
「調布・歳末スクラッチ 2020 

Ｗチャンス」商品券 

 

取 扱 い 店 舗 一 覧 

スクラッチカード参加店とは異なります！ 
※ 次頁の取扱い店舗一覧に記載されていない店舗ではご利用できません。 

 

 

          

 

 

 

 

 

利用期限：令和 3 年 2 月 28 日(日)まで 

共催：調布市商工会・調布市  



 

 

 

利 用 期 限   令和 3 年２月２8 日（日）まで    

取 扱 店   取扱い店一覧に記載されている店舗 

        ※ スクラッチカード参加店とは異なります。 

※ 取扱い店舗一覧に記載されていない店舗ではご利用できません。 

利用限度額   1回に利用できる商品券の限度額はありません。 

但し、お釣りは出ません。 

商品券の利用 参加店一覧の店舗で取り扱う商品等 

     但し、次のものには商品券は利用できません。 

     (1)換金性の高いもの 

(切手・印紙・商品券等の金券類・プリペイトカード等) 

(2)国や地方公共団体への支払い 

(3)公共料金 

(4)たばこ 

(5)現金との換金 

(6)保険調剤等への支払い 

(7)遊戯(競馬・パチンコ等) 

(8)性風俗関連特殊営業に係るものへの支払い等 

取扱店の表示   「調布・歳末スクラッチ 2020 Ｗチャンス商品券取扱店」 

ポスターが目印です。 

 

お問合せ先  調布市商工会及び調布市 

調布市商工会：電話 042-485-2214 

調布市   ：電話 042-481-7539 

調布・歳末スクラッチ 2020Ｗチャンス商品券の利用

について 



0.5gram（グラム） 03-6336-5145 暮らしの道具･しめ飾り･手芸
パーマやあーぼう 03-3309-3972 からだに優しい美容室
ファミリーマート　調布緑ヶ丘店 03-5314-1808 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

Favorinico（ファボリニコ ） 03-5314-2788 洋服とﾊﾞｯｸﾞのｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
トケイメガネのナカエ 03-3300-0667 時計､眼鏡､補聴器
omusubi teshima 03-3307-5649 おむすび､弁当
mococo CREPE ｸﾚｰﾌﾟ店
幡乃屋 03-3300-3715 日本そば
大衆割烹うなぎ　三進 03-3300-5655 国産うなぎ､旬の魚料理の日本食
しまねこや～低糖質おやつのお店 080-5096-3466 低糖質おやつのお店
Panta rhei 03-6873-6564 ｼｮｯﾄﾊﾞｰ
和ダイニングDo.Co.? 03-6279-5565 居酒屋
ユニフォームストア 03-5989-1955 ﾌﾟﾘﾝﾄTｼｬﾂ･ﾕﾆﾌｫｰﾑ
焼肉市場うまうま 03-5314-5056 焼肉店

VEGE & SOUP STYLE kakomi ﾌﾚﾝ
ﾃ仙川店

03-6279-6828 野菜ﾚｽﾄﾗﾝ

サンライズ現像所 03-3300-6808 写真現像･ｽﾀｼﾞｵ･証明写真
お好み焼き　まや徳 03-3326-3455 広島風お好み焼き､明石焼
整体もみ処＆美容　ネコロン 03-5313-4446 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ整体､ｴｽﾃ
ツォモリリ文庫 03-6338-1469 手しごと・ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ
ぎゅうぎゅう　仙川店 03-3309-2929 焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ
レストラン　アミューズ 03-3305-5658 ﾌﾗﾝｽ料理
CACTUS BURGER 050-1345-9385 ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ
ビストロねぐろ 03-5313-0613 串焼き
Restaurant COZY（ﾚｽﾄﾗﾝ ｺｰｼﾞｰ） 03-3300-6588 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ
Cafe Anmar 070-5553-5366 ﾗﾝﾁもあるｶﾌｪ
仙川町　伊藤食品 03-3300-5565 魚介類小売店
PRINCI-PIA プリンキピア 03-3307-4433 美容室
siphony coffee（ｻｲﾌｫﾆｰ ｺｰﾋｰ） 03-6382-9222 ｶﾌｪ
こうじ家たらぎ 03-6382-9868 こうじ料理 生甘酒専門店

niwa-coya（ニワコヤ） 03-6322-1848 ｷﾞｬﾗﾘｰ&ｶﾌｪ
神代書店 03-3300-5633 書籍､雑誌､教科書
ラ・ヴィエイユ・フランス 03-6279-5509 ｱｲｽｸﾘｰﾑ屋
ラッキークリーニング　本店 03-3300-6725 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

