
対象地区：
上池台、北千束、東雪谷、南雪谷、雪谷大塚町、田園調布、北嶺町、東嶺町、南久が原、久が原、千鳥、鵜の木、田園調布本町、田園調布南

【長原商店街振興組合（ぱすてる長原）】
化粧品 ときわや 鶏肉 ㈲トリキ
生花 花きさ 製パン ラ・モト・ピケ
酒類・食品 三津屋 クリーニング 岸田クリーニング
家電 ㈲テルミー電機 水道工事 筑紫工業所
電気器具 デンカメイトキドコロ 総合室内装飾 有喜堂
理容 理容きしかわ 園芸 洗足園芸
酒類・食品 ㈱萬屋酒店 文房具 ㈱だるま堂
豆腐 越後屋 テイクアウトキッチン モトスキッチンMotoskitchen
不動産 ㈱松屋 日本そば 竹家
写真・カメラ 松美堂 理容 ヘアーサロンSTEP
印章 晶光堂　芹沢印店 茶 丸五園
和菓子 三原堂 寿司 すし市の瀬
美容 スパークカット　徹の店 婦人服・雑貨 COCOA
イタリアン カーニャ・カーニャ ドラッグストア くすりのセイジョー　長原駅前店
生花 アサハラフラワー 磯焼・広島焼 ふじ
理容 ヘヤーサロンにしむら 居酒屋 庄や長原店
化粧品 ㈲アザレ萌（AZARE） 和菓子 ｗａｇａｓｈｉ ａｓｏｂｉ
クリーニング 白井クリーニング 焼鳥 えびすさん長原店
美容 ガルボ 飲食 KAPPOせな
南仏料理 ビストロ・ラ・グロセイユ ネイルサロン NaluNail
鮮魚 ㈲魚又 美容 ヘアスペース・ラディアント
総合室内装飾 森表具店 洋菓子 T.Sweets Labo
理容 ミヤジマ理容館 美容 サンスーシ長原店
婦人服 ファッションショップナネット 美容 Hair＋Kitsuke Lily
イタリアン スティバーレ 美容 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＪＥＮＧＡ
飲食 えどや食堂 メガネ 銀座メガネ　長原店
洋菓子 メゾン・ド・プティフール 鮨・惣菜・鮮魚 はな川パートⅡ
焼肉 本牧亭 薬局・調剤 ㈱市川薬局

【大岡山北口商店街振興組合】
畳 相川畳店 菓子販売 おかしのまちおか　大岡山店
印章 鳴穂堂 書籍 ブックマート　大岡山店
運送業 水口運送店 美容 カット21
コンビニ ﾅﾁｭﾗﾙﾛｰｿﾝ+toks大岡山店 コンビニ ファミリーマートサンズ大岡山駅前店
製パン ヴィドフランス大岡山店 介護用品 アニータ
歯科 村田歯科 鮮魚 魚勝鮮魚店
家電 ㈱マツヤデンキ大岡山店 コーヒー販売 やなか珈琲店　大岡山店
美容 カットプラザ　エム＆アイ 陶器店 土花
レコード・楽器 ㈲音楽堂 寝具 日東寝装店
洋品 ナウ・キクヤ 美容 エクセル美容室
ドラッグストア・調剤 サンドラッグ大岡山店 茶・海苔 北原商店
洋服リフォーム傘・靴修理 あーる工房 食料品 済州食品
洋品 フレイジュ スーパーマーケット スーパーイチバン
化粧品 ㈲土屋化粧品店 茶・海苔 茶の山大園
不動産 柴田不動産 燃料 ㈲大野屋商店
レストラン レストランロイヤルブルー精養軒 整骨 菜の花整骨院
居酒屋 潮さい茶屋 つかさ クリーニング クリーニングながの
精肉 松坂屋精肉店 鰻 大和田
靴 スズヤ靴店 表具 秀高堂　寺田表具店
日本そば そば緑肆 さか本 メガネ メガネスーパー大岡山店
中華料理 餃子の王将　大岡山店 カフェ 三河屋オンライン
洋品 ブティックディフ リサイクル ジャングルストック大岡山店
喫茶 ㈲珈琲館大岡山店 ドラッグストア ココカラファイン
クリーニング メトロランドリー 婦人洋品 VICINATO
理容 メンズクラブデューク お好み焼き お好み焼き佐竹
ディスカウントストア 丸高商店 リフォーム・工事 協和営造
洋品 ブティックリモージュ 菓子パン メロンパンファクトリー
ダンス教室 吉本ダンススタジオ 生花 大岡山くりやま花店
寿司 ちよだ鮨大岡山店 写真 パレットプラザ大岡山店
美容 ヘアメイクルーチェ 文具 (株)奥本いろは堂
漢方・調剤 ㈲平和堂薬局 薬局・調剤 ニコニコ薬局
時計宝石メガネ 時計・メガネ・宝石コバヤシ サービス業 多摩チケットサービス大岡山駅前店
洋品 デラ・ムラマツ 薬局・調剤 大岡山調剤薬局
洋品 ハル・インポート ラーメン ひるがお大岡山
薬局・調剤 大岡山北口薬局 雑貨 Eve（イヴ）
自転車 ㈲丸福モーターサイクル 鍼灸 レディース鍼灸有明
陶器・雑貨 サカノ陶器店 新聞 読売新聞大岡山店
輸入食料品 輸入食品NAGANO コンビニ FC．サンズ
補聴器 リオネットセンター城南　大岡山店 青果・お弁当 あおぞらマルシェ
飲食 restaurant 菜 居酒屋 やかん
医院 うつのみや内科クリニック ゴルフスクール 大岡山駅前ゴルフスクール
薬局 あかね色薬局 飲食店 山本のハンバーグ　大岡山店

