
SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

Ａ券（ブルー）
取扱加盟店であればどこでも使えます。

Ｂ券（オレンジ）
大型店では使用できません。

大型店以外の取扱加盟店で使用できます。

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

武蔵野市くらし地域応援券事務局

特設サイト ➡ https://musashinooen.jp/

0570-034-077お問い合わせ

利 用 期 間

（平日）午前9時～午後6時
（土日祝日）午前10時～午後6時

武蔵野市

くらし地域応援券
武蔵野市

くらし地域応援券
取 扱 加 盟 店 一 覧

令和４年２月１日（火）～令和４年３月31日（木）

取扱加盟店は随時、更新中
武蔵野市内1,100店舗以上でご利用いただけます



掲載店舗は2021年12月６日現在の取扱加盟店申込情報です。取扱加盟店はHPに随時追加掲載しておりますのでご確認ください。

吉祥寺北町（180-0001）
１丁目

あれやこれ屋 その他業種
大阪屋酒店 飲食料品店
キシル 吉祥寺店（家具） 雑貨店
吉祥寺おすしやさん 寿司
吉祥寺 MATSUHIRO 飲食料品店
クライミングジムVOLNY その他サービス業
クリーニング三愛 クリーニング・コインランドリー
さくら庵 和食
サザン調剤薬局 本町店 ドラッグストア・調剤薬局
更科 そば
四歩 カフェ
ToolBox 自転車販売
BAKAWARAI じゅん粋 居酒屋
ハチドリ整骨院 病院または医療機関等
㈲ピーエイチカンパニー その他業種
ふくざき米店 その他小売業
マルエツプチ 吉祥寺店 スーパー
（福）武蔵野市民社会福祉協議会 その他業種
やきとり門傳 吉祥寺店 焼き鳥
やさい畑はつざわ その他小売業
吉田印房 その他小売業
龍華 中華料理

２丁目
ECCジュニア 吉祥寺北町2丁目教室 その他業種
オー・ファン・パレ 吉祥寺 飲食料品店
御菓子司 紅梅堂 その他小売業
サザン調剤薬局 北町店 ドラッグストア・調剤薬局
助六寿司 寿司
沼田内科小児科医院 病院または医療機関等

３丁目
ECCジュニア 吉祥寺北町3丁目教室 その他業種
きたまち接骨院 病院または医療機関等
吉祥寺マザーショップ クリーニング・コインランドリー
クリーニング 夢 クリーニング・コインランドリー
コンディショニングサロン セイフィット その他サービス業
セキ 理髪店 理容・美容店
landhi 理容・美容店
ローソン 吉祥寺北町店 コンビニ

４丁目
味の民芸 吉祥寺北町店 和食めん処
稲垣薬局 北町店 ドラッグストア・調剤薬局
そば処新海 そば
double R 理容・美容店
ハート整骨院 病院または医療機関等
パールブーケ ベーカリーカフェ
パスタハウス フジヤ（テイクアウト スパゲッティ） 飲食料品店
パル コンビニ
㈲丸八製麺所 飲食料品店
(公財)武蔵野健康づくり事業団 病院または医療機関等
やさい食堂 七福 和食

５丁目
銀座栄光法律事務所 その他サービス業
倉元ふとん店 その他小売業
ビューティーサロン ハセガワ 理容・美容店
ふらり 飲食料品店
home coff ee and food カフェ
美好野そば店 そば

吉祥寺東町（180-0002）
１丁目

アロマセラピーサロンmooa その他サービス業
お米 川祥 飲食料品店
吉祥寺亀屋萬年堂 飲食料品店
こうた 焼肉
コーエー舎 クリーニング・コインランドリー
サザン調剤薬局 吉祥寺店 ドラッグストア・調剤薬局
小動物園HARRY PIGGY その他サービス業
シルバーハート その他小売業
整体・リラクゼーションKanno その他業種
セブンイレブン 吉祥寺通り東店 コンビニ
セブンイレブン 吉祥寺東町1丁目店 コンビニ
takk design lab 理容・美容店
tabasa はなれ 理容・美容店
tabasa美容室 理容・美容店
ティンパーノ イタリア料理
Tailor Fukuoka 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
㈱ときわスポーツ 吉祥寺店 その他小売業
中村法律事務所 その他サービス業

vi-dro 吉祥寺店 理容・美容店
ひまり屋吉祥寺 居酒屋
Bella 理容・美容店
㈱茂木商会 レンタカー
ヨガスタジオ スヴァスタ その他業種
rire et. 理容・美容店
リールオパン 飲食料品店

２丁目
㈲白木屋クリーニング クリーニング・コインランドリー
セオサイクル 吉祥寺店 自転車販売
ビューティーサロン コロナ 理容・美容店
増田屋 そば屋 そば
松井クリニック 病院または医療機関等
ミニストップ 女子大前店 コンビニ
わかばひふ科クリニック 病院または医療機関等

４丁目
ウッドストック カフェ
ラ・プティット・シュルプリーズ カフェ

吉祥寺南町（180-0003）
１丁目

AZABU屋 居酒屋
above the beauty island 吉祥寺 理容・美容店
あべ整形外科クリニック 病院または医療機関等
アンテンドゥ 吉祥寺店 その他小売業
いせや 公園店 居酒屋
稲垣薬局 井の頭店 ドラッグストア・調剤薬局
井の頭吉祥ダイニング ダイニング
井の頭整体 病院または医療機関等
井の頭薬局 ドラッグストア・調剤薬局
ウッドベリーズ 本店 スイーツ
オートフィッツ靴店 衣料・身の回り品取扱店
大原商店 衣料部 衣料・身の回り品取扱店
大原商店 雑貨部 雑貨店
Osteria bar the passion イタリア料理
想いの手 その他サービス業
オランダ屋 吉祥寺店 花屋
階段ノ上ノ食堂 定食
勝手にサワー 白木屋 吉祥寺南口駅前店 居酒屋
カラオケ館 吉祥寺南口店 その他サービス業
元祖仲屋むげん堂 弐番組 その他小売業
吉祥寺東急REIホテル 旅館・ホテル
吉祥寺・藤田クリニック 病院または医療機関等
キャンティ セテ イタリア料理
餃子番長炎のもつ家 甚家 居酒屋
金のバル SALVA 居酒屋
CLINK 衣料・身の回り品取扱店
ケーニッヒ 吉祥寺店（手造りソーセージ） 飲食料品店
ココカラファイン 吉祥寺南口店 ドラッグストア・調剤薬局
米◯ 居酒屋
coromo-cya-ya カフェ
The PARKSIDE ROOM メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
サザン調剤薬局 南町店 ドラッグストア・調剤薬局
庄三郎 飲食料品店
食彩工房 舎人 吉祥寺 居酒屋
鮨藤 寿司
STYLE by above 理容・美容店
ZEST 吉祥寺（ゼスト） 理容・美容店
チーナテリアハナヤ 吉祥寺 中華・イタリア料理
千尋 居酒屋
THC吉祥寺接骨院 病院または医療機関等
手打ちそば処ほさか そば
dracaena 本店 衣料・身の回り品取扱店
ながえ歯科医院 病院または医療機関等
NICO 衣料・身の回り品取扱店
ネイルサロンアテリア 吉祥寺店 その他サービス業
Bach指圧治療院 病院または医療機関等
花見せんべい 吾妻屋 飲食料品店
Bistro 1048 ステーキ
VILLA  MAGNOLIA イタリア料理
First Piece ダーツバー
ファミリーマート 井の頭公園口店 コンビニ
ファミリーマート 吉祥寺通り店 コンビニ
福寿司 寿司
㈻古屋学園 二葉ファッションアカデミー 衣料・身の回り品取扱店
FLAP 衣料・身の回り品取扱店
FRANCK PROVOST kichijoji 理容・美容店
ヘアサロンアージュ 吉祥寺店 理容・美容店
武蔵野公会堂 その他業種
メガネドラッグ 吉祥寺本店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
焼き鳥屋てら 吉祥寺本店 焼き鳥

