【nonowa 武蔵小金井 WEST】

【子ども絵画コンテスト商品券 取扱店一覧】
事業所名

主 な 取 扱 品 ・ ジャンル

住所

電話番号

【ナンジャモンジャ・京王通り商店会】
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

菊寿司

寿司・うなぎ・刺身 等

本町 5-41-18

042-381-5440

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

村田水産

魚介料理・海鮮料理

本町 5-41-14

042-383-8607

美味しいお肉は専門店

貫井北町 2-2-25

042-381-5108

和菓子の伊勢屋

本町 5-41-16

042-384-5956

（有）田中食肉店
伊勢屋

【シルクロード五番街・小金井市商業振興会】
城南コベッツ 武蔵小金井教室

個別指導塾

本町 3-10-13 1F

042-401-1531

上野印房

印鑑・ゴム印・シャチハタ等

本町 4-14-20

042-401-2202

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

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

JINS

メガネ

本町 6-14-29

042-316-4518

プレミィ・コロミィ

ことりグッズ、服飾雑貨

本町 6-14-29

042-382-6601

プレイヤーズ自由が丘

バッグ、雑貨

本町 6-14-29

042-316-1557

APRES LA PLUIE

ネイルサロン

本町 6-14-29

042-316-4866

3COINS OOOPS!