【大岡山南口商店会】
自転車・バイク 樫原輸業商店 煙草・化粧品・雑貨 はまゆう

大田区内共通商品券取扱店　調布地区　令和2年3月19日現在



木材 宮内材木 酒類・食料品 萬玉酒店
酒類・食料品 遠州屋酒店 呉服 きものまつもと呉服
中華料理 四川屋台 冷暖房器具 ホームサービス
書籍 タヒラ堂書店 弁当 お弁当　松屋亭
生花 ㈲花井 飲食 ファング
カラオケルーム カラオケ漫遊来大岡山店 美容 ヘアーアンドエステビィゼ
スーパーマーケット ヒルママーケットプレイス 水道工事 ㈲程田工業所
クリーニング きぬたやクリーニング 理容 浜松理容店
寝具 ふとんショップ　寿屋 理容 理容　和田
美容 LIAISON大岡山 銭湯 八幡浴場
ラーメン ラーメンむらもと 焼肉居酒屋 焼肉居酒屋二葉
菓子・ゲーム 稲垣菓子店 クリーニング 青い鳥クリーニング大岡山店
古本・中古ＣＤ 現代屋 ラーメン 麺屋こころ
美容 美容室ロード カレーショップ マイマイ バングラデシュ
美容・着付 とし美容室 薬局 アイン薬局 大岡山店
鍼灸整骨 すみれ鍼灸整骨院 買取 福助
新聞販売 毎日新聞大岡山店 日本そば 双葉家　大岡山本店

【洗足池商店街振興組合】
牛乳類販売 平澤牛乳店 クリーニング店 リザーブクリーニング　洗足池店
寝具小売 やまきや寝具店 歯科 遠竹歯科
薬局・調剤 ユタカ薬局 中華料理 萬福飯店
理容 ヘアーサロンなかの 柔道整復整体整骨 洗足池整骨院
鮮魚 魚忠 不動産業 日本宅建㈱
編物教室 ニットのへやよこやま 美容 ヘアクラブブレインズ
美容 ヘアー&エステラウレア 飲食 炭火焼おみや
生花商 エル・シエロ 中華料理 中華料理龍
不動産 小林企業㈱ パン ブーランジェリー トワイエ
食品小売 フードショップトマト 日本そば 生そば一力
書籍 井上書店 中華料理 藤菜
スナック たかみ ケーキ洋菓子 パティスリーアカネ
スパゲティ専門店 カフェサンティノ 料理教室 ㈱タカコ・ナカムラOEC
ペットショップ ペットの専門店コジマ洗足店 整体 洗足池整体院
喫茶店 フキラウカフェ クリーニング ポニークリーニング洗足池店
中華料理 四川料理青山 整骨 からだらか鍼灸整骨院
歯科医 歯科サカエクリニック ブティック雑貨 ヴィザージュ
クリーニング ドライクリーニングほんま たこ焼 たこ焼 笛吹
寿司 花ずし 調剤薬局 さくらファーマシー
ダンススタジオ おやまダンススタジオ 歯科 MoMo歯科
美容 ヘアーサロン・イワサキ カフェ cafe634
婦人服 ブリューカプリシュー コンビニ ミニストップ 洗足池店
宅地建物取引業 鈴木土地建物㈱ 美容 CUE　SENZOKU-IKE
薬局・調剤 エスト調剤薬局