山岡ダンススクール その他サービス業
ゆりあぺむぺる カフェ
Ristorante Primi Baci（リストランテ プリミ バチ） イタリア料理
RENJISHI（レンジシ） 理容・美容店
わちふぃーるど 吉祥寺ラシカノイ店 雑貨店

２丁目
アキュモ鍼灸整体院 その他サービス業
@YOGA その他サービス業
ありてい 京の梅ぼし その他小売業
anjir フランス料理
イルキャンティ 吉祥寺 イタリア料理
魚秀 禅 居酒屋
器と道具 つみ草 雑貨店
うなぎ 志乃ざき 吉祥寺店 うなぎ・和食
オーケー 吉祥寺店 スーパー
おどり 和食
Orange 理容・美容店
カワナミゴルフスクール 吉祥寺 その他サービス業
カットスタジオ フジ 理容・美容店
CAFE ZENON & ZENON SAKABA カフェ・居酒屋
カフェ ミミ カフェ
喜久寿司 寿司
吉祥寺じぃま 居酒屋
吉祥寺ホルモン 焼肉
吉祥寺悠心堂 その他サービス業
吉祥寺レディースクリニック 病院または医療機関等
g.hair design 理容・美容店
KURYU GATE (クリュウゲート) 理容・美容店
しなのや そば
ショート＆ボブ専門店PEAK2吉祥寺 理容・美容店
スギ薬局 吉祥寺南町店 ドラッグストア・調剤薬局
セブンイレブン 吉祥寺南町2丁目店 コンビニ
SOLO hair&make 理容・美容店
チェリークリーニング 南町店 クリーニング・コインランドリー
二代目かくみ 焼き鳥
日本料理 菘 和食
ぴかそ スナック・バー
picnic food & drink しまねこ軒 飲食料品店
ファンキー原田3 居酒屋
プティット メルヴィーユ フランス料理
fl owercafe あっとほーむ 花屋
古本よみた屋 書籍文房具小売店
ヘアーサロンアキ 理容・美容店
Berry coco フルーツ創作料理
北海道物産 吉祥寺 海鮮料理
やぶ浅 そば
ライオン薬局 ドラッグストア・調剤薬局
理髪一番 吉祥寺店 理容・美容店
医療法人社団緑祐会 吉祥寺駅前クリニック 病院または医療機関等
笑ウ鴨ニハ福来ル（ワラガモ） 鴨料理
ONE'S OWN TIME シーシャカフェ

３丁目
稲毛屋精肉店 飲食料品店
吉祥寺みやま鍼灸院 その他サービス業
QUEEN'S HOTEL antiques その他小売業

４丁目
おかしのいえとパン屋のぱんさん 飲食料品店
一実屋 飲食料品店
カットスタジオ　ソフィア 理容・美容店
きらきら星 イタリア料理
寿司銀 寿司
セブンイレブン 吉祥寺立教通り店 コンビニ
そよ風薬局 吉祥寺店 ドラッグストア・調剤薬局
㈲中舛商店 飲食料品店
焼肉きんぐ 吉祥寺店 焼肉

５丁目
稲垣薬局ケアセンター コトニア吉祥寺（デイサービス） その他サービス業
稲垣薬局ケアセンター コトニア吉祥寺（訪問入浴） その他サービス業
井上寝具 その他小売業
カットハウスシモヤ 理容・美容店
Cafe＆Bar ロマンチスト☆テイスト カフェバー
キッズいながき保育園吉祥寺 その他サービス業
松月庵 そば
病児・病後児保育室いながき その他サービス業
ヘアーサロンコロムビア 理容・美容店
㈱武蔵野塩田屋（酒屋） その他小売業

吉祥寺本町（180-0004）
１丁目

IT KiDSこどもプログラミング教室 吉祥寺教室 その他サービス業
AOKI 吉祥寺サンロード店 衣料・身の回り品取扱店
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あかつき 焼肉
アシックスウォーキング 吉祥寺店 その他小売業
アシックスウォーキング 吉祥寺通店 その他小売業
味乃宮川 和食
アヒルビアホール ビアレストラン
阿里郎リラクゼーション 吉祥寺店 理容・美容店
いせや 北口店 居酒屋
稲垣薬局 介護サービス その他サービス業
稲垣薬局 居宅介護支援 その他サービス業
稲垣薬局 公園通り店 ドラッグストア・調剤薬局
稲垣薬局 サンロード店 ドラッグストア・調剤薬局
稲垣薬局 新サンロード店 ドラッグストア・調剤薬局
稲垣薬局 訪問介護 その他サービス業
稲垣薬局 訪問看護ステーション その他サービス業
稲垣薬局 本店 ドラッグストア・調剤薬局
稲垣薬局デイサービス吉祥寺 その他サービス業
衣料品ディスカウント マーブル 衣料・身の回り品取扱店
イワキメガネ サンロード店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
インテリアプラザ 春木屋 その他小売業
Vicino a Lei（ヴィチーノ ア レイ） 衣料・身の回り品取扱店
うさぎや 吉祥寺 衣料・身の回り品取扱店
ウッドベリーズマルシェ スイーツ
運動系医療サニーサイド吉祥寺 その他サービス業
エイヒレ 和食居酒屋
ABC-MART 吉祥寺店 その他小売業
auショップ 吉祥寺 その他小売業
auショップ 吉祥寺大通り その他小売業
戎ビアホール吉祥寺 居酒屋
エプロン おでん居酒屋
aimerfeel（エメフィール） 衣料・身の回り品取扱店
Enzo（シャツ・ニット） 衣料・身の回り品取扱店
ORTR 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
おかしのまちおか 吉祥寺店 飲食料品店
octobre 雑貨店
小ざさ その他小売業
お茶と海苔 山利屋 吉祥寺店 飲食料品店
お仏壇の日本堂 吉祥寺店 その他小売業
opteria Glassias（オプテリア グラシアス） メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
オンデーズ 吉祥寺店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
オンワード・リユースパーク吉祥寺 衣料・身の回り品取扱店
海鮮三崎港 吉祥寺ダイヤ街（回転寿司みさき） 寿司
菓匠　京右近 その他小売業
一実屋 飲食料品店
片口 寿司居酒屋
カヌレとアイス 吉祥寺 飲食料品店
金子印店 その他小売業
カフェロシア ロシア・ジョージア料理
かまち歯科クリニック 病院または医療機関等
カヤシマ 食事と酒 定食・酒
カラオケ館 吉祥寺北口店 その他サービス業
カレーハウスCoCo壱番屋 吉祥寺サンロード店 カレー
韓国伝統料理 ど韓 韓国料理
キタノイチバ 吉祥寺北口駅前店 居酒屋
吉祥寺 じげもんとん 居酒屋・ちゃんぽん
吉祥寺 翠蘭 中華料理
吉祥寺 砂場 そば
吉祥寺 モジョカフェ ダイニングバー
吉祥寺 八百屋バル 居酒屋
吉祥寺菊屋 吉祥寺本店（食器店） 雑貨店
吉祥寺コンタクト メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
吉祥寺さとう 飲食料品店
吉祥寺シアター その他業種
吉祥寺虎屋 吉祥寺アルファ店 その他小売業
吉祥寺虎屋 弁天通り店 その他小売業
吉祥寺みかづき酒房 和食居酒屋
吉祥寺森岡眼科 病院または医療機関等
吉祥倶楽部 その他サービス業
吉祥なおきち カフェ
キリンシティ 吉祥寺店 ビアレストラン
銀座アスター 吉祥寺店 中国料理
GLASSTORY IKARA メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
グランキオスク 雑貨店
クレイジーワイン 飲食料品店
クロスバー スポーツビールバー
COFFEE HALL くぐつ草 カフェ
ココカラファイン 吉祥寺サンロード店 ドラッグストア・調剤薬局
こころダイニング 吉祥寺店 その他小売業
こころや 吉祥寺北口駅前店 居酒屋
Cosi Cosi ワインバー
COLO 理容・美容店
コンタクトショップ吉祥寺 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
コンタクトのアイシティ 吉祥寺サンロード店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
サーティワンアイスクリーム 吉祥寺店 アイスクリーム
サイクルシティマツモト 自転車販売
サザン調剤薬局 吉祥寺SIX店 ドラッグストア・調剤薬局
サザン調剤薬局 コスモ店 ドラッグストア・調剤薬局
THESEA Hair&Life 理容・美容店
THUMBS UP バー