300 円雑貨

本町 6-14-29

042-316-4805

PIER'S CAFÉ

ベーカリーカフェ

本町 6-14-29

042-316-1720

Green Parks sara

レディースファッション

本町 6-14-29

042-316-1651

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

042-382-5040

ルックスマート

洋服・バッグ・靴修理

本町 6-14-29

042-316-4416

成城石井

世界中から厳選したおいしいもの

本町 6-14-45

042-380-6131

とんかつ和幸

とんかつ惣菜、お弁当

本町 6-14-45

042-380-8139

上島珈琲店

コーヒー、サンドウィッチ

本町 6-14-45

042-380-5501

大戸屋

手作り・出来立て定食

本町 6-14-45

042-383-8613

サイゼリヤ

イタリア料理、ワイン

本町 6-14-45

042-380-7261

【nonowa 武蔵小金井 SOUTH】

【小金井北口仲通り商店会】

小金井公園

西洋膳所 おがわ

洋食

本町 5-18-8 1A

042-386-3086

割烹 真澄

割烹・和食

小金井市本町 5-18-5

042-381-2770
法政大学

【武蔵小金井駅前商店会】
日進堂文具店

文具店

本町 5-20-1

042-381-0634

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 2F

042-316-6904

昼はカレー屋・夜はバル

本町 6-5-3 シャトー小金井

042-301-8160

【シャトー小金井商店会】
黄金バル ITER

東京学芸大学

市役所

（第１庁舎）

商工会

東京農工大学

市役所

（第２庁舎）

【小金井市中央商店街協同組合】
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

花好

洋花、和花、枝物等

本町 1-9-8

042-383-8741

亀屋本店

歴史ある和菓子屋

本町 6-14-28-103

042-385-8181

ハンバーグマニア

ハンバーグ

前原町 3-40-20

042-383-7582

プランクスコーヒー

コーヒー豆とコーヒー販売

本町 1-7-4

菊屋文具店

文具・事務用品

本町 1-7-6

042-381-1379

武蔵野公園

事業所名

主 な 取 扱 品 ・ ジャンル

住所

電話番号

【nonowa 東小金井】

事業所名

主 な 取 扱 品 ・ ジャンル

住所

電話番号

【小金井市けやき通り商店会】

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

042-380-2033

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

スターバックス コーヒー

スペシャルティ コーヒー

梶野町 5-1-1

042-380-3951

あいたい屋

ステーキ等、肉料理専門店

本町 2-9-11

042-384-7069

成城石井

世界中から厳選したおいしいもの

梶野町 5-1-1

042-316-1070

味処 ともえ

割烹・小料理

本町 2-19-1

042-384-4450

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

042-316-1152

ラシカ resHika

手作りお惣菜

緑町 5-4-14

042-315-0322

ダイソー

100 円ショップ

梶野町 5-1-1

070-7577-7683

ケーニッヒ

ハム・ソーセージ

緑町 5-3-18

042-381-4186

マツモトキヨシ

医薬品、化粧品、日用雑貨

梶野町 5-1-1

042-383-6313

そら cafe

焼き立て種類豊富なクレープ

移動販売車

042-384-1203

ikka

メンズ・レディース衣料、雑貨

梶野町 5-1-1

042-381-5650

マクドナルド

ハンバーガー、ポテトなど

梶野町 5-1-1

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

042-401-1994

手料理 れいこ

割烹・小料理

本町 1-15-10

042-383-9458

Re.Ra.Ku

ストレッチ、ボディケア

梶野町 5-1-1

042-316-6135

ジャノメキッチンじざい

肉とパスタと美味しい地ビール

本町 1-19-4

042-301-0888

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

( 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

理容おおの

理容

本町 1-3-11

042-383-3903

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

（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

（有）栄屋長谷商店

酒屋

中町 3-11-14

042-384-1203

電気錠・入退出管理・錠前・合鍵

前原町 5-14-25

042-385-6934

仙波商店

食料品店・酒屋

緑町 1-6-49

042-384-1008

出茶屋の小屋

自家焙煎珈琲・焼き菓子

梶野町 1-3-22 オリーブガーデン内 出茶屋

090-8050-9242

【nonowa 東小金井ﾋｶﾞｺﾏﾙｼｪ】
九州屋

野菜、果物、地場野菜

梶野町 5-1-23

042-316-5456

魚力

鮮魚、旬のネタを使った寿司

梶野町 5-1-23

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

042-388-2251

食こまち

調味料、牛乳、日配品など

梶野町 5-1-23

042-401-2920

【蛇の目通り商店会】

【農工大通り振興会】

【中町明和会】

【nonowa 武蔵小金井 EAST】
NEWDAYS

コンビニエンスストア

本町 6-14-29

042-386-5070

LA･PAN

クリーミー生食パン

本町 6-14-29

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

042-386-6680

ゴンチャ

タピオカミルクティ

本町 6-14-29

042-316-5252

おむすび権米衛

手づくりおむすび

本町 6-14-29

042-381-3882

PAOPAO

本格点心

本町 6-14-29

042-388-6670

銀座 縁

焼鳥、惣菜、うなぎ蒲焼

本町 6-14-29

042-386-7477

Sushi 力蔵

寿司テイクアウト

本町 6-14-29

042-386-6055

La Boutique TERAKOYA

スイーツ、パン、オードブル

本町 6-14-29

042-401-2102

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

080-3600-6051

スターバックスコーヒー

スペシャルティ コーヒー

本町 6-14-29

042-386-7333

SWEETS BOX

週替わりのスイーツショップ

本町 6-14-29

042-316-1510

【nonowa 武蔵小金井 ﾑｻｺｶﾞｰﾃﾞﾝ】
地産マルシェ

小金井市の採れたて野菜など

本町 5-1-18

042-316-7028

Mia Bocca

北海道イタリアン

本町 5-1-18

042-316-1799

すし屋銀蔵

寿司、刺身、焼き物、揚げ物

本町 5-1-18

042-316-4431

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

【小金井市前原坂下商店会】
東京キーロック

【東小金井北口商店会】

【東小金井南口商店会・ヒガコワンダーストリート】
菓子工房 ビルドルセ

洋菓子店

東町 4-38-17 ロイヤル武蔵野 1 階

042-301-2345

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

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

燻薫〜 kunkun 〜

燻製商品

東町 4-37-23 星川ビル D 号

042-316-5539

タローズハウス 東小金井店

ジーンズ

東町 4-7-11-101

042-381-5355

フレッシュミート コイデ

肉問屋・揚げ物や総菜

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

【新小金井西口商店会】