【小池商栄会】
理容 ヘアードレッサーナカバチ 茶・海苔 戸田園茶舗
畳 穂苅畳店 和菓子 梅屋
新聞販売 読売新聞　洗足販売所 精肉 矢澤精肉店
食品 ㈲森井商事 印刷 誉田印刷
薬局・調剤 吉田薬局 青果 丸文
うなぎ・天ぷら 寿々川 飲食 炭火焼串ろう
電気工事 青木電機土建 飲食 だるまや（勝昌）

【石川台駅前商店会】
家電販売修理 横島電機産業㈱ 呉服染物 加賀屋
インテリア 直井インテリア クリーニング 株式会社　白富士　ホームドライ
サッシ・硝子 コヌタ硝子店 時計・メガネ ㈱成田時計店
洋品 アバンドセキ 薬局・調剤 ㈲石川台薬局
喫茶 クラウン たばこ 直井煙草店
書籍 井上書店

運送業 丸邦運輸サービス㈱ 貸しビル業 成興商事
【石川台希望ヶ丘商店街振興組合】



茶・海苔 さつき濃石川台店 鶏肉 ㈲鳥岡商店
食料品 アロハ屋 酒販業 ㈱伊勢屋
動物病院 石川台どうぶつ病院 電気工事 ㈲北林電気商会
酒類 ㈲三建商店 美容 サロン・ド・ミサ
和菓子 伊勢屋 製パン フォンデュベーカリー
生花 清水花園 犬の美容 ドックサロンミルクハウス
米菓 花見煎餅吾妻屋 飲食 やまこ飯店
薬局・調剤 ㈱サカイ薬局 銭湯 いなり湯
理容 ヘアーサロンたかだ ドラックストア くすりセイジョー石川台店
飲食 和風レストラン汀 喫茶 くりの樹
スナック ツイン 薬局・調剤 ミドリファーマシー　石川台店
不動産 ㈱雪ヶ谷住宅サービス デイサービス セカンズ
100円ディスカウント エスポァール 美容 レイ美容室
ディスカウントショップ バザール石川台 マージャン ニューロン麻雀スクール
クリーニング ほんまクリーニング石川台店 生命保険代理店 保険サプリ　ライフパートナー
中華料理 大むら インドカレー レストランハヌマン
鍼灸・整骨 鍼灸整骨院ひまわり石川台店 歯科 永岡歯科クリニック
ドラッグストア ドラッグストア・スマイル　石川台店 クリーニング エクセル
接骨院 石川台接骨院 自家焙煎喫茶 MassTokyo
創作ダイニング 海 楽器 FactionMusic
家庭日用品 リビングショップ・マルト 鍼灸・マッサージ 高橋鍼灸治療院
お好み焼き 浜じゅう 鍼灸・整骨 はなみずき鍼灸整骨院
コンビニ セブンイレブン東雪谷店 製パン ベーカリーペニー
家電 生活彩館マツムラ 鍼灸･整骨 えにし鍼灸接骨院
精肉 肉のアンデス 飲食 スピットファイヤー
紳士・婦人服 たけもと洋品店 貸しビル業 ㈲津久井
美容 ヘア・ライン 歯科 久保歯科医院
スーパー ㈱マルサンストアー 洋菓子 プチ・アビニヨン

【雪谷商店街振興組合】
酒類 升一酒店 酒類 三竜酒店
家電・電気工事 御門電気商会 書籍 三州堂書店
豆腐 あらいや 菓子・たばこ タカラ食品
青果 八百宗 スナック フレンド
精肉 小川畜産 スナック Ｌａ．あらまあ
和菓子 喜風堂 文房具 有明堂
生花 花よし 鮮魚 貝由
家電・電気工事 石崎電気商会 青果 やさいやふうど
呉服 樋口呉服店 洋服のリフォーム april（エイプリル）
自然食品 ビタミンハウス　雪谷店 宝飾品 田園調布ジュエリー
居酒屋 庄や　雪谷大塚店 飲食 ソールフード
自転車 雪谷輪業 靴かばん修理 TheRepairs（ザ．リペアーズ）
スーパー オオゼキ雪が谷店 ドラッグストア ココカラファインヘルスケア雪谷大塚店
和菓子 亀屋万年堂　雪谷大塚店 スーパー 東急ストア雪谷店
喫茶 コロラド 自転車 サイクルスポット雪谷大塚店
日本そば 長寿庵