Salon Strawberry Moon（ネイルサロン） その他サービス業
サンドラッグ 吉祥寺ダイヤ街 ドラッグストア・調剤薬局
サンドラッグ サンロード中央店 ドラッグストア・調剤薬局
サンドラッグ サンロード店 ドラッグストア・調剤薬局
シーズン 衣料・身の回り品取扱店
シナリオクラブ その他サービス業
しゃぶしゃぶ温野菜 吉祥寺店 和食
シュープラザ 衣料・身の回り品取扱店
シュープラザ 吉祥寺本店 衣料・身の回り品取扱店
ジュエリーツツミ 吉祥寺サンロード店 その他小売業
寿香苑あまつぼ 焼肉
Shop無 吉祥寺サンロード店 衣料・身の回り品取扱店
ジンギスカン & BBQ酒場 Jolly-Pad 居酒屋
JINS 吉祥寺ダイヤ街店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
しんむら整形外科クリニック 病院または医療機関等
スギ薬局 吉祥寺店 ドラッグストア・調剤薬局
杉養蜂園 吉祥寺店 飲食料品店
鮨と肴 こばやし 和食（寿司）
STUDIO55（スタジオゴーゴー） その他サービス業
ステーキハウスさとう ステーキ
セブンイレブン 吉祥寺駅中央店 コンビニ
セブンイレブン 吉祥寺駅前店 コンビニ
セブンイレブン 吉祥寺サンロード店 コンビニ
セブンイレブン 吉祥寺本町1丁目店 コンビニ
創作中華酒房 幸宴 中華料理
SOCO（ソーコ） 雑貨店
そとまろ 居酒屋
DAIKOKUYA ダイヤ街店 衣料・身の回り品取扱店
ダイワ靴店 吉祥寺店 その他小売業
タパス＆タパス 吉祥寺駅前店 イタリア料理
チェリークリーニング 本町店 クリーニング・コインランドリー
中華街 吉祥寺 中華・広東料理
中華食堂一番館 吉祥寺サンロード店 中華料理
チョップスティックス 吉祥寺店 ベトナム料理
珍来亭 中華料理
築地玉寿司 吉祥寺店 寿司
土屋商店 飲食料品店
THC吉祥寺本町接骨院 病院または医療機関等
TEA MARKET Gclef 吉祥寺本店 その他小売業
てっちゃん吉祥寺 焼き鳥
鉄板ニシムラ本店 鉄板焼き
東北物産館 飲食料品店
外口書店 書籍文房具小売店
ととまろ 和食居酒屋
dracaena north ダイヤ街店 衣料・身の回り品取扱店
鶏唐やまをんち 居酒屋
なぎさや 飲食料品店
肉バル酒場タントビーノ 肉バル
ニワトリ 焼き鳥
ねぎし 吉祥寺サンロード店 肉の定食
野方青果 吉祥寺本店 その他小売業
bar & kitchen eos バー
Bar Ohana 居酒屋
HARD SHAKE BAR 130 バー
バール ボガ イタリア料理
ハモニカキッチン 中華居酒屋
ハモニカ・クイナ タコライスとソーキそば
パリミキ 吉祥寺店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
パル美容室 理容・美容店
Hawaiian Kitchen pupukea ハワイ料理
ハンド＆ネイルケアサロン桃の木 吉祥寺店 理容・美容店
ひぐち眼科 病院または医療機関等
美とん とんかつ
ひないや  吉祥寺店 居酒屋
ビルケンシュトック 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
ファッションヴィレッヂ 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
famille raugh 理容・美容店
FUNKY レストラン
㈱不二家 吉祥寺店 その他小売業
BOOKS ルーエ 書籍文房具小売店
フットサルパーク 吉祥寺 その他サービス業
ブティック ライラック 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
BLACK BRICK 衣料・身の回り品取扱店
フラワーショップ はやし 花屋
フランス懐石 懐鮮食堂 フランス料理
Prim 衣料・身の回り品取扱店
BREAK TIME ベーカリーレストラン
Hair Salon Noa 理容・美容店
ベッカライカフェ リンデ 飲食料品店
ペットパラダイス 吉祥寺店 その他小売業
紅屋 その他小売業
BOW ROOM HAIR MAKE 理容・美容店
ボードゲームカフェロンドン カフェ
Bo-peep 飲食料品店
ホープ軒本舗 吉祥寺店 中華そば
ポヨ バー
ボンジュール・ボン 吉祥寺店 その他小売業
MARVEL CROSS  by  FUKUYA 衣料・身の回り品取扱店

マツモトキヨシ 吉祥寺ダイヤ街店 ドラッグストア・調剤薬局
松本平太郎美容室 吉祥寺PARTⅤ 理容・美容店
松本平太郎美容室 吉祥寺本店 理容・美容店
眉専門 スマイルサロン 理容・美容店
Marionette 吉祥寺ローズナード店 その他小売業
マリスローレン ダイヤ街店 その他小売業
MARU 魚貝旬菜 居酒屋
美夏クリニック 病院または医療機関等
ミスタードーナツ 吉祥寺サンロード ドーナツ
㈱三松 吉祥寺店 その他小売業
三松プレミアムサロン 衣料・身の回り品取扱店
mimi刺繍 その他小売業
宮田総合法務事務所 その他サービス業
宮原歯科医院 病院または医療機関等
ミュンヘン ビアレストラン
みんみん 餃子・ラーメン
ムサシノ学生服 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
モスクワ バー居酒屋
モスバーガー 吉祥寺サンロード店 ハンバーガー
もも吉 居酒屋
モルガン宝飾店 その他小売業
焼肉 李朝園 焼肉
焼肉や 焼肉
焼肉洞 焼肉
UQ スポット 吉祥寺  その他小売業
洋服の青山 吉祥寺サンロード店 衣料・身の回り品取扱店
ラウンドワン 吉祥寺店 その他サービス業
らかんスタジオ 吉祥寺本店 その他サービス業
LULLABY 吉祥寺店 理容・美容店
ランジェリーブティック 瑠璃 衣料・身の回り品取扱店
リラクゼーションエステ アンジュール 理容・美容店
ルポ 居酒屋
レオニダス 吉祥寺店 飲食料品店
ロヂャース 吉祥寺店 スーパー
ROL 衣料・身の回り品取扱店
ワイガーデン 吉祥寺店 その他サービス業
Wine Room ワインバー
和漢薬舗東洋堂稲垣 ドラッグストア・調剤薬局
ワミレスサロン 吉祥寺プラチナ 理容・美容店

