
緑ヶ丘 菊野台 そば処　若松屋 042-482-2491 そば 夢うさぎ 042-481-2633 家庭料理
パーマやあーぼう 03-3309-3972 からだに優しい美容室 インナーショップ チャコ 042-482-3109 インナーウェア 中国茗菜　水仙 042-488-1163 中華・中国料理 陽光　鍼灸　治療院 070-6963-4183 鍼治療・ビワの葉温灸
ファミリーマート　調布緑ヶ丘店 03-5314-1808 コンビニエンスストア Gallery&Café Warehouse Garden 042-487-8056 カフェ・貸ギャラリー 手づくりパン　ボナール 042-488-4787 パン 吉田印房 042-482-8955 印鑑
みっちゃん　仙川本店 03-6382-9313 広島お好み焼 Ｃａｍｐｉｃｋ　Ｓｔaｎｄ＆Ｆａｃｔｏｒｙ 042-445-0952 アウトドア雑貨・カフェバー トモ美容室 042-488-8446 美容室 リカー＆フーズ　やまぐち 042-482-3348 酒類・三代目茂蔵豆腐

仙川町 サロンドフレール 0120-08-1645 美容室 中野スポーツ 042-487-3584 スポーツ用品 レストランカラオケ　Chou Chou(しゅしゅ) 042-444-7256 カラオケボックス
アイサロン　アンジュ 03-6750-1345 まつ毛エクステ＆アイケア サンシャイン英会話スクール 042-444-5493 英会話教室 はなの舞　国領店 042-443-2251 海鮮居酒屋 ろばた玄海 042-486-5021 和風居酒屋
ア・ピエ 03-6279-6823 足の健康を考えた靴 四国屋 042-482-1616 鉄板焼き・お好み焼 バンブーボックス　 042-498-6522 マナ占い・ウクレレ教室 小島町 」
イタリアントマトカフェJ.ｒ　仙川店 03-5314-5380 カフェ しばさき整体院 042-443-3715 整体・カイロプラクティック フィット鍼灸整骨院 042-498-6623 整骨院・整体院 angers 042-485-3001 美容室
お好み焼き　まや徳 03-3326-3455 広島風お好み焼・明石焼 神金自転車商会 042-483-7531 自転車販売修理 深津畳店 042-487-1270 畳表替・裏返し・新畳作成 ㈱イチハシ　 042-482-3184 学生衣料
落合ハーブ園　仙川店 03-5969-8379 ハーブ・ハーブ雑貨 神代湯 042-489-2641 公衆浴場 ブラームス整体　調布国領 0120-120-257 整体院・リラク・加圧他 癒しのコルギサロン　５１Ｓｏｌｅｉｌ 050-3717-5100 エステサロン
omusubi teshima 03-3307-5649 おむすび・弁当 鈴木青果店 042-482-4055 青果 Holo　Holo　Ｃafé 090-9802-0324 ハワイアンカフェ(パンケーキ他) 画材　奈良堂 042-483-3554 額縁・絵画材料
Café　Anmar 070-5553-5366 カフェ・スイーツ 茶以夢 042-488-8723 喫茶店（パスタ・コーヒー） モスバーガー　国領駅前店 042-440-1830 ファーストフード Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　パラス 042-441-7758 ビールも飲める喫茶店
サンライズ現像所 03-3300-6808 写真スタジオ・証明写真・プリント Ｄｅｆ’ｓ 042-444-4866 カフェバー もつ焼き処　竹次 042-455-1460 もつ焼き カラオケ＆ダーツ　サーカス　 042-498-0867 カラオケボックス・ダーツ
手芸　なかや 03-3300-6805 手芸品・手芸教室 テル 042-445-3563 和・洋の料理とビール・日本酒・ワイン やきとり　たかつ 042-485-1417 焼鳥・酒類・一品料理 暮らしの衣料　まつざわ 042-482-2634 ファッションショッピング