【雪谷ミユキ協栄会】
そば・うどん 丸金 婦人洋品 コノミヤタナカ
家電 筑波電気商会 婦人洋品 リベカ
生花 花政 中華料理 味の店　錦
薬局・調剤 ㈲荻原富士薬局 中華料理 福禄寿
寿司 福寿司 呉服・クリーニング 近江呉服店
酒類 橋和屋酒店 レストラン アイランド カフェ＆バー

【田園調布通り商店街】
酒類・たばこ ㈲武井商店 焼肉 焼肉レストラン田園
精肉 内田精肉店 理容 田中理容室
自転車 肥田自転車店 不動産業 ㈱ビラハウジング
電気工事 伊藤電気商会 靴卸 馬里奈
不動産仲介管理 高橋材木店 自然食品 えころじあ
鮮魚食料品 KAMATA 板硝子 五十嵐硝子店
建築金物 ㈲稲毛屋金物店 スナック B＆B
婦人洋品 銀座マギー 眼科 さくら坂上眼科医院
新聞販売 読売新聞田園調布 園芸資材 大江戸
美容 美容室シュクラン 理容 タカナリ
パン・和菓子 調布堂 水の専門店 ウオーターポイント
内科医 西牟田医院 理容 ダンディサロン ナカデ
珠算塾 多摩川珠算学院 在宅福祉サービス ファインケアステーション田園調布
整骨 四元鍼灸整骨院 獣医 かしま動物病院
クリーニング 岩崎クリーニング 犬のしつけ教室 ウイジードッグクラブ株式会社
印刷 ㈱落合

紅茶の店 ㈱ティージュ 寿司 寿司屋の船八
青果店 ㈲森青果店 理容 ヘアーサロン・ヤマダ
惣菜 井上商会 クリーニング ホワイト急便田園調布店
酒類 栄屋高嶋酒店 レストラン PIZZERIA MATSUHISA
米菓 しらはま 製パン エストパニス
婦人洋品 ㈲コウショウ・ジャパン 美容 晴れのち晴れ
美容室 エスパシオ 洋菓子 クラゲデザイン（株）
クリーニング 明石商店

【田園調布商店街振興組合】
うなぎ うなぎ平八 紳士洋品 山口ワイシャツ
生花 (有)フローリスト赤キ屋 やき鳥 鳥えい
和・洋菓子 あけぼの菓子舗 和食 日本料理おのだ
スポーツ用品 日本長 持ち帰り鮨 ちよだ鮨田園調布店

【田園調布福徳商店街振興組合】



生花 美鈴花園 コンビニ セブンイレブン田園調布二丁目店
呉服 田園調布秀や 幼児教室 ジャック幼児教室研究所
婦人洋品 ラプレ 婦人洋品 フレイジュ
不動産 調和社 不動産 開発社
家電 電子堂 佃煮 有明家
うなぎ・てんぷら かどもと 宝飾品 東京ダイヤモンドディーラーズクラブ
美容 美容室ｃｌｅｆ 美容 ビューティーサロンモード
漢方・調剤 田園調布漢方薬局 理容 理髪館皆川
薬局・調剤 グリーン薬局 美容 サロン・ド・エム
陶磁器販売 ショップギャラリーたち花 室内装飾 三浦室内装飾
婦人洋品 銀座マギー ドラッグストア ココカラファイン田園調布駅前店
洋菓子 ローザー洋菓子店 アロマ・ハーブ tk-kota田園調布店