２丁目
i-offi  ce吉祥寺 その他サービス業
eyelash Bella 理容・美容店
朝日新聞サービスアンカー ASA吉祥寺 その他小売業
アトリエニキティキ 吉祥寺店 おもちゃ・ベビー用品
あとりえぱすてる おもちゃ・ベビー用品
あぶり処 武蔵 居酒屋
アムリタ食堂 エスニック料理
アライ屋 飲食料品店
アンテナショップ麦わら帽子 飲食料品店
一圓 本店 ラーメン
一日 その他小売業
稲垣薬局 吉祥寺本町店 ドラッグストア・調剤薬局
稲垣薬局 中道店 ドラッグストア・調剤薬局
イベントスペース 雑貨店
入倉康ジュエリー工房 その他小売業
インテリアブティックhal（ハル） 衣料・身の回り品取扱店
ウィズパディ メキシコ料理
WITS 衣料・身の回り品取扱店
絵本の古本屋MAIN TENT 書籍文房具小売店
O-OWLULU 理容・美容店
オーマイグラス東京 吉祥寺店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
おおむら動物病院 病院または医療機関等
おそうじ本舗 吉祥寺店 その他サービス業
篭蔵 飲食料品店
KAJA（カジャ） 吉祥寺本店 その他小売業
花泉 和食
割烹 みや田 和食
金井米穀店 飲食料品店
かぶ菜 居酒屋
CANTERBURY 吉祥寺 衣料・身の回り品取扱店
吉祥寺 はるへ 理容・美容店
吉祥寺PukuPuku 中道通り店 その他小売業
吉祥寺アールズ 衣料・身の回り品取扱店
吉祥寺越後屋 そば
吉祥寺スパイラル イタリア料理
吉祥寺第一ホテル 旅館・ホテル
吉祥寺第一ホテル 「アトリウム ラウンジ」 カフェ
吉祥寺第一ホテル 寿司「一寿し」 寿司
吉祥寺第一ホテル 鉄板焼「むさしの吉祥」 鉄板焼き
吉祥寺第一ホテル 「東京 ボウリングセンター」 その他サービス業
吉祥寺第一ホテル バイキング「パークストリート」 バイキング
吉祥寺第一ホテル パティスリー 「アンフィニ」 ベーカリー
吉祥寺千恵蔵さん 飲食料品店
吉祥寺ばあど家 焼き鳥
吉祥寺メディカルクリニック 病院または医療機関等
吉祥寺よろず屋 ザ・ヴィレッジ・ストア 雑貨店
キチム カフェ
喫茶ロゼ カフェ
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きっしょう昭和通り整骨院 病院または医療機関等
Cat Cafe てまりのおうち カフェ
Cat Cafe てまりのおしろ カフェ
きれいや その他サービス業
クリーニングショップたかはし 吉祥寺店 クリーニング・コインランドリー
グルテンフリー専門店 Where is a dog? VEGAN
K's&Brownie 飲食料品店
Go Ahead → Happy Triathlon 自転車販売
コアルーバッグ＆吉祥寺 その他小売業
高知屋 その他小売業
goⓈgo(e) 理容・美容店
goⓈgo.b 理容・美容店
COFFEE TALK（コーヒートーク） カフェ
骨盤矯正整体アネックス その他サービス業
こまものや 六方 その他小売業
酒と肴くじら山 飲食料品店
茶房 武蔵野文庫 カフェ
Salon de Patina イタリア・フランス料理
しおかわレディースクリニック 病院または医療機関等
下町のてっぱん焼 だるまや お好み焼き
SHIPS 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
SHUTTERS 吉祥寺 イタリア料理
食房 和錆 和食
Stout 衣料・身の回り品取扱店
SPINGLEMOVE stage.01 吉祥寺 衣料・身の回り品取扱店
セールス・プロワン その他サービス業
セブンイレブン 吉祥寺大正通り店 コンビニ
セブンイレブン 吉祥寺本町2丁目店 コンビニ
só-ma 衣料・身の回り品取扱店
ソリウッド・プロダクツ 吉祥寺ショップ その他小売業
タイヒバン オーガニック料理
㈱高橋硝子店 その他業種
爪切り屋ぱちぱち その他サービス業
TEA HOUSE はっぱ カフェ
Decor Interior Tokyo 雑貨店
手染め手ぬぐい屋ともぞう本舗 衣料・身の回り品取扱店
天ぷら 花れ 和食
東洋堂 稲垣薬局 西一条店 ドラッグストア・調剤薬局
Tokyo Dress Lab. 衣料・身の回り品取扱店
tokyobike 吉祥寺 自転車販売
とことこ雑貨店 雑貨店
とことこ宝石店 雑貨店
tobira 衣料・身の回り品取扱店
ナマステカトマンズ カレー
ノスタルジックガレージ 衣料・身の回り品取扱店
白山眼鏡店 吉祥寺店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
八丈島 浜やん 居酒屋
Happy Time Healing Beauty その他サービス業
バルバリ 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
はんこ屋さん21 吉祥寺店 その他業種
びいどろ 吉祥寺店 スペイン料理
百年 その他小売業
美容室 COUPE 理容・美容店
ピロースタンドイプノス 吉祥寺中道通り店 衣料・身の回り品取扱店
ファミリーマート 吉祥寺公園通り店 コンビニ
VIC3（ブイアイシースリー） 雑貨店
BTQ ラコステ 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
freedesign（フリーデザイン） 雑貨店
FURISODE CoCo 吉祥寺店 その他サービス業
フローリスト ココライド 花屋
BRONTIBAYPARIS 吉祥寺L'ouest 衣料・身の回り品取扱店
Hair Studio YOKE 理容・美容店
ヘアースペースハーフムーン 理容・美容店
ベターホームのお料理教室 吉祥寺教室 その他業種
ベビーとママのセレクトショップFELLOWS おもちゃ・ベビー用品
北欧料理 ALLTGOTT(アルトゴット) 北欧料理
ボヘミア吉祥寺 衣料・身の回り品取扱店
ボン マルゼン 衣料・身の回り品取扱店
MaiTransit その他小売業
まつげパーマ＆ネイルサロンNONO その他サービス業
マツモトキヨシ 吉祥寺大正通り店 ドラッグストア・調剤薬局
㈱マネジメントブレーン吉祥村塾（キッショウソンジュク） その他サービス業
真野眼鏡 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
mami 吉祥寺店 その他小売業
マリオネット吉祥寺 大正通り店 雑貨店
マリッジコーディネートResilience その他サービス業
マルホ住宅機器㈱ その他小売業
㈱マル吉商店 飲食料品店
マロン薬局 吉祥寺店 病院または医療機関等
Maker's Watch Knot その他小売業
メディカルフィットネス Produce その他サービス業
menui 東急裏店 雑貨店
八百銀商店 飲食料品店
やき鶏おお川 焼き鳥
やきとり処 Katsu 焼き鳥
安岡整形外科脳外科クリニック 病院または医療機関等
薬局くだわら 吉祥寺駅北口店 ドラッグストア・調剤薬局
ヤナギ薬局 病院または医療機関等

山野楽器サウンドクルー吉祥寺 楽器店
YARRA dou×bleu（ヤラ ドゥ ブルー） 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
月和茶 台湾料理
LIGHT BULB 衣料・身の回り品取扱店
らかんスタジオ 吉祥寺N.Y店 その他サービス業
ラッシェル プレジール 吉祥寺店 理容・美容店
LUSH 吉祥寺店 その他小売業
REGAL SHOES 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
リストランテ イマイ イタリア料理
LIBERTE PATISSERIE BOULANGERIE 東京本店 カフェ
Le Village 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店
retore 衣料・身の回り品取扱店
word  衣料・身の回り品取扱店
WORLD BREAKFAST ALLDAY吉祥寺店 カフェレストラン
wine & Tapas Chill イタリア料理

３丁目
R-Spring その他サービス業
雨の木なコーヒー カフェ
KASAGI 衣料・身の回り品取扱店
カスケードロックス その他小売業
Caldo Luce イタリア料理
吉祥寺鶏寿 飲食料品店
㈱紀ノ国屋 吉祥寺店 スーパー
Grace Nail 吉祥寺店 理容・美容店
ココロ化粧品 その他小売業
shell 吉祥寺店 理容・美容店
シルク＆カシミヤ ストーリー 衣料・身の回り品取扱店
たかの総合整骨院 病院または医療機関等
ダメオパタカ 地中海料理
でんがく その他小売業
Wickie（ビッケ） 雑貨店
BLACKWELL COFFEE（ブラックウェル コーヒー） カフェ