蕎麦や　いりま増田屋 03-3309-4092 そば､丼物､日本酒､焼酎
麺処　絢 03-3483-4056 ﾗｰﾒﾝ

マルイシ 03-3300-1910 熟年向き婦人服
串焼き処鳥まさ 03-5313-7080 焼き鳥店
マダムリン台北 03-3308-6806 台湾居酒屋
多摩ボデー整備（株） 03-3307-6105 自動車の板金･塗装
いろいろ印刷 内田平和堂 03-3300-7301 印刷､ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ製造販売
癒しのサロン  Mahina O Hoku 080-3248-5831 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ
いけだ整骨院 03-5313-3300 接骨･整骨院
白鳳堂薬局 03-3430-4193 薬局(漢方扱い､慢性病応相談)
きざき酒店 03-3300-3587 酒類､食料品

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
（有）ムトウ電器　つつじヶ丘店 042-482-2069 家電
ごはん家 しぶ蔵 042-445-2969 ﾃｲｸｱｳﾄ弁当､お惣菜
キュリオステーション　つつじヶ丘店 03-6382-9882 ﾊﾟｿｺﾝ教室･修理
すなっく　りゅう 03-6715-9045 ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ
石井自動車（株） 03-3300-8321 自動車販売､整備､車検
（有）鹿嶋屋商店 03-3300-8031 酒類､飲料他
（有）内外印刷 042-482-2603 印刷
CHUA 042-484-5233 ﾈｲﾙ､まつ毛ｴｸｽﾃ
居酒屋BAR　まいど 042-442-0605 ｶｳﾝﾀｰ居酒屋
くしのはな 042-480-6570 ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ
焼肉ほれぼれ 042-442-2989 焼肉店
和菓子処　今木屋 042-482-3619 和菓子製造販売
食堂　一休 042-482-6225 懐かしい､昭和の定食屋
ダーツ部KEN2 042-426-4646 ﾀﾞｰﾂﾊﾞｰ
（株）マルエス佐藤電気 042-481-3333 家電
乙黒歯科クリニック 042-480-4118 歯科
hair craft cocolo 042-498-5853 理容室
中国料理　飛竜 042-482-3555 中華料理
セブンイレブンつつじヶ丘店 042-488-6211 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
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)
GARAGEVILLE（ガレージビル） 042-498-5367 ﾚｺｰﾄﾞ販売､ﾋﾞﾔﾊﾞｰ
銀座ヴィセ　つつじヶ丘サロン 042-488-4647 美容ﾍｱﾒｲｸ､毛髪改善専門店
つつじヶ丘整体　TSUTSUGYM 042-482-1051 整体 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
HANA花 042-444-5987 生花(店頭･ﾈｯﾄ販売)
POLA Soin du Visage 042-485-6707 ｴｽﾃｻﾛﾝ､化粧品
オバタ薬局 042-482-3641 医薬品､化粧品､おしゃれｸﾞｯｽﾞ
足道楽 つつじヶ丘店 042-426-8889 ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ中敷き専門店
とり多津 つつじヶ丘北口店 042-426-8125 からあげ、お弁当
デンゾウ・バー 042-444-3865 日本酒ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ
ホルモン本舗 昭和館 042-442-2755 ﾎﾙﾓﾝ焼肉
GlassMate 042-487-7333 ﾒｶﾞﾈ･補聴器の専門店
ﾊﾟｿｺﾝ市民IT講座 つつじヶ丘教室 042-480-0015 ﾊﾟｿｺﾝ教室
のんびり食堂 070-8323-7277 食堂･定食屋
仙川鯉寿司 03-5315-9551 寿司店