セブンイレブン　調布仙川1丁目店 03-3305-8023 コンビニエンスストア とんかつ　竹一 042-485-7381 とんかつ 読売センター　国領 042-482-4654 新聞 珈琲館　調布銀座店 042-487-9720 喫茶・カフェ
SENGAWA PASTA 03-5315-8820 生パスタ ㈲西田酒店 042-483-2458 酒類 ㈲よろずや 042-483-2436 家庭用燃料・ガラスと鏡の運送 サニークリーニング 042-487-4133 クリーニング
仙川町　伊藤食品 03-3300-5565 鮮魚・干物・漬魚 パスタの店　クレソン 042-488-0603 パスタ・ケーキ ルームシルエット 042-488-0617 スナック ジュエル一光 042-485-2644 宝石・貴金属
仙川和酒　ばさら 03-5969-8866 居酒屋 ヘアーサロン　マサ 042-486-2205 理容室 レディースファッション玉喜屋 042-482-2776 婦人服・服装品 Sky Restaurant　プレステージ 042-441-2008 レストラン　(ランチはビュッフェ)
大衆割烹　うなぎ　三進 03-3300-5655 うなぎ・大衆割烹 保険クリニック　クロスガーデン調布 0120-590-929 保険相談 染地 」 台北飯店 042-486-9986 中華・中国料理
トケイメガネのナカエ 03-3300-0667 時計・眼鏡・補聴器 MARCO・POLO 042-484-2465 ファッション・雑貨 居酒屋  ゆざわ 042-498-2282 和風居酒屋 タイムリラックス　タマンサリ 042-452-8425 リラクゼーション
とり衛門　仙川店 03-5969-8423 炭火串焼 MISS　YOU 042-449-8698 ライブハウス ㈲小泉清商店 042-483-3319 米穀・クリーニング取次 タイムリラックス　MOM 042-441-8118 整体・マッサージ
ねぐろ 03-5313-0613 串焼き 山万酒店 042-486-7506 酒類・食料品・菓子他 サクラ美容室 042-484-2244 美容室 TSUTAYA　調布駅南口店 042-484-5881 ＤＶＤ・ＣＤ・コミックレンタル他
幡乃屋 03-3300-3715 日本そば 夢灯り 042-486-6112 本格焼酎バー ざっかやさん　京美 042-484-1751 洋服直し・婦人物ファッション TP’S　CAFÉ 042-444-8285 カフェ・ワインバー
be-es 03-6279-6366 軽食・喫茶・ジュースバー ROBATA　だんだん 042-444-3438 愛媛食のろばた焼 スイートショップ　イシイ 042-482-7546 酒類・食料品・雑貨他 日本料理　男爵亭 042-488-0343 産地直送日本料理
PRINCI-PIA　プリンキピア 03-3307-4433 美容室 深大寺北町 セブンイレブン　調布染地2丁目店 042-485-1797 コンビニエンスストア 白真舎 042-485-2334 クリーニング
レストラン　アミューズ 03-3305-5658 フランス料理 深大寺　オーキット 042-498-1187 洋らん・エクステリア園芸 ミニストップ　調布染地店 042-498-0871 コンビニエンスストア はる 042-485-8697 刺身・焼鳥等
Rent café　(レントカフェ) 03-5315-7500 不動産 深大寺　陶芸教室 042-483-6478 陶芸教室・老人ホーム出張 布田 」 ファミリーマート　調布小島町店 042-443-6124 コンビニエンスストア

若葉町 ペットシッター　なずな 042-482-9943 ペットのお世話 アイリッシュパブ・ケニーズ 042-482-5510 クラフトビアダイニング 婦人服　手作り雑貨シャルレの店　うさぎ 042-484-9798 婦人服・シャルレ・雑貨
オステリア　ジュリエッタ 03-6671-5382 イタリア料理 深大寺東町 アジアンタイペイ　 042-486-3522 インド・タイ料理 ブティック　パロン 042-487-6623 婦人服・ダンス・カラオケ衣料