４丁目
あぷりこっとつりー その他業種
うどん白石 うどん
カフェドレジェール カフェ
吉祥寺の仕立て屋 オーダースーツのフォーボタンズ 衣料・身の回り品取扱店
吉祥寺PukuPuku 西公園前店 その他小売業
吉祥寺れむ整体院 その他業種
COTSWOLDS 雑貨店
さくま歯科 病院または医療機関等
しらかば薬局 ドラッグストア・調剤薬局
鮨まさ希 寿司
ステッキ工房シナノ 吉祥寺店 その他小売業
台湾茶房 桃李 台湾料理
tone arm その他サービス業
中村クリーニング クリーニング・コインランドリー
ハーバルスチーム その他サービス業
hamaya 飲食料品店
ファインプロジェクト㈱ その他サービス業
ヘアーショップ Ｈ 理容・美容店
Ben's Slop Shop 飲食料品店
緑のゆび 書籍文房具小売店
menui 中道通り店 雑貨店
musline その他小売業
Leberment 衣料・身の回り品取扱店
レストランペティヤン フランス料理
ロケット吉祥寺 その他小売業

御殿山（180-0005）
１丁目

アフガニスタンバザール 衣料・身の回り品取扱店
Yesterday cross 御殿山店 衣料・身の回り品取扱店
池園歯科クリニック 病院または医療機関等
いせや 本店 居酒屋
㈱いせや総本店卸部（肉祭り） その他小売業
LBSホワイトニング 吉祥寺店 その他サービス業
御菓子処　俵屋 飲食料品店
吉祥じ和こん 和食
SANOVA 理容・美容店
鍼灸あん摩マッサージ指圧 ひとみ治療院 病院または医療機関等
すき焼 いせや 和食
セブンイレブン 吉祥寺井の頭公園入口店 コンビニ
地球屋 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
パーソナルジムDREAM CUBE 1 吉祥寺本店 その他サービス業
八十八夜 和カフェ・レストラン
Balanca バー
ヘアーサロン アラシ 理容・美容店
momento イタリア料理
ラッシュウェル（まつげパーマ） その他サービス業

２丁目
ゆみ助産院ひだまり母乳育児相談室 病院または医療機関等

中町（180-0006）
１丁目

アサヒ薬局 ドラッグストア・調剤薬局

un verre 飲食料品店
ECC個別指導塾ベストワン 三鷹校 その他サービス業
稲垣薬局 三鷹北口店 ドラッグストア・調剤薬局
魚銀 三鷹北口駅前店 寿司
魚民 三鷹北口駅前店 居酒屋
欧風カレーイナバ 欧風カレー＆ビストロ
オーケー 三鷹北口店 スーパー
Osteria Furbo イタリア料理
加島歯科 病院または医療機関等
カフェ・ド・クリエ 武蔵野タワーズスカイゲートタワー店 カフェ
kamidokoro KICHI 理容・美容店
カラオケ館 三鷹北口店 その他サービス業
韓食苑 恭楽亭 韓国料理
きくざとファミリークリニック 病院または医療機関等
京樽 三鷹北口 飲食料品店
glasses shop めがねのアイスト メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
ブランブルー 軽食バー
健康ショップ サニーマート 三鷹店 その他小売業
コワーキングスペースBreath カフェ
THE HAPPYmAN CHEAKS 居酒屋
salon M（サロン エム） 理容・美容店
シェアキッチンYELLow Lamp シェアキッチン
じげもんとん 三鷹店 ちゃんぽん
しゃぶ食べ 三鷹北口駅前店 しゃぶしゃぶ
白木屋 三鷹北口駅前店 居酒屋
セブンイレブン 三鷹駅北口店 コンビニ
sora 理容・美容店
田辺たばこ店・田辺フルーツ その他小売業
タワーズ内科クリニック 病院または医療機関等
中華料理 安楽 中華料理
つむぐと 衣料・身の回り品取扱店
つよし．治療院 病院または医療機関等
手打ちそば 味のそば兵衛 そば
手打ちそば くまはら川 そば
東急ストア 三鷹店 スーパー
トータルヘルスサロン エクセベル その他サービス業
DOPPO自家焙煎珈琲豆 飲食料品店
トモズ 三鷹北口店 ドラッグストア・調剤薬局
NICUTA レストラン
Bar Alley バー
ハモニカ横丁ミタカ 居酒屋
パスタ&ワイン「とれたて食堂」 イタリア料理
八丁通りいたばし コンビニ
はり・きゅう いちる治療院 その他業種
bistro amorph.（ビストロ アモルフ） フランス料理
Bistro ideal ビストロ
bistro ju-ru ビストロ
ひな鳥ふじの 焼き鳥
美容室 ヘアースマッシュ 理容・美容店
美容室 ロンロ 理容・美容店
ファミリーマート 武蔵野中町新道店 コンビニ
福田銘茶園 中町店 飲食料品店
福松 三鷹店 寿司・和食
ButaBaco ハンバーガー・ソーセージ
ヘアーサロン カナスギ 理容・美容店
ベーカリーカフェクラウン 三鷹店 ベーカリー
北海道魚萬 三鷹北口駅前店 居酒屋
三鷹ホルモン おいで屋 居酒屋
マッサージ・整体 みたか治療院 病院または医療機関等
三鷹あゆむ整骨院・鍼灸院 病院または医療機関等
ミニストップ 三鷹駅北口店 コンビニ
武蔵野アトラスターズ整形外科スポーツクリニック 病院または医療機関等
武蔵野芸能劇場 その他業種
ムサシノバル 三鷹店 バル・洋風居酒屋
目利きの銀治 三鷹北口駅前店 居酒屋
山内農場 三鷹北口駅前店 居酒屋
昜木屋 居酒屋
ライノスキッチン 居酒屋
ラザニ屋 三鷹ルイーズ店 イタリア料理・バー
Restaurant Entoutcas フランス料理
和ビストロTORETATE 和食

２丁目
アロマ＆氣功セラピーサロンmanimani その他サービス業
ここね 飲食料品店
コメディカル薬局 武蔵野店 ドラッグストア・調剤薬局
サイクルハウスイシダ 自転車販売
シャイン＆毎度屋 その他サービス業
高橋医院 病院または医療機関等
つけめん処あすなろ食堂 ラーメン
てら 三鷹店 焼き鳥
中町ちぐさ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
ブルーバード カフェ
フレッシュネスバーガー 三鷹北口店 ハンバーガー
まるよし魚店 飲食料品店
みずき薬局 ドラッグストア・調剤薬局
三鷹通りセントラル歯科 病院または医療機関等
武蔵野カンプス ピザ
輸入酒のかめや 吉祥寺店 飲食料品店
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リサイクルショップワンポイント その他小売業
良寛こどもファミリークリニック 病院または医療機関等

３丁目
エスプリ・ドゥ・パリ 本店 飲食料品店
吉祥寺どうぶつ病院 病院または医療機関等
澤田歯科医院 病院または医療機関等
セブンイレブン 吉祥寺中町店 コンビニ
セブンイレブン 武蔵野郵便局前店 コンビニ
ダイビングハウス トラウムスクーバ その他サービス業
テーラーミツボシ 衣料・身の回り品取扱店
にしはらクリーニング クリーニング・コインランドリー
ニンカフェ NING'S COFFEE カフェ
BAR BER SWITCH 理容・美容店
Pâtisserie A.K Labo（エーケー ラボ） カフェ
プレアデス整体 その他サービス業
㈲豊年屋酒店 その他小売業
ホシノクリーニング クリーニング・コインランドリー
武蔵野市民文化会館 その他業種
yomo ー羊毛ー カフェ
レストランコワン 西洋料理

八幡町（180-0011）
１丁目

魚はま 日本料理
プリント＆スタンプ こうげい その他業種
ヘアーサロン 巴里院 理容・美容店
マツモトキヨシ 武蔵野八幡町店 ドラッグストア・調剤薬局

２丁目
㈱のんじ リフォーム業
LIXILリフォームショップハウズ リフォーム業

３丁目
井口食料品店 飲食料品店
㈲田中商店 その他小売業
谷口理髪店 理容・美容店
平山モータース㈱ その他サービス業
㈲丸穂  平野商店(お米販売） その他小売業
らいおんハート整骨院武蔵野 病院または医療機関等

