛江和泉本町4丁目店 和泉本町4-4-11 3430-3202 コンビニエンスストア
松本園 和泉本町4-5-16 3489-7916 造園
わかば美容室 和泉本町4-7-24　108 3480-4429 美容一般
谷田部電気（狛江団地店） 和泉本町4-7-27　104 3489-0155 家電販売サービス
コマエ理容室 和泉本町4-7-27　105 3489-6519 理容業
コマエサイクルセンターチハナ 和泉本町4-9-5 3489-2528 自転車販売修理業
鮨　たかはし 和泉本町4-10-9 6324-0992 寿司店

事業所名 住所 電話 業種
㈲マナベフラワー 駒井町1-8-4 3480-9458 生花店
ファミリーマート駒井町一丁目店 駒井町1-9-6 5438-5141 コンビニエンスストア
髙橋造園 駒井町2-2-1 3489-8430 造園
はちみつのお店　㈱五十川養蜂園 駒井町2-5-2 3480-8383 国産はちみつ専門店
高木動物病院 駒井町2-12-2 3430-4921 動物病院
籠屋㈲秋元商店 駒井町3-34-3 3480-8931 地酒専門店
籠屋たすく 駒井町3-34-3 5761-8101 ビアレストラン

2ページ/5ページ

狛江わくわく商品券　登録店一覧

【大型店以外の登録店（A券・B券いずれも使用可）】

★駒井町

★和泉本町



事業所名 住所 電話 業種
四季彩春風 岩戸北1-6-11 5761-8447 和食店
太乃志 岩戸北1-14-2 3489-6455 創作居酒屋
プレ・ドゥ・ラ・リヴィエール 岩戸北1-15-8　101 3430-4700 洋菓子店
㈲中村精肉店 岩戸北1-16-9 3489-3064 精肉店（小売り）
神戸牛　まつばや 岩戸北2-1-18 3489-2771 食肉販売
CUT in BABA 岩戸北2-3-1 3480-4411 床屋・理容・バーバー
ムスムス 岩戸北2-19-20キタミＫ１ 3488-0027 雑貨婦人服
tutti 岩戸北2-20-3　1F 3488-6119 ダイニングカフェ
Pitatti 岩戸北3-1-8 5761-3325 ナポリピザ店
ネイルスタジオ　ラニ 岩戸北3-10-2 080-8723-9111 ネイルサロン
須田サイクル 岩戸北3-14-24 3489-0437 自転車販売・修理
たいこらんど 岩戸北3-15-2 6754-6697 リトミック音楽教室
㈱松場園 岩戸北4-5-7 3488-2787 造園
炭火焼鳥　三日月 岩戸北4-5-7 5761-7708 焼鳥居酒屋
蘭香茶館 岩戸北4-5-16 5761-2868 中国茶専門店
パン屋ゴーシュ 岩戸北4-10-13　101 3480-3053 てづくりパンとお菓子
パンの店　ク・フワーフ 岩戸北4-11-9 6324-8044 パン屋
江戸蕎麦一策 岩戸北4-15-12 5761-5023 日本そば店
ヘアーサロンイワト 岩戸北4-16-11 3480-1608 理容店
中国菜　胡桃　hutao 岩戸北4-17-19 6874-8635 中国料理店
信和工務店 岩戸北4-17-22 3480-2131 住宅等の工事全般
㈱ニシヤマ 岩戸北4-19-11 3489-1662 ガソリンスタンド

事業所名 住所 電話 業種
大衆酒場　イシケン 岩戸南1-3-6-101 大衆酒場
㈲小川商店 岩戸南1-6-15 3489-6867 竹・丸太
三鳩屋米店岩戸支店 岩戸南1-8-7 3488-2837 米店
かどや園 岩戸南2-2-22 3489-1829 造園
カットスペースフィールド 岩戸南2-18-1 3480-2710 理容業パーマ毛染も可
手づくり工房赤いエプロン 岩戸南3-11-9 3489-6452 手づくり餃子・ジャム
ファミリーマート狛江岩戸南四丁目店 岩戸南4-22-8 5761-2229 コンビニエンスストア
オーロールスミレ 岩戸南4-32-3 3480-8542 パン製造販売