若葉町

緑ヶ丘

仙川町

入間町

東つつじヶ丘

西つつじヶ丘



thee Bar Set You Free 042-426-9594 ｼｮｯﾄﾊﾞｰ
てぃーだかんかん飛田給店 042-482-1500 沖縄居酒屋
饂飩 一合まいた 042-444-7944 うどん店
Cafe&Bar GOOD DREAMS 042-444-7506 ｶﾌｪﾊﾞｰ
山口屋ふとん店 042-486-1410 布団､毛布､打ち直し､仕立て

神代湯 042-489-2641 公衆浴場
Gallery&Cafe Warehouse Garden 042-487-8056 ｶﾌｪ､貸ｷﾞｬﾗﾘｰ
ドラッグケイオー駅前薬局 042-482-3439 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
かんべ蒲団店 042-482-4434 布団･座布団の仕立て販売
Def’s 042-444-4866 ｶﾌｪﾊﾞｰ
ノジマキテラタウン調布店 042-443-6151 家電､ｹﾞｰﾑ､携帯電話の販売
ROBATAだんだん 042-444-3438 愛媛食のろばた焼
鈴木青果店 042-482-4055 青果
（有）恵比寿屋 042-482-2595 お酒･お米･灯油･食品等の配達
寿司季節料理　縁祐 042-445-3783 寿司･日本食･弁当
スズキクリーニング 042-483-1743 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
cafe&pasta CRESSON 042-488-0603 ﾊﾟｽﾀとｶﾌｪの店
MARCO・POLO 042-484-2465 ﾌｧｯｼｮﾝ､雑貨

深大寺陶芸教室 042-483-6478 陶芸教室､老人ﾎｰﾑ出張
（株）丸二建設 042-486-2779 住宅ﾘﾌｫｰﾑ 建築請負
深大寺オーキット 042-498-1187 洋らん､ｴｸｽﾃﾘｱ園芸
ペットシッター　なずな 042-482-9943 ﾍﾟｯﾄのお世話
小林畳店 042-482-4028 畳､畳縁ﾊﾞｯｸﾞ
イースタンモータース調布（株） 042-442-1491 ﾀｸｼｰ

深大寺　ひのや 042-483-0927 酒､たばこ､ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
felicite 090-7719-2992 菓子(人と犬用)移動販売
テーラーサクライ 042-498-1651 ｵｰﾀﾞｰｽｰﾂ専門店

調布のやさい畑 042-444-0327 農産物直売所
アロマリーハーブリー 070-4566-2210 ｱﾛﾏﾊｰﾌﾞ､ﾊｰﾌﾞｶﾚｰ販売
Latina（ラティーナ） 080-7283-0088 西洋料理のお弁当屋
深大寺カフェ 042-444-3038 珈琲と焼き菓子のｶﾌｪ
中川クリーニング店 042-482-2246 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ほほえみ動物病院 042-488-1212 動物病院
湯守の里 042-499-7777 日帰り温泉
多聞 042-485-4043 日本そば､甘味
（有）御林商店 042-482-2701 酒類
深大苑フジヤマ 042-482-6749 園芸(鉢花･ﾐﾆ盆栽)
松葉茶屋 042-485-2337 手打ち蕎麦処
梅月 042-482-1424 和菓子製造･販売
むさし野深大寺窯 042-483-7441 陶芸体験､陶磁器店
湧水 042-498-1323 蕎麦屋

セブンイレブン　調布柴崎１丁目店 042-480-0180 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
メガネのヒロ 042-489-7642 眼鏡､補聴器
神田　更科支店 042-482-2530 更科そば(丼物･牛乳麺もあり)
ボンまいあ 042-482-2530 喫茶店
セブンイレブン　調布柴崎２丁目店 042-482-3911 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
つつじ薬局 042-485-1558 調剤薬局､化粧品､雑貨

（有）金秀青果店 042-485-0615 八百屋
豆工房ｺｰﾋｰﾛｰｽﾄ　調布深大寺店 042-444-5180 ｺｰﾋｰ生豆焙煎専門店
（株）三五自動車工業 042-483-3105 自動車販売修理業
焼肉　春夏秋冬 042-444-0297 焼肉､ﾎﾙﾓﾝ､韓国料理
祥美容室　 042-485-6990 美容､ｴｽﾃ､食育､ｶﾗｰ診断
ケーキ工房いづみの森 042-446-0254 洋菓子店