４丁目
高橋商店 書籍文房具小売店

緑町（180-0012）
１丁目

IT KiDSこどもプログラミング教室 武蔵野緑町教室 その他サービス業
石川ふとん店 衣料・身の回り品取扱店
伊勢屋菓子店 飲食料品店
伊藤歯科医院 病院または医療機関等
エイトランド 定食
㈲大山食品 その他小売業
岡田屋靴店 グリーンパーク支店 衣料・身の回り品取扱店
キムライス 定食・焼き鳥
サンドラッグ 武蔵野緑町店 ドラッグストア・調剤薬局
シェアキッチンMIDOLINO_ カフェ・レストラン
スイス食堂ルプレ チーズフォンデュ
スギドラッグ 武蔵野緑町店 ドラッグストア・調剤薬局
㈱すまいの建築設計 リフォーム業
たかおか食器店 雑貨店
つつみ文具店 書籍文房具小売店
Doやまと21 家電販売店
(医)長谷川歯科医院 病院または医療機関等
パティスリーティアレ その他小売業
花ごよみ うどん
美容室 AUGA 理容・美容店
美容室 あとりえ 理容・美容店
美容室 翔 理容・美容店
BrightKitchens' 低糖質・グルテンフリー惣菜
ヘアーサロン リーフ 理容・美容店
Pet salon Birthday 緑町店 その他サービス業
ベラドンナ パティスリーカフェ
宝龍 中華料理
マルトク洋品店 衣料・身の回り品取扱店
みどり町眼科 病院または医療機関等
みどり薬局 ドラッグストア・調剤薬局
むさしのグリーン歯科 病院または医療機関等
焼きとん焼きとり すぎはら 焼きとん・焼き鳥・お弁当

２丁目
IGUCHI TAXI その他業種
㈲奥山文具店 書籍文房具小売店
カフェ・ル・ブレ カフェ
珈琲家香七絵 飲食料品店
コムギキッチン 弁当
さくらごはん 和洋食
Challenge Shop ゆう＆あい カフェ
花の店 むさしの 花屋
緑木鍼灸院 病院または医療機関等
ミニストップ 武蔵野緑町店 コンビニ
武蔵野市民防災協会 その他小売業

西久保（180-0013）
１丁目

ACQUA39（アクアトレンタノーヴェ） イタリア料理
一圓 三鷹北口店（いちえん） 中華料理
カレーハウスCoCo壱番屋 三鷹駅北口店 カレー
SHIEGANO シェガーノ イタリア料理
食ぱん道 武蔵野西久保店 飲食料品店
スタジオサーティープラス 三鷹店 その他サービス業
セブンイレブン 三鷹中央通り店 コンビニ
大黒屋 三谷店 ラーメン
TARO’S KITCHEN（タローズ キッチン） ジャマイカ料理
チェリークリーニング 北口店 クリーニング・コインランドリー
和みハンバーグダイニング kenbo ハンバーグ・創作料理
パーソナルトレーニングスタジオAnchor その他サービス業
Hair salon BLOOM 理容・美容店
マクロビミール ひとこきゅう マクロビ料理
（農産物直売店）武蔵野 新鮮館 飲食料品店

２丁目
AZ DINING 三鷹店 イタリア料理
居酒屋 里野 居酒屋
インテリア いわせ その他小売業
うまいもの処 暁 居酒屋
お食事処新八 和食
オステリア ダ ヒロキ イタリア料理
Cafe SchnurrWarz カフェ
callas pain その他小売業
キャマラードストア（Camarade Store） 飲食料品店
ぐーぐーぶっくす/NPO法人ぐーぐーらいぶ 書籍文房具小売店
KUVAL フランス料理とお菓子
古今食堂 居酒屋
ZION tokyo 理容・美容店
サイクルステーションワタナベ  三鷹北口店 自転車販売
志あわせ 和食
自家焙煎の店アンダンテ カフェ
せいせん舎クリーニング クリーニング・コインランドリー
セーブファーマ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
とんかつ まさ とんかつ
㈲中島ランドリー クリーニング・コインランドリー
ニシクボ食堂 定食
nocca 理容・美容店
Bar Fermata バー
パイナップルフィールド 武蔵野西久保店 サンドイッチ
BEAMS バー
美容室オリーブ 理容・美容店
ファミリーマート 内田西久保二丁目店 コンビニ
福田銘茶園 西久保店 飲食料品店
㈱フジエンタープライズ（ハウスクリーニング） その他サービス業
プチ・フローラ 花屋
フランス菓子 ロンポワン その他小売業
ヘアーサロン ヨコヤマ 理容・美容店
per sorriso イタリア料理
マ・プリエール 洋菓子
ミタカ電器 家電販売店
みつ乃家 天ぷら・天丼・そば
山田文具店 たばこ・文房具・事務用品販売 書籍文房具小売店
よしだや その他業種
らんたん ベーカリー
RESTAURANT HIMALAYA カレー
Rowans coff ee カフェ

３丁目
インド料理ピアーズ インド料理
お好み焼き さち お好み焼き・もんじゃ焼き
お米とお弁当のしろやま 飲食料品店
オリーブ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
ギャラリー&カフェDOMOANES その他業種
㈱グッディーホーム リフォーム業
COMイスズ 家電販売店
ソティラスゴルフ その他小売業
sonic.co cave その他小売業
台味弁当 台湾料理
チェリークリーニング 西久保店 クリーニング・コインランドリー
手打ちそばなかざき そば
内藤表具店 リフォーム業
肉の川島屋 その他小売業
ヘアーサロン タカノ 理容・美容店
㈲みのわ屋酒店 その他小売業
大和クリーニング クリーニング・コインランドリー
ユーカリ食堂 弁当・惣菜・酒のアテ

関前（180-0014）
２丁目

アイファ薬局 関前店 ドラッグストア・調剤薬局
㈱イトーゴルフガーデン その他業種
友利医院 病院または医療機関等

３丁目
飯島カイロプラクティック その他業種

(医)成友会 小森病院 病院または医療機関等
ステラ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
セブンイレブン 武蔵野関前3丁目店 コンビニ
田原医院 病院または医療機関等
釣道具まるかつ その他小売業
㈲保谷米店 その他小売業

４丁目
台所德 居酒屋
MORIBAKERY 飲食料品店

５丁目
Village UCHIDA 理容・美容店
おそば仲屋 そば・うどん
クリーニングショップ ふじ クリーニング・コインランドリー
幸寿司 寿司
幸楽 中華料理
(医)境橋クリニック 病院または医療機関等
さかいばし歯科 病院または医療機関等
桜井造園 その他業種

桜堤（180-0021）
１丁目

大山青果 桜堤店 その他小売業
㈱金井無線電機 家電販売店
クリーニングショップたかはし 桜堤店 クリーニング・コインランドリー
桜堤あみの歯科 病院または医療機関等

２丁目
㈲尾張屋酒店 その他小売業
島長寿司 寿司
フジワラ電器㈱ 家電販売店

３丁目
ECCジュニア 桜堤3丁目教室 その他サービス業
ネイルサロン PAINT  理容・美容店
もろはし鍼灸マッサージ院 病院または医療機関等

境（180-0022）
１丁目

IDLE 理容・美容店
㈱ESライフプラン（リフォーム） その他業種
稲垣薬局 クオラ武蔵境店 ドラッグストア・調剤薬局
魚民 武蔵境北口すきっぷ通り店 居酒屋
内海歯科クリニック 病院または医療機関等
エッセンスガーデン その他サービス業
お酒と料理えいよう 居酒屋
お茶の下田園 その他小売業
からだケア Festina lente（フェスティーナレンテ） その他サービス業
きもの処 ちとせや その他小売業
元氣のくすり箱 ドラッグストア・調剤薬局
コーヒー豆の店 珈の香（コノカ） 飲食料品店
ココカラファイン 武蔵境店 ドラッグストア・調剤薬局
境調剤薬局 ドラッグストア・調剤薬局
境藤田クリニック 病院または医療機関等
昌里亭 焼肉
しらかば歯科 病院または医療機関等
鮨・酒・肴 杉玉 武蔵境 大衆寿司居酒屋
すずらん健康館 武蔵境店 その他小売業
セブンイレブン 武蔵境1丁目店 コンビニ
中華街 武蔵境 中華・広東料理
つつじ鍼灸院・整骨院 病院または医療機関等
乃が美はなれ 武蔵境販売店 飲食料品店
㈱花蔵 花屋
花や 花屋
春木医院 病院または医療機関等
Bistro Rosier イタリア料理
美容室マドモアゼル 理容・美容店
美容絵館 理容・美容店
プリントショップ ナショナルマーク 衣料・身の回り品取扱店
マツモトキヨシ 武蔵境店 ドラッグストア・調剤薬局
丸美屋家具店 その他小売業
㈲三輪商店 飲食料品店
武蔵境駅前整体院 その他サービス業
武蔵境皮フ科クリニック 病院または医療機関等
武蔵野トサカ食堂 焼き鳥
メガネドラッグ 武蔵境店 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
リリーローズメロディチャイルドクリニック 病院または医療機関等
ワインとチーズ武蔵境ビブロス ワインバー