事業所名 住所 電話 業種

事業所名 住所 電話 業種
たぬき 元和泉1-1-13　103 3430-3130 居酒屋
洋品AR～1あらい 元和泉1-2-1 3489-3876 学生服・スクール用品
コミニュティドラッグみどり 元和泉1-2-1　1F 3489-0260 医薬品化粧品販売店
喫茶ノタリーノ 元和泉1-2-1　1F 3480-6940 喫茶店
啓文堂書店狛江店 元和泉1-2-2 5761-3383 書店
ミネドラッグ狛江店 元和泉1-2-2　A-9 3488-6772 ドラッグストア
トモズ狛江店 元和泉1-4-4 5761-5180 ドラッグストア
セブンイレブン狛江駅北 元和泉1-4-10 3480-7011 コンビニエンスストア
セブンイレブン狛江駅前店 元和泉1-8-8 5497-5980 コンビニエンスストア
イタリア食堂Vino uno 元和泉1-8-12 3430-4884 イタリア料理店
つきじ天六 元和泉1-8-12　1F 3430-6800 天ぷらと季節料理
市川理容室 元和泉1-11-8 3489-4642 理容店
親切な店　フクダデンキ 元和泉1-14-1 3489-2804 家電販売店
ヤマザキショップひのでや 元和泉1-14-19 3489-4873 コンビニエンスストア
ミニストップ和泉多摩川駅前店 元和泉1-24-1 3480-1901 コンビニエンスストア
みゅう犬猫病院 元和泉3-4-17 3480-2221 動物病院・トリミング
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★岩戸北

★岩戸南

★西和泉

★元和泉

【大型店以外の登録店（A券・B券いずれも使用可）】

狛江わくわく商品券　登録店一覧



事業所名 住所 電話 業種
木村メガネ 中和泉1-1-1　103 3480-9367 メガネの販売修理調整
絹山不動産㈱ 中和泉1-1-3 3480-5551 不動産仲介業
フォーカマイユ美容室 中和泉1-2-6　103 3489-3822 美容室
こまえ鍼灸整骨院 中和泉1-2-6　1F 3489-2790 マッサージ・鍼灸
CYCLE HOUSE ARAI 中和泉1-2-8 3480-2208 自転車販売・修理
狛江凮月堂市役所前店 中和泉1-2-10　1F 3480-3431 菓子製造販売店
㈲肉の白井 中和泉1-2-10 3489-0674 精肉販売・お弁当惣菜
Spicarbo 中和泉1-2-10 5497-1677 クラフトビール
旬香 中和泉1-2-13 3480-8919 大山鶏料理店
日本酒と豆皿料理　醸 中和泉1-2-15　102 3480-0950 日本酒と豆皿料理
魯園菜館 中和泉1-4-4 3488-8943 中華料理
フィックスヘア 中和泉1-4-5 3480-9867 理容業
㈲絹山造園 中和泉1-9-24 3489-4869 造園
ファミリーマート狛江中和泉一丁目店 中和泉1-14-16 5438-5621 コンビニエンスストア
チャンダニ 中和泉1-15-14 3480-7869 アジアン料理＆カレー
ヘアーサロンフタバ 中和泉1-18-17 3489-2650 理髪店