グリーンホビー 042-481-0526 園芸
斉藤倉庫（株） 042-488-2100 ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ､荷物保管
札幌菓子處　三八菓舗　東京店 042-490-7738 札幌直送極上どら焼き
（有）内野デンキサービス 042-487-4349 家電販売修理工事
ミツワ商会 042-483-9536 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

接骨院　クマノス 042-426-4113 ｽﾎﾟｰﾂｹｱ
魚と酒菜　猿側 042-444-6007 海鮮居酒屋
貴鮨 042-483-7028 寿司
（有）正輪社 042-483-1216 自転車･ｵｰﾄﾊﾞｲ販売修理
いばらき商事（有） 042-482-5454 不動産
ボディケア・スマイル 042-482-3714 ﾏｯｻｰｼﾞ
ボディメンテナンスジム調布 042-444-4334 健康づくりｻﾎﾟｰﾄｼﾞﾑ

飛田給

佐須町

深大寺元町

調布ヶ丘

深大寺東町

菊野台

深大寺北町

柴崎

八雲台



そば処　若松屋 042-482-2491 そば
ナナ美容室 042-485-2258 美容一般
シナリーロッキー（有） 042-440-0767 健康･環境･美に貢献･ｼﾅﾘｰ
スナック　ひだまり 042-486-8788 ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ
TRATTORIA GIGLIO ROSSO(ﾄﾗｯﾄﾘ
ｱ ｼﾞﾘｵﾛｯｿ)

042-485-1167 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ

ルームシルエット 042-488-0617 カラオケ、手作り料理の店
カフェ＆キッチン　ムカイ 042-487-1731 喫茶店･洋食ﾚｽﾄﾗﾝ
あさひ薬局 042-443-8631 薬局
中華麺房　栄福記 042-440-9601 中華料理
モスバーガー国領駅前店 042-440-1830 ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｼｮｯﾌﾟ
江戸一たい焼き　鯛幸房 042-446-2202 鯛焼き
写真館ピノキオ　調布店 0120-370-115 美容と衣装のそろった写真館
相田文具店 042-486-7887 文具､事務用品
三代目網元魚鮮水産 042-443-2251 海鮮居酒屋
中国茗菜　水仙 042-488-1163 中華､中国料理
ジームス国領整骨院 042-444-2656 整骨院 整体
Hair&eyelash Kanro 042-497-0350 ﾍｱｰｱﾝﾄﾞｱｲﾗｯｼｭｻﾛﾝ
イロイロ　ラボ 042-480-1616 ﾊﾜｲｱﾝｸﾞｯｽﾞ&子供服&ｶﾌｪ
よろずや 042-483-2436 家庭用燃料､ｶﾞﾗｽと鏡の運送
（有）小泉米店 042-482-2612 自家精米の米店
味彩 042-483-8870 家庭料理
そば処　大むら 042-488-2456 蕎麦屋
西伊豆 042-488-8313 小料理店
イタリア食房　ラ・ファリーナ 042-486-2267 ｲﾀﾘｱ家庭料理
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
ライフデリ調布店 042-488-8777 高齢者配食ｻｰﾋﾞｽ
イタリア料理 ポルトディマーレ 042-441-8255 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ
エステサロン　Bouquet ブーケ 090-4542-7294 ｴｽﾃｻﾛﾝ
多目的ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ Mermaid ﾏｰﾒｲﾄ 0゙90-4542-7294 多目的ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ
Green&Flower Studio Li-an 042-440-3687 生花店
arbre nail（アルブルネイル） ﾈｲﾙｻﾛﾝ
バンブーボックス 042-498-6522 ﾏﾅ占い,ｳｸﾚﾚ教室,服飾
亀乃子本舗 042-482-3030 和菓子
salon de madame 042-480-2282 ｽﾅｯｸ
カムイ 042-426-9394 ｼﾞｭｴﾘｰｼｮｯﾌﾟ､ﾈｲﾙ
居酒家　もぐら 042-499-1919 創作居酒屋
トモ美容室 042-488-8446 美容室
やきとり　たかつ 042-485-1417 焼鳥､酒類､一品料理
池亀たばこ店 042-482-4679 喫煙具
三友堂ドラッグ 042-487-9091 医薬品､資生堂化粧品､健康食品
中野スポーツ 042-487-3584 ｽﾎﾟｰﾂ用品
（有）エフエフ企画 042-481-1851 婦人服､雑貨
フィット鍼灸整骨院 042-498-6623 整骨院､整体院
Cafe Kitchen 加菜 090-8308-0491 ﾓｰﾆﾝｸﾞ､ﾗﾝﾁ､ｹｰｷ
plume 090-6112-4593 美容室
Topaz （トパーズ） 070-5089-1082 ﾈｲﾙ､ｱｲﾗｯｼｭｻﾛﾝ