海鮮ダイニング　さんとみ 03-3308-7191 海鮮料理 相撲茶屋　金太 042-480-2746 ふぐ・ちゃんこ料理 あずまや　調布駅前店 042-426-4003 たこ焼き Bellissimo Hair Salon 042-488-8400 美容室
Café Cajon 03-6909-1225 自家焙煎コーヒー 創作イタリアン　深大寺ｏｋａｓｈｉｔａ 042-486-1828 創作イタリアン あずまや　調布南口店 042-446-4003 たこ焼き・鉄板焼 ラスター食糧㈱ 042-486-7006 中華麺・餃子皮
魚酒場　汐○ 03-3307-9888 居酒屋 felicite 090-7719-2992 菓子（人と犬用）移動販売 炙ゃいち 042-444-2611 炭火串焼 ローソン　調布駅南口店 042-480-0530 コンビニエンスストア
神代書店 03-3300-5633 書籍・雑誌・教科書 深大寺元町 イルキャンティ　調布店 042-444-5161 イタリア料理 多摩川 」
㈲橋本新聞舗 ASA仙川 03-3326-4693 新聞 味の陣屋 042-482-8314 手打ちそば M'ｓ　Kitchen 042-444-2185 カレー・多国籍料理 犬の保育園　リトル・チカ 042-487-2866 犬の保育園・しつけ教室
ファミリー動物病院 03-3326-0368 動物病院 鬼太郎茶屋 042-482-4059 雑貨・カフェ エル整骨院 042-444-2578 鍼灸・整骨マッサージ カスタムテーラーサトウ 042-482-1325 洋服仕立て・直し・リフォーム
ラ・ヴィエイユ・フランス 03-6279-5509 アイスクリーム・ケーキ 深大苑フジヤマ 042-482-6749 園芸（鉢花・ミニ盆栽） おーさか屋　 080-2392-2550 いか焼き（移動販売）　 割烹・うなぎ　竹乃家 042-482-2411 うなぎ・日本料理
ラッキークリーニング　本店 03-3300-6725 クリーニング 多聞　 042-485-4043 日本そば 大西楽器店 042-483-3333 和楽器（琴・三味線・尺八） カフェ大好き 042-481-3933 喫茶店

入間町 調布のやさい畑 042-444-0327 地元の新鮮野菜他 お米館 042-482-2011 米穀 生と死・葬送　SOGIサポートセンター 042-483-9141 葬祭（葬送一式）
入間町　増田屋 03-3309-4092 そば 梅月 042-482-1424 和菓子 お茶の田中園 042-487-2525 日本茶・海苔・茶器 そば　田麦山 042-482-8847 日本そば
麺処　絢 03-3483-4056 ラーメン ベルベット　コネクション 050-3569-2411 自家焙煎珈琲豆カフェ ㈲小野田青果店 042-482-3154 青果 つるや和菓子店 042-487-1697 和菓子

東つつじヶ丘 松葉茶屋 042-485-2337 深大寺そば かがやき館 042-444-1774 エステサロン 花円　茶厨房 042-487-8706 中華広東料理・日本料理
癒しのサロン　マヒナ・オ・ホク 080-3248-5831 リラクゼーションサロン ㈲御林商店 042-482-2701 酒類 カジュアルダイニング　ふくろう 042-480-4841 居酒屋 ㈱浜食 042-487-5911 漬物
きざき酒店 03-3300-3587 酒類・食料品 むさし野　深大寺窯 042-483-7441 陶芸体験・陶磁器 Ganesha 友雅堂 042-441-0644 洋服・雑貨 ミニストップ　調布多摩川１丁目店 042-498-3980 コンビニエンスストア
桜鮨 03-3308-6674 寿司 湯守の里 042-499-7777 日帰り温泉 カフェ｢aona｣(あおな) 050-3745-8864 子育て支援カフェ 読売センター　南調布 0120-070-043 新聞
多摩ボデー整備㈱ 03-3307-6105 自動車板金・塗装 柴崎 川口商店 042-486-7272 日用雑貨 ローソン　京王多摩川駅店 042-488-8055 コンビニエンスストア