飯田園 中和泉1-20-24 3480-0268 造園
狛江インドアテニススクール 中和泉2-1-5 3480-8166 インドアテニス教室
美容室ＣＩＩＴＡ 中和泉2-4-13 6873-4071 美容室
キャラウェイ 中和泉2-11-1　101 3430-1696 洋菓子製造及び販売
カットハウス丸山 中和泉2-11-1　105 3489-3814 理容店
K.Base Roastery Lab. 中和泉2-11-1　106 6677-7566 自家焙煎珈琲店
㈱和泉屋製綿所 中和泉2-12-3 3489-1711 ふとん店
洋品のタカノブ 中和泉2-17-7 3489-2966 衣料品
ローソン狛江中和泉三丁目店 中和泉3-1-11 3430-3310 コンビニエンスストア
㈱白井造園 中和泉3-2-9 3480-0737 造園
㈱和泉園 中和泉3-2-15 3489-0165 造園・生花鉢花販売
㈲花匠 中和泉3-9-11 3488-8754 造園
㈲本橋酒店 中和泉3-15-10 3489-1673 酒類販売
㈲中野工務店 中和泉3-17-14 3489-8567 リフォーム
大久保商事㈱ 中和泉3-29-15 3489-5552 ガソリンスタンド
増田屋 中和泉3-32-7 3489-6210 日本そば店
飯田屋 中和泉3-32-8 3489-4333 酒・食料品
㈱高山自動車 中和泉3-36-6 3430-8000 自動車整備
狛江凮月堂本店 中和泉4-24-7 3480-3431 菓子製造販売店
ライフデリ調布三鷹店 中和泉4-25-1 042-488-8777 高齢者配食サービス
肉のまるやす 中和泉4-25-11 3480-2992 食肉・惣菜販売店
㈲目代美装 中和泉5-2-8 6324-8199 ハウスクリーニング
㈱ハヤオプリント 中和泉5-4-13 3430-3045 総合印刷
松坂屋酒店 中和泉5-6-20 酒　野菜　日配品
林豆腐店 中和泉5-6-20 3480-9240 豆腐店
狛江　増田屋 中和泉5-14-13 3480-1410 日本そば店
髙橋園 中和泉5-20-1 3489-8018 造園
㈲多摩川輪業 中和泉5-22-11 3488-2907 自転車販売修理
Kenko Coffee 中和泉5-26-5　B1F・1F 5497-3766 自家焙煎珈琲屋カフェ
ファミリーマート狛江慈恵医大前店 中和泉5-31-20 5438-0201 コンビニエンスストア
内装本舗ひふみ 中和泉5-34-6　101 5761-7308 障子襖網戸の張替え店
ビューティらぶらぶ 中和泉5-39-9 3489-3379 美容業
ヘアーサロンフジ 中和泉5-39-18 3430-0912 理容業
春日屋 中和泉5-40-27 3489-2946 とんかつ
スナック・ジュリー 中和泉5-40-29　B1F 3488-7290 カラオケスナック
シューズショップ東京堂 中和泉5-40-31 3489-0432 靴・履物販売
理髪たさき 中和泉5-42-11 3489-4504 理容店
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★中和泉