セブンイレブン調布染地2丁目店 042-485-1797 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
スイートショップ　イシイ 042-482-7546 酒類､食料品､雑貨他
居酒屋　ゆざわ 042-498-2282 和風居酒屋

染地

国領町



かがやき館調布天神通り 042-444-1774 ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ
ヘァ&エステ フェリカ 042-486-4065 美容全般(ｴｽﾃ､着付け)
タイムマシーン 042-489-1577 ﾚｺｰﾄﾞ､CD
調布 かつ元 042-444-3757 とんかつ
おかおそりむっく 090-9108-0069 ﾚﾃﾞｨｰｽｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞｻﾛﾝ
クマノスフィットネスサポート 042-452-8489 ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ･ｽﾎﾟｰﾂｹｱ
新整体館 042-498-8077 整体院
茶房　幸泉の家 042-487-2341 喫茶店
なかざわ文具店 042-482-1625 文具､事務用品
（有）小野田青果店 042-482-3154 八百屋
食パン専門店　髙匠 調布店 042-442-2330 食ﾊﾟﾝ専門店
アイリッシュパブ・ケニーズ 042-482-5510 ｸﾗﾌﾄﾋﾞｱﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
（株）西山商店　ほうきや本店 042-487-2415 日用雑貨､鍵､水道､電気
川口商店 042-486-7272 日用雑貨
Brand 7 042-498-4114 中古ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品店
お茶の田中園 042-487-2525 緑茶､海苔､茶器
hair make Purena 042-444-0071 美容室
肉汁餃子のダンダダン　調布1号店 042-480-7711 大衆餃子酒場
あずきや安堂 042-455-1221 今川焼、かき氷
リラクゼーション　四季楽　調布店 042-485-8380 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ
あずまや　調布駅前店 042-426-4003 たこ焼き､鉄板焼店
カジュアルダイニング　ふくろう 042-480-4841 居酒屋
城山ハウジング 042-481-8811 不動産
漁帆 042-445-4649 和食居酒屋
バステト　カフェ 042-498-7786 洋風･創作料理居酒屋
EARTH調布店 042-442-4844 ﾍｱ&ﾈｲﾙのﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ
フェイシャルサロン　ティアラ 042-426-7636 ﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ
調布メガネセンター 042-488-1465 眼鏡･ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ販売
 媛-en-(美容室)媛-えん-（出張着
付けﾍｱﾒｲｸ）