中華料理　蘇州屋 03-3309-8999 本格中華料理 更科　そば店 042-482-2530 更科そば（麺類・丼物・牛乳麺有り） 楠カンフォーラ 042-444-3512 和風居酒屋 ローソン　調布多摩川店 042-487-1339 コンビニエンスストア
白鳳堂薬局 03-3430-4193 薬局 セブンイレブン　調布柴崎1丁目店 042-480-0180 コンビニエンスストア くすりのケンコ薬局 042-440-3937 ドラッグストア ワールドクリーニング 042-485-1160 クリーニング
藤巻一心堂 03-3300-0455 鍼灸 ボンまいあ 042-482-2530 喫茶店 京王メガネセンター 042-481-4141 眼鏡 富士見町 」
不二薬局 03-3300-0455 漢方 読売センター　調布宮ノ上 042-485-6979 新聞 ㈱工房Ｋｅｉ 042-488-8466 貴金属他 菓匠　奥乃浜 042-480-2477 沖縄菓子　奥乃浜
ぽもどーろ 03-3305-8627 スパゲッティ＆ピッツア ＹSつつじ　(つつじ薬局) 042-485-1558 調剤薬局・化粧品・雑貨 CoCo Select shop 042-486-7889 ブティック ㈲白井米店 042-485-3355 米穀・食料品
マダムリン台北 03-3308-6806 台湾居酒屋 八雲台 」 児玉カイロスタジオ 042-484-2855 カイロプラクティック 中国料理　ジャスミン亭 042-481-5482 中華・中国料理
マルイシ 03-3300-1910 婦人服 金秀青果店 042-485-0615 青果 ごはんや　かえで 042-483-5764 家庭料理 肉の宝屋　富士見町店 042-484-2620 精肉

西つつじヶ丘 祥美容室 042-485-6990 美容・エステ・食育指導 茶房　幸泉の家 042-487-2341 喫茶店 ファミリーマート　調布天文台通り店 042-440-3951 コンビニエンスストア
飛鳥書店 042-484-2090 書籍・カルチャー・塾 ㈱三五自動車工業 042-483-3105 自動車販売・整備 ㈱シーボン　調布店 042-490-1136 化粧品・マッサージ 下石原 」
居酒屋BAR　まいど 042-442-0605 カウンター居酒屋 焼肉　春夏秋冬(チュナチュドン) 042-444-0297 焼肉・ホルモン・韓国料理 ジェイコムショップ　調布駅前店 0120-999-000 イベント・放送・エンターテインメント かれーや 042-440-2534 カレー
石井自動車㈱ 03-3300-8321 自動車販売・整備・車検 佐須町 」 四季楽　調布店 042-485-8380 リラクゼーションサロン ㈲下石原酒店 042-482-3819 酒類
江川亭食堂 042-499-6335 居酒屋兼食堂 グリーンホビー 042-481-0526 園芸 ㈱城山ハウジング 042-481-8811 不動産 白雪ランドリー 042-485-6407 クリーニング
乙黒歯科クリニック 042-480-4118 歯科 斉藤倉庫㈱ 042-488-2100 トランクルーム・荷物保管（個・法） 新整体館 042-498-8077 整体院 セブンイレブン　調布下石原2丁目店 042-486-0037 コンビニエンスストア
オバタ薬局 042-482-3641 医薬品・化粧品・おしゃれグッズ ミツワ商会 042-483-9536 クリーニング すしだがや　布田駅前店 042-426-4266 すし居酒屋 ㈲男子専科　アシカワ 042-482-9214 ジーンズ
㈲鹿嶋屋商店 03-3300-8031 酒類・飲料他 ローカルピット 050-3384-8473 自転車販売修理・引取 清野鍼灸整骨院 042-481-3770 鍼灸・接骨・小児はり 日光クリーニング 042-482-3237 クリーニング
キュリオステーション　つつじヶ丘 03-6382-9882 パソコン教室 調布ヶ丘 」 西武日野モーター㈱ 042-482-5161 自動車販売・整備・保険 ㈲彦白井米店 042-482-2538 米穀・食料品