【大型店以外の登録店（A券・B券いずれも使用可）】

狛江わくわく商品券　登録店一覧



事業所名 住所 電話 業種
マインズショップ狛江店 東和泉1-2-19 3488-3435 地場野菜等直売
㈱絹山工業所 東和泉1-4-17 3489-1181 給排水衛生設備工事
長寿自転車商会 東和泉1-5-13 3489-0661 自転車修理
四川　郷土菜　郷巴佬 東和泉1-5-14 5761-4448 飲食店
ファミリーマート狛江東和泉店 東和泉1-6-7 5761-3341 コンビニエンスストア
ジュエリーエル 東和泉1-6-12 3480-0587 販売修理リフォーム
絹山園 東和泉1-6-14 3489-6343 造園
だいこまファミリア 東和泉1-11-6　102 6796-3508 玄米ランチボックス
韓屋台李俊 東和泉1-11-6　103 3430-1285 韓国料理
COUP　DE　COEUR 東和泉1-13-3　1F 5761-5091 サンドイッチ店
もも亭 東和泉1-15-4　1F 3430-9118 和食店
ファミリーマート狛江駅南店 東和泉1-15-5 5761-2293 コンビニエンスストア
㈱サンドラッグ狛江店 東和泉1-15-7 3430-1515 ドラッグストア
ココカラファイン　狛江店 東和泉1-16-5 5497-7930 ドラッグストア
インド料理プルワリ 東和泉1-18-5 5497-5559 北インド料理店
炭火焼肉　ナカフジ 東和泉1-18-8　2F 5761-8529 焼肉店
フルーツのあすなろや 東和泉1-18-9 3480-0951 八百屋果物屋
こまどり 東和泉1-18-9 5761-8463 焼鳥・お惣菜小売店
日本料理　扇屋 東和泉1-19-1 3480-0111 日本料理
hair-Ridge 東和泉1-19-1　2F 3480-8282 美容室
BAR iCHi 東和泉1-19-3　101 5761-9192 オーセンティックバー
中華料理　好華 東和泉1-19-6 3480-4748 中国料理店
フルケア鍼灸整骨院 東和泉1-19-7　2Ｆ 5761-5199 整体マッサージ　針灸
つぼ八狛江駅店 東和泉1-19-8　１Ｆ 3430-1388 居酒屋
メナードフェイシャルサロン狛江駅前 東和泉1-20-2　2F 3488-7411 エステ・化粧品提案
やきとりミートステーション 東和泉1-20-4 3489-1192 やきとりの店
鉄板TOKIO 東和泉1-20-4 5761-8805 鉄板焼の店
㈲寿し処おお田 東和泉1-21-1 5497-0039 寿司店
居酒屋  寿 東和泉1-21-1 3488-5789 居酒屋
BAR　NOGAWA 東和泉1-22-12 5497-5863 スペイン料理
狛江ホルモンおいで屋店 東和泉1-22-18　1F 5497-4588 ホルモン焼き
魚民　狛江駅前店 東和泉1-22-18　1F 5497-4588 居酒屋
フルケアファミリー接骨院 東和泉1-25-3 4285-3046 整体マッサージ・針灸
㈱栗山造園 東和泉1-27-15 3488-4017 造園
セブンイレブン狛江駅南店 東和泉1-28-10 3430-4778 コンビニエンスストア
柳麺かいと 東和泉1-28-11　104 4283-8975 らーめん店
ひまわり電化センター 東和泉1-29-11 3489-4771 家電小売販売
セイシン狛江店 東和泉1-30-2　102 3480-8972 メガネ・時計・宝飾店
双葉屋洋服店 東和泉1-30-2 3488-5589 男子衣料品小売
ユニフォームスタジオ㈱ 東和泉1-30-14 3430-8586 学校服販売店
biozu 東和泉1-32-5 3488-8624 アクセサリー販売
中村温熱・刺激療術院 東和泉1-32-7 3488-2273 温熱刺激の自然療法院
㈲大門荒井ガーデン 東和泉1-35-5 3480-1779 造園
本橋クリーニング 東和泉2-1-19 3489-5546 クリーニング店
㈲鳥政 東和泉2-2-1 3489-1115 精肉店・焼肉店
清水写真館 東和泉2-3-16 3489-3108 記念写真・証明写真
㈱小谷野造園 東和泉2-16-10 3480-8910 造園
ピザナチュラ 東和泉2-19-3 3488-6590 宅配ピザ
ローズマリー和泉多摩川店 東和泉3-2-17　104 3488-3032 リラクゼーション
すみれ美容室 東和泉3-3-14 3489-1159 美容室
岡本歯科医院 東和泉3-3-15　2F 5497-1747 歯科診療所
ヤタベ電気㈱ 東和泉3-6-6 3489-2884 家電販売店
フローリストマツダ 東和泉3-7-2 3488-0784 生花店
㈱江戸屋 東和泉3-8-1 3489-0211 酒類
㈱クスリのナカヤマ　和泉多摩川店 東和泉3-8-1 5761-2248 調剤併設型薬局
高級ドライクリーニング和泉商会 東和泉3-8-5 3480-5444 クリーニング店
ドモト洋品店 東和泉3-8-6 3480-2421 婦人紳士小中学生衣料

狛江わくわく商品券　登録店一覧

【大型店以外の登録店（A券・B券いずれも使用可）】
★東和泉



ヘアーズ・イデア 東和泉3-9-6　201 3488-4174 美容室
ローズマリー別館 東和泉3-10-1　1F 5761-9379 水素サロン
美容室TBK和泉多摩川店 東和泉3-10-4　２F 3480-9241 美容
セイシン本店 東和泉3-12-6 3480-8463 メガネ・時計・宝飾店
カレーショップ・メイ 東和泉4-1-7　101 3480-3468 カレーショップ
ニューヤヒロ和泉多摩川店 東和泉4-2-2 5438-2130 スーパーマーケット