090-6284-2087 美容室 着付け

（株）渋谷不動産エージェント 042-444-5950 不動産業
肉汁餃子のダンダダン　調布総本店042-442-4522 大衆餃子酒場
焼肉いわい 042-426-9338 黒毛和牛焼肉店
とんかつ豚珍館 042-498-2501 とんかつ
清野鍼灸整骨院 042-481-3770 鍼灸､接骨､小児はり
riri Free　（リリフリー） 042-499-2460 ﾏﾂｴｸ､ﾗｯｼｭﾘﾌﾄ､ﾈｲﾙ
サンマロー 042-444-5994 喫茶&酒場
楠カンフォーラ 042-444-3512 和風居酒屋
夢うさぎ 042-427-4674 家庭料理
とり多津 調布店 042-443-4550 からあげ、お弁当
桃園 042-486-0123 中華料理
クラウン 042-488-8731 ｽﾅｯｸ
びっぐまま 042-483-1797 ｽﾅｯｸ
はか多 042-483-9460 やきとりお刺身昭和のお店
Barry’s バーリーズ 042-440-1755 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ
（株）山田屋本店　お米館　 042-482-2011 米穀
牛たん処い志井　本店 042-484-3738 牛たん料理専門店
Angelina Hair Salon 042-426-8242 美容院
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｽﾃFlava（フレイヴァ） 042-444-0669 小顔ﾌｪｲｼｬﾙｴｽﾃｻﾛﾝ
やきとり　寿起 042-485-5553 焼鳥､家庭料理
吉田印房 042-482-8955 印鑑
スポーツバー　Secret Oasis 050-3696-8548 ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｰ
（有）トキワロック 042-482-6676 合い鍵作成及び錠取付工事店
玉川屋　煎豆店 042-482-3839 煎り豆菓子製造販売
一般社団法人ぬくもり society 042-488-4005 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ&ｶﾌｪ
陽光鍼灸治療院 070-6667-4134 鍼灸治療､ﾋﾞﾜの葉温灸
布田屋 042-482-2547 鮮魚刺身販売
リカー＆フーズ　やまぐち 042-482-3348 酒類､三代目茂蔵豆腐
CoCo select shop 090-3003-1572 ﾌﾞﾃｨｯｸ
鶏冠 042-426-4024 鶏創作居酒屋
玄海亭 042-442-0304 和風居酒屋
サクシード 042-484-3472 美容室 写真ｽﾀｼﾞｵ
布田駅前薬局オズファーマシー 042-480-2960 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
TRATTORIA Timo 042-444-2331 ｶｼﾞｭｱﾙｲﾀﾘｱﾝ
イルキャンティ　調布店 042-444-5161 ｲﾀﾘｱ料理
Ganesha　友雅堂 042-441-0644 洋服､雑貨､ﾈｲﾙｻﾛﾝ
すしだがや　布田駅前店 042-426-4266 すし居酒屋
くすりのケンコ薬局 042-440-3937 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ
カフェ「aona」（あおな） 050-3745-8864 子連れでゆっくりできる食堂
京王メガネセンター調布店 042-481-4141 眼鏡､補聴器
おーさか屋 080-2392-2550 いか焼き(移動販売)
ホームメイドクッキング　調布教室 042-488-0608 料理教室
調布東西薬局 042-483-3963 漢方薬､健康食品
エル整骨院 042-444-2578 鍼灸､整骨ﾏｯｻｰｼﾞ
M’s Kitchen 042-444-2185 ｶﾚｰ､多国籍料理
飛行島 042-488-2269 自家焙煎珈琲豆店
あずまや　調布南口店 042-446-4003 たこ焼き､鉄板焼き
Hasie 042-499-2131 ﾀｲの手織り布衣料店
ヘアーサロン　Sekine 042-484-2201 理容室
讃岐うどん・焼鶏　まるたか 042-444-6005 焼鳥 讃岐うどん 居酒屋
割烹ちよだ 042-498-3917 ふぐ、活魚、割烹料理

布田



Clears（クリアーズ） 090-5532-3061 丁寧ｹｱ施術のﾈｲﾙｻﾛﾝ
アパマンショップ調布店 042-444-5670 不動産業
画材　奈良堂 042-483-3554 額縁､絵画材料
WADACHI（わだち） 042-444-2833 お洒落居酒屋
ファミリーマート　調布小島町店 042-443-6710 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
暮しの衣料　まつざわ 042-482-2634 ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
牛たん処 い志井 調布銀座店 042-452-8786 牛たん料理専門店
喜一 042-480-6666 和食居酒屋
Sky Restaurant プレステージ 042-441-2008 ﾚｽﾄﾗﾝ(ﾗﾝﾁは定食他)
Cafe & Bar パラス 042-441-7758 ﾋﾞｰﾙも飲める喫茶店
癒しのｺﾙｷﾞ&ｼﾐｹｱ専門サロン
51Soleil