２丁目
アートヘア・ドリーム 理容・美容店
アイ・プラザ メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
朝日薬局 ドラッグストア・調剤薬局
味の店 いなかっぺ 居酒屋
一岳堂（いちがくどう） その他小売業
Indian Restaurant アダルサ カレー
ウィル鍼灸整骨院 病院または医療機関等
ヴォーグ美容室 理容・美容店
おかしのまちおか 武蔵境店 その他小売業
沖縄居酒家ろかーる 居酒屋
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オリッククリーニング クリーニング・コインランドリー
からだ工房 その他サービス業
クラウンベーカリー 武蔵境店 ベーカリー
㈱後藤商店 飲食料品店
酒のなかがわ ㈲中川商店 飲食料品店
じげもんとん 武蔵境店 ちゃんぽん
耳鼻咽喉科 青木クリニック 病院または医療機関等
清水眼科 病院または医療機関等
スイング・ビル野崎クリニック 病院または医療機関等
炭火焼肉 秋 焼肉
寸法直し スイングリフォーム その他サービス業
セブンイレブン 武蔵境駅前店 コンビニ
セブンイレブン 武蔵野境2丁目店 コンビニ
蕎麦処 ささい そば
大佛クリーニング スイング店 クリーニング・コインランドリー
大佛クリーニング 本店 クリーニング・コインランドリー
たばこショップ田山 その他小売業
中華厨房 木蘭 中華料理
東京味噌らーめん鶉 ラーメン
東大楼 中華料理
ドトールコーヒーショップ 武蔵境北口店 カフェ
トモズ 武蔵境店 ドラッグストア・調剤薬局
中田八青果店 その他小売業
なごみ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
ハイナン焼きショーロンポー 薬膳
（洋菓子）パティスリー ウルソン その他小売業
フラワーガーデン花曜日 花屋
Plume（プリュム） 理容・美容店
フレッシュ みどりや 飲食料品店
BUNGOYA 理容・美容店
hair spirit Ruth（ヘア スピリット ルース） 理容・美容店
星野歯科医院 病院または医療機関等
丸幸 ラーメン
武蔵野スイングホール その他業種
モスバーガー 武蔵境北口店 ハンバーガー
もみの木整骨院 病院または医療機関等
やきとり家すみれ 武蔵境店 焼き鳥
ユニサロン・ガレージ 理容・美容店
ヨネヤ洋品店 衣料・身の回り品取扱店
ラーメン せい屋 武蔵境店 ラーメン
和味彩 遊子 和食

３丁目
エノモトサイクル 自転車販売
カフェジータ カフェ
ヘアーサロンH2 理容・美容店

４丁目
おそうじ革命 武蔵野吉祥寺本町店 その他サービス業
米ぬか酵素 武蔵野店 その他サービス業
佐々木産婦人科 病院または医療機関等
㈲丸五商店 飲食料品店
ムサシノサイクルセンター 自転車販売

５丁目
セブンイレブン 武蔵野アジア大学通り店 コンビニ
セブンイレブン 武蔵野境5丁目店 コンビニ
丸善 ラーメン

境南町（180-0023）
１丁目

㈱クリエイト エス･ディー 武蔵境南店 ドラッグストア・調剤薬局
酒乃丸美屋 飲食料品店
船木園 花屋

２丁目
秋本スマイル歯科 病院または医療機関等
あすなろ理容室（フォーリーフ） 理容・美容店
UP＆SET GYM その他サービス業
アトリエブルージュ・お花の教室とギフト販売 その他サービス業
イル　カプリッチョ イタリア料理
ヴァースカイロプラクティック境 その他サービス業
エミオ武蔵境 その他業種
小倉ふとん店 衣料・身の回り品取扱店
帯ときもの 井乃上 衣料・身の回り品取扱店
オレンジ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
カジュアルゴルフスクール 武蔵境 その他サービス業
カフェ・フェルマータ カフェ
クイーンズ伊勢丹（nonowa武蔵境） スーパー
CRISP 理容・美容店
kokochi-salon 理容・美容店
ころくや（nonowa武蔵境） 飲食料品店
さかな家 碧 居酒屋
さろんど麻里 理容・美容店
書籍・文具 聚宝堂 書籍文房具小売店
スタジオサーティープラス 武蔵境店 その他サービス業
砂場 そば
成城石井 エミオ武蔵境店 スーパー
大佛クリーニング 境南店 クリーニング・コインランドリー
武居小児科医院（タケスエショウニカ） 病院または医療機関等
田崎サイクル 自転車販売
谷口歯科クリニック 病院または医療機関等
タリーズコーヒー （nonowa武蔵境） カフェ
東京ガスライフバル武蔵野 武蔵境店 その他小売業
㈱ときわスポーツ プロスキー武蔵境店 その他小売業
ドコモショップ 武蔵境店 その他小売業
巴屋 そば
ニチョウメカフェ ニニギ カフェ
NEWDAYS（nonowa武蔵境） コンビニ
ハニケバブ 飲食料品店
パリジェンヌ洋菓子店 武蔵境駅前支店 飲食料品店
ハンコ卸売センター 武蔵境店 書籍文房具小売店
落日酒楽 和食居酒屋
美容室 リップル 理容・美容店
ファミリーマート 境南通り店 コンビニ
(洋菓子・ケーキ) プチ・タ・プチ 飲食料品店
ペットサロン＆ホテルfurifuri その他サービス業
Bellネイルスクール＆サロン その他業種
MARKS HAIR DESIGN 武蔵境店 理容・美容店
マツモトキヨシ（nonowa武蔵境） ドラッグストア・調剤薬局
ミカミ薬局 ドラッグストア・調剤薬局
むさし境駅前サロン 理容・美容店
武蔵境みなみ接骨院 病院または医療機関等
ムサシノ 野菜食堂 miluna-na 食堂
武蔵野市薬剤師会調剤薬局 ドラッグストア・調剤薬局

(医)八木整形外科 病院または医療機関等
焼肉TABLEさんたま 北口店 焼肉
焼肉tableさんたま 焼肉
洋服の青山 武蔵境南口店 衣料・身の回り品取扱店
らーめん 大龍 ラーメン
理容巴里院 理容・美容店
ROSEBAR バー

３丁目
㈲青山園 飲食料品店
イワタ理容室 理容・美容店
おこめ村 髙橋 精米店 飲食料品店
オズの魔法使 カフェ
Ond Bateau á tartes 日々のおやつとタルト専門店
Ond Public Counter カフェ
快鍼灸院 病院または医療機関等
加助 居酒屋
花壇 衣料・身の回り品取扱店
革工房 きくわん舎 その他小売業
クリーニングショップたかはし 本店 クリーニング・コインランドリー
グリーン薬局 ドラッグストア・調剤薬局
㈱クリエイト エス･ディー JR武蔵境西店 ドラッグストア・調剤薬局
甲賀クリニック 病院または医療機関等
高架下オンド焙煎所 カフェ
コーヒーロースト 武蔵境店 飲食料品店
サイクルプラザさくらい 自転車販売
シウマイ酒場創笑 武蔵境店 居酒屋
上海楼 刀削麺館 刀削麺
chocolatier KAITO 飲食料品店
染谷花店 花屋
テーラー TANABE＆SONS 衣料・身の回り品取扱店
定食にな川 定食
ときわ食堂 食堂
パティック 衣料・身の回り品取扱店
プリシアター・ポストシアター 書籍文房具小売店
マーコール デリ 惣菜
マイスタームラカミ 飲食料品店
まつ浅そば そば
松井理容室 理容・美容店
武蔵境おさかな家さん その他小売業
ラーメン きら星 ラーメン