銀座ヴィセ　つつじヶ丘サロン 042-488-4647 美容 ㈲泉商事 042-483-4520 日用品・雑貨品卸 タイムマシーン 042-489-1577 レコード・ＣＤ ファミリーマート　調布インター店 042-440-3716 コンビニエンスストア
くしのはな 042-480-6570 洋食 いばらき商事㈲ 042-482-5454 不動産 玉川屋　煎豆店 042-482-3839 煎り豆菓子 三上豆腐店 042-483-6005 手作り豆腐他
㈱グッドスマイルハウス 042-426-7015 内装・リフォーム ㈲正輪社 042-483-1216 自転車・オートバイ販売修理 中国料理　大翁 042-482-9384 中華料理 ㈲山本デンキ 042-499-8841 家電
自然派やおや　じゃがえもん 042-487-9908 有機野菜、自然食品、果物 接骨院　クマノス 042-426-4113 スポーツケア 調布　かつ元 042-444-3757 とんかつ ㈲和田葬儀社 042-482-2227 葬祭・仏壇・仏具
しぶ蔵 042-444-7152 秋田料理・居酒屋 貴鮨 042-483-7028 寿司 調布東西薬局 042-483-3963 漢方薬・健康食品 上石原 」
笑顔亭 042-480-4194 居酒屋 ＰＳオスカー 042-483-6610 観賞魚 調布ふだてん整骨院 042-444-6767 整骨院 居酒屋　祭 042-485-5575 飲んで歌っての居酒屋
食堂一休　 042-482-6225 なつかし昭和の定食屋 マクドナルド　20号調布店 042-483-1883 ファーストフード ちよだ 042-498-3917 ふぐ・活魚・割烹料理 石臼挽き蕎麦　大むら 042-486-1195 そば・うどん
すなっく　りゅう 03-6715-9045 カラオケスナック 国領町 」 桃園 042-486-0123 中華料理 田舎料理　どびん 042-482-2183 居酒屋
そば処　末広 042-483-0178 そば 相田文具店 042-486-7887 文具・事務用品 ㈲トキワロック 042-482-6676 錠前取付取替・修理・合鍵 くすりのいちや 042-487-6767 ドラッグストア
大衆酒場　福助 042-444-1914 居酒屋 居酒家　もぐら 042-499-1919 創作居酒屋 なかざわ文具店 042-482-1625 文具・事務用品 こまむら歯科クリニック 042-482-3048 歯科
㈲第二福山神代店 042-483-0335 米穀 イタリア食房　ラ・ファリーナ 042-486-2267 イタリア家庭料理 肉汁餃子製作所　ダンダダン酒場　調布総本店 042-442-4522 大衆餃子酒場 ㈲柴田商店 042-485-2511 米穀
CHUA 042-484-5233 ネイル・まつ毛エクステ ㈲イロイロ　ラボ 042-480-1616 ハワイアングッズ・子供服・カフェ Hasie 042-499-2131 婦人服・アジアン衣料品 整体院　ＹＵＲＡＲＡ 042-426-8898 整体院・育児支援アドバイス
中国料理　飛竜　 042-482-3555 中華料理 江戸一たい焼き　鯛幸房 042-446-2202 鯛焼き バステト　カフェ　 042-498-7786 洋風・創作料理居酒屋 セブンイレブン　調布インター南店 042-484-0009 コンビニエンスストア
ちゅら 042-488-1417 沖縄スナック ㈲エフエフ企画 042-481-1851 婦人服・雑貨 びっぐまま 042-483-1797 スナック セブンイレブン　調布上石原3丁目店 042-483-4001 コンビニエンスストア
てづくり倶楽部　おたすけママ 042-444-5545 代行ｻｰﾋﾞｽ(縫いもの・家事） Café　Kitchen　加菜 090-8308-0491 ランチ・ケーキ フェイシャルサロン　ティアラ 042-426-7636 お顔のマッサージ ㈲多助　 042-485-7900 日本料理・ふぐ・すっぽん