050-3717-5100 ｴｽﾃｻﾛﾝ

しとむ 042-488-8706 寿司
調布みなみ口整体 042-426-4735 整体･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･巻き爪矯正
きちんと 042-487-2080 居酒屋
ローソン　調布駅南口店 042-480-0530 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
ジュエル　一光 042-485-2644 宝石､貴金属
ロイヤル写真室 042-487-6650 写真撮影･着付･ﾚﾝﾀﾙ衣装
タイムリラックスMOM 042-441-8118 整体､ﾏｯｻｰｼﾞ､はり､きゅう
Dog School YAMAGATA 080-1821-8700 犬の出張しつけｻｰﾋﾞｽ
ラスター食糧（株） 042-486-7006 中華麺･餃子皮製造販売
フーズバー猫村 042-486-2040 多国籍料理､ﾊﾞｰ
白真舎 042-485-2334 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
婦人服・手作り雑貨・下着の店
うさぎ

042-484-9798 婦人服､ｼｬﾙﾚ､手作り雑貨

FUSHA tealounge 042-444-5733 ｽﾘﾗﾝｶ紅茶＆料理
本格キムチの安田商店 042-482-5201 ｷﾑﾁ､韓国食品､韓国弁当
生と死・葬送　SOGIｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 042-483-9141 葬祭業(葬送一式)
（株）浜食 042-487-5911 漬物
犬の保育園　リトル・チカ 042-487-2866 犬の保育園､犬のしつけ方教室
花円茶厨房 042-487-8706 広東料理
割烹・うなぎ　竹乃家 042-482-2411 うなぎ､日本料理
そば　田麦山 042-482-8847 日本そば
ローソン　京王多摩川駅店 042-488-8055 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
カフェ大好き 042-481-3933 喫茶店
しずか整骨院 042-485-5680 整骨院
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
ローソン　調布多摩川店 042-487-1339 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

（有）柴田商店 042-485-2511 米穀類販売
（株）蘆川商事 042-426-9843 不動産仲介
ル・トレトゥール　おかずや 042-489-1666 洋食屋
やきとり大衆酒場 鳥ぐゎー 042-444-1511 焼き鳥大衆酒場
カフェ・ミディピル・トーキョー 042-444-6369 ｶﾌｪ
居酒屋　祭 042-485-5575 飲んで歌って楽しい居酒屋
整体院　YURARA 042-426-8898 整体院､整体教室､育児支援
無国籍料理TSUTAYA 042-498-7665 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ
カリーナキッチン 042-444-5886 ｲﾝﾄﾞﾈﾊﾟｰﾙﾚｽﾄﾗﾝ
和菜屋よし 042-444-6544 和風居酒屋
洋食屋あじゅーる 042-481-3755 洋食
ムサシフラワー 042-482-1700 生花
（株）ミシンランド・MOGGY 042-441-6960 ﾐｼﾝ全ﾒｰｶｰ販売･修理
たつき 042-489-6015 うどん
石臼挽き蕎麦　大むら 042-486-1195 そば､うどん

三上豆腐店 042-483-6005 豆腐製造・卸し・小売
彦白井米店 042-482-2538 米穀､食料品
（有）男子専科　アシカワ 042-482-9214 ｼﾞｰﾝｽﾞ
（有）下石原酒店 042-482-3819 酒類販売業
（有）和田葬儀社 042-482-2227 葬祭､仏壇､仏具
ファミリーマート調布インター店 042-440-3716 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ
日光クリーニング 042-482-3237 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
りらっくすの森西調布サロン 050-5363-2548 筋膜ﾘﾘｰｽ整体ｻﾛﾝ
白雪ランドリー 042-485-6407 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ､和服

 ル プティ ボヌール 042-444-3917 ﾊﾟｽﾀやｹｰｷのあるｶﾌｪ
中国料理ジャスミン亭 042-481-5482 中華､中国料理
肉の宝屋　富士見町店 042-484-2620 精肉店
シライジャパン（株） 042-485-3355 米穀､食料品
菓匠　奥乃浜 042-480-2477 沖縄菓子製造販売､沖縄商品
ファミリーマート調布天文台通り店 042-440-3951 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

EURO SPORT味の素スタジアム店 042-440-3220 ｻｯｶｰｼｮｯﾌﾟ

LAPIS(ラピス) 03-3309-3636 美容業

西町

小島町

上祖師谷

多摩川

上石原

下石原

富士見町