４丁目
伊藤畳店 リフォーム業
Cafe Sacai カフェ
シガレットショップタケウチ その他小売業
ハギワラ たばこ店 その他業種
はしもと理容室 理容・美容店
ビューティーサロン茶色の小びん 理容・美容店
MUSIC&CAFE BAR resto バー
武蔵境 大むら そば・うどん
武蔵境病院付属あんずクリニック 病院または医療機関等
ラルゴピアノ教室 その他業種

５丁目
石田魚店 飲食料品店
㈱栄伸建設（リフォーム・新築） その他業種
バランス回復整体治療院（にこにこ整骨院） 病院または医療機関等

武蔵野市くらし地域応援券　取扱加盟店一覧（大型店）

吉祥寺南町（180-0003）

１丁目

アトレ 吉祥寺店 その他小売業

一部で使用できない店舗がございます。（クロネコカウンター、ワー
ルドカレンシーショップ、宝くじ、保健相談サロンF.L.P、関東バス エ
リア・ビューロー吉祥寺駅北口、小田急バス吉祥寺駅北口案内所、
QBハウス、いぶきうどん）

ドン・キホーテ 吉祥寺駅前店 その他小売業

丸井 吉祥寺店 百貨店 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ
さい。

２丁目
キラリナ京王吉祥寺 その他業種 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ

さい。

ヤマダデンキ LABI 吉祥寺 家電販売店
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掲載店舗は2021年12月６日現在の取扱加盟店申込情報です。取扱加盟店はHPに随時追加掲載しておりますのでご確認ください。

吉祥寺本町（180-0004）

1 丁目

エルブレス 吉祥寺店 その他小売業

吉祥寺パルコ 百貨店 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ
さい。

吉祥寺ロフト 雑貨店

コピス吉祥寺 百貨店

一部で使用できない店舗がございます。（ファブリックトウキョウ、
めばえ教室、ザ・シーズン、ママガク、レゴスクール、マイジム、テツ
ヤクマカワバレエゲート、ほけんの窓口、伊沢眼科、アキュラデンタ
ルクリニック）

西友 吉祥寺店 スーパー 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ
さい。

ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 家電販売店 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ
さい。

レンガ館モール
アイシティ 吉祥寺レンガ館モール店 その他小売業

軼菁飯店 中華料理

占い館 阿吽（あうん） その他サービス業

otan taman 衣料・身の回り品取扱店

オレンジテラ 飲食料品店

廻転まぐろ人 寿司

韓味楽 韓国料理

吉祥寺中央整体院 その他サービス業

CUBE SUGAR 衣料・身の回り品取扱店

コミックカフェ・Bネット 吉祥寺店 その他サービス業

幸せのパンケーキ カフェ

Cherilu その他サービス業

セブンイレブン 吉祥寺レンガ館店 コンビニ

DUEL 衣料・身の回り品取扱店

Natural 吉祥寺店 理容・美容店

乃が美はなれ吉祥寺販売店 飲食料品店

Bane BAGUS その他サービス業

ピカデリーサーカス 衣料・身の回り品取扱店

ビタミンスパ＆グラン その他サービス業

ヒヤリングストア 吉祥寺店 その他小売業

ファイテン 吉祥寺中央口店 その他小売業

フォンテーヌ・クチュール 衣料・身の回り品取扱店

星乃珈琲店 吉祥寺店 カフェ

まぐろ人 北店 寿司

ミマツ 衣料・身の回り品取扱店

楽店 Bloom 衣料・身の回り品取扱店

２丁目

オッシュマンズ 吉祥寺店 衣料・身の回り品取扱店

東急百貨店 吉祥寺店 百貨店 一部で使用できない店舗がございます。
（１Fシャネル、１Fミスターミニット、７Fニトリ）

ユニクロ 吉祥寺店 その他小売業

緑町（180-0012）
1 丁目 サミットストア 武蔵野緑町店 スーパー

西久保（180-0013）
２丁目 いなげや 武蔵野西久保店 スーパー

関前（180-0014）
１丁目 いなげや 武蔵野関前店 スーパー

境（180-0022）
２丁目 TAIRAYA 武蔵境店 スーパー

５丁目 いなげや 武蔵野桜堤店 スーパー

境南町（180-0023）

２丁目 イトーヨーカドー 武蔵境店 その他小売業 一部で使用できない店舗がございます。ご使用前に店舗で確認くだ
さい。
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武蔵野市くらし地域応援券
特設サイトに

順次取扱加盟店を掲載中

◀特設サイトは
　こちら

［ お問い合わせ ］ 武蔵野市くらし地域応援券事務局 TEL. 0570-034-077 （平日）午前９時～午後６時 
（土日祝日）午前10時～午後６時

取扱加盟店の
ご確認方法

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

A・B券 取扱加盟店

お問い合わせ先：武蔵野市くらし地域応援券事務局　TEL 0570-034-077

武蔵野市

くらし地域応援券

利用期間 ： 令和４年２月１日（火）～令和４年３月31日（木）

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

A券 取扱加盟店

お問い合わせ先：武蔵野市くらし地域応援券事務局　TEL 0570-034-077

利用期間 ： 令和４年２月１日（火）～令和４年３月31日（木）

武蔵野市

くらし地域応援券

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

SAMPLESAMPLE

■概　要
　500円券が11枚の合計5,500円分の割引券１冊
 ［Ａ券４枚、Ｂ券７枚］
　（税込1,000円以上のお買い物につき１枚使用可）

　　【Ａ券】
　　大型店（売場面積1,000㎡以上）を含め、全ての取扱加盟店
　　で使える券

　　【Ｂ券】
　　大型店を除く取扱加盟店のみで使える券

■名　称
　武蔵野市くらし地域応援券

■使用可能店舗
応援券を使用できる取扱加盟店等については、特設サイトの

トップ画面にある「取扱加盟店はこちら」からご確認ください。

■対象者
令和３年12月１日時点で武蔵野市の住民基本台帳に登録さ

れている在住市民に１人１冊世帯ごとに送付します。

■その他
ア　応援券は、【武蔵野市くらし地域応援券取扱加盟店】の
表示のあるお店でご利用できます。

イ　応援券は、以下のものにはご利用できません。
①出資や金融商品の購入
②換金性の高いもの（商品券、ビール券、お米券、図書券、
共通入浴券、文具券、ギフト券などの各種商品券、切
手・官製はがき・収入印紙、電子マネーのチャージ、プ
リペイドカード、各種乗車券・乗船券・搭乗券、及びこ
れらに準ずるもの）
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭
和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗
関連特殊営業に係るもの
④国や地方公共団体等への支払い（税金、電気・ガス・水
道料金等の公共料金のほか市指定ごみ袋や粗大ごみ処理
券等を含む）
⑤土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除
く）等の不動産や資産性の高いもの（自動車）に係る支
払い
⑥その他、応援券の発行趣旨にそぐわないもの

ウ　応援券は特殊加工が施されており、カラーコピーしても
使用できません。

エ　応援券の紛失及び盗難などに対し、発行者はその責は負
いません。

オ　汚損・破損等により応援券として判断できない場合は無
効となります。

カ　第三者への譲渡はできません。
※大型店については、特設サイトの各取扱加盟店の名称の前
に【大型店】をつけて記載しています。

■使用方法
応援券は金券ではなく、税込1,000円以上のお買い物で１枚

使用できる割引券（１回で複数枚使用可）として使用できます。

■使用期間
令和４（2022）年２月１日（火）から
令和４（2022）年３月31日（木）まで

取扱加盟店はこのステッカーが目印です。