デンゾウ・バー 042-444-3865 ダイニングバー カフェ＆キッチン　ムカイ 042-487-1731 喫茶店 フォトスタジオ　サクシード 042-484-3472 フォトスタジオ・美容室 たつき 042-489-6015 うどん
ドラック　キク 042-483-0337 ドラッグストア カムイ 042-426-9394 ジュエリーショップ・ネイル ㈱服地のいづみや 042-482-3112 服生地卸・小売 とんかつ　ひで 042-486-6113 とんかつ・酒類・つまみ系
とんかつ　牧 042-487-4178 とんかつ 亀乃子本舗 042-482-3030 和菓子 布田屋 042-482-2547 鮮魚・刺身・焼魚・煮付 永嶋税理士事務所 042-481-1900 税理士事務所
㈲内外印刷 042-482-2603 印刷 クイックフォト35　国領駅前店 042-482-3622 写真 ブティック　IST 042-441-4808 ブティック・婦人服 西調布　増田屋 042-482-6505 そば・うどん
ＢＡＲ　鋼鉄屋 042-444-0873 メタルバー Green & Flower Studio Li-an 042-440-3687 生花 Precious One English School 042-499-2280 英会話教室 美容室　シエスタ 042-485-9674 美容技術関連商品
ふじ青果 042-499-0220 青果 ㈲小泉米店 042-482-2612 米穀 ヘアーサロン　Sekine 042-484-2201 理容室 ㈱ミシンランド・MOGGY 042-441-6960 ミシン全メーカー販売・修理
hair craft cocolo 042-498-5853 理容室 サロン　ドゥ　マダム 042-480-2282 スナック ホームメイドクッキング　調布教室 042-488-0608 料理教室 ムサシフラワー 042-482-1700 生花
ＰＯＬＡ　Ｓｏｉｎ　ｄｕ　Ｖｉｓａｇｅ 042-485-6707 エステサロン・化粧品 三友堂ドラッグ 042-487-9091 医薬品・資生堂化粧品・雑貨 マクドナルド　調布北口店 042-489-2471 ファーストフード 洋食屋　あじゅーる 042-481-3755 洋食
ホルモン本舗　昭和館 042-442-2755 ホルモン焼肉 自転車、車イスの病院　深澤輪業 042-482-6809 自転車・車イス販売修理 メガネスーパー　調布南口店 042-490-6477 眼鏡・補聴器 ル・トレトゥール　おかずや 042-489-1666 洋食屋
㈱マルエス佐藤電気 042-481-3333 家電 シナリーロッキー㈲ 042-440-0767 化粧品・日用品 メガネドラッグ　調布店 042-489-0098 眼鏡 飛田給 」
焼肉　ほれぼれ 042-442-2989 焼肉 旬鮮酒場　華肴 042-488-5443 居酒屋 モナコ　調布1号店 042-487-3816 ゲームセンター 魚亥子 042-484-0131 和風居酒屋
ラッキークリーニング　つつじヶ丘南口店 042-487-3522 クリーニング ジョナサン　国領駅前店 042-490-1241 ファミリーレストラン モナコ　調布駅前店 042-499-1383 ゲームセンター ひたち屋書店 042-485-5738 書籍・雑誌
和菓子処　今木屋 042-482-3619 和菓子 スナック　ひだまり 042-486-8788 カラオケスナック 八百大商店 042-444-3710 青果 美容室　サンドリヨン 042-498-1505 美容室

炭火ダイニング　らむじゃむ 042-444-2891 炭火ダイニング やきとり　寿起 042-485-5553 焼鳥他 山口屋ふとん店 042-486-1410 布団・毛布・打直し・仕立て
薬局オズファーマシー　布田駅前店 042-480-2960 ドラッグストア 世田谷区　上祖師谷

※当初、チャンス券活用の店舗であっても一部自店の都合により使用できない店舗もございますのでご注意下さい。 Yuming 108 042-483-7757 カジュアルバル LAPIS 03-3309-3636 美容室