【御嶽商店街振興組合】
貸ビル業 ㈱田ノ原屋 衣類販売 ゲット
外構工事 ㈲サンライト長久保建工 銭湯 調布弁天湯
日本そば 海老民 中華料理 中華安信屋
茶 西川茶寮 電気工事 佐川電気
洋服仕立 ㈲中央洋服店 雑貨 関口商店
水道工事 富田工業㈱ 運送業 倉持配送
漢方・調剤 ㈲平井薬局 婦人服 パレキクヤ
クリーニング ポプラ御嶽ショップ 和菓子 呂万寿
焼鳥 炭焼歩ム 寿司 新ずし
電気工事 ㈲マコト電気 中華料理 中国料理萬福飯店
不動産業 ㈱廣川住販 洋菓子 マリモ洋菓子店
室内装飾 インテリア大つき不及堂 洋服仕立、クリーニング リザーブかきざわ
割烹料理 大衆割烹ふく田 スーパー スーパーオオゼキ
輸入衣料雑貨 サラ・マリー ドラッグストア セイジョー　御嶽山店
薬局・調剤 ナカノ薬局 電気工事 フカヤ電気
鍼灸・接骨 鍼灸接骨院おんたけ 家具 日光堂
材木業 ㈾岡部材木店 理容・美容 ワイズ・ハート
青果販売 青果安信屋 メガネ ㈲アイアート
コーヒーショップ ドトールコーヒー御嶽山ショップ 美容 モーションビズ
和菓子 たかのチェーン御嶽山駅前店 居酒屋 さかなや道場 御嶽山東口店
菓子販売 おかしのまちおか　御嶽山店 コンビニ セブンイレブン御嶽山駅前店
化粧品 みまつ化粧品店 テニスショップ ストリングクリニック Tーベア
小料理 ばでい 寿司 寿し和
書籍 藤乃屋書店 ドッグサロン LOVING MOTHER DOGS
焼肉弁当 おもに 鍼灸・接骨 のぞみ鍼灸院
弁当 新宿さぼてん　御嶽山駅前店 接骨院 温和堂

建設業 ㈱河津建設 美容 ベイズウォーター
洋品 ニューキクヤ リフォーム・害虫駆除 ㈲シシド住設
文具 オリタ文具株式会社 居酒屋 大吉
家電 ㈲ヤマザキ電化久が原店 ドラッグストア・調剤 ドラッグストアスマイル久が原店
不動産業 丸和不動産 酒類 ㈱秋庭商店
鳥肉 鳥岡 生花 てんとうむし
鮮魚 中村水産 飲食 KUGAHARA　KITCHEN
コンビニ セブンイレブン久が原駅前店 PC教室 D.Station久が原教室

インテリア インテリア遠藤商店 婦人洋品 ベルスール
建設・設計・施工 小川建設㈱ 化粧品 化粧品店アザミ
洋菓子 ベンデル洋菓子店 新聞販売 朝日新聞ＡＳＡ久が原
米穀 ㈲三木善米店 精肉 マザーズ・ミートプラザ

【久が原駅前通り末広商店会】

【久が原銀座商店街振興組合】



和菓子 久が原　凮月堂 灸・整体 ライラック通り鍼灸院・整骨院
不動産 サンハウジング 日本そば ㈲寿々喜そば店
理容 理容しもとり 書籍 雄美堂書店
不動産 髙城最好園 クリーニング ㈱宮崎ランドリー
精肉 肉の山本 不動産 ミサワリフォーム久が原店
化粧品 化粧品みまつ久が原駅前店 婦人洋品 ゆうゆう館こまくさ
中華料理 味の店錦 牛乳販売 森永牛乳販売店
写真 ㈲タマ商会 鰻 味の宮川
中華 めんの郷久が原店 レストラン レストラン・ダッグ
製パン モンレーブ・キャトル 婦人洋品 ＡＺＡＢＵ316久が原
不動産 タハラホーム 畳 矢島畳店
レストラン ビストロ・キャトル 乾物類 安倍鰹節株式会社
薬局・調剤 ㈲久が原薬局 喫茶 喫茶・コアン
理容 One'z hair 自転車 サイクルショップ・ヤマダ
美容 アトリエＪＤ 婦人服 ㈱栄夢
生花 フローリスト富士美 米穀 ㈱田島精米店
写真 ツチヤフォト 豆腐 豊島屋豆富店
青果 久が原青果 理容 バーバーふじ
米穀・熱帯魚 土屋孝商店 製パン HUTTE
洋菓子 フラマリオン コンビニ ローソン久が原駅前店
文具・印章 松下玉山堂 レストラン ハヌマン
寝具 ㈲愛知屋寝具店 不動産 ㈱ホワイトホームズ
理容 カクタス・ヘアー スナック 一会
眼鏡 メガネのオリゾン インテリア・ガラス製品 フォレスト
美容 ルナ・ヘアー 美容 ブルースタイル
陶磁器 スペーススピリッツ 美容 ヘアブティック・ロペ

【久が原出世観音商店会】
包装・容器卸 ㈱カワタ 酒類・食料品 ㈱宮田酒店
クリーニング 白洗舎 豆腐 豊島屋

【東久が原商栄会】
クリーニング 斉藤商会 中華料理 明鏡
銭湯 久が原湯 クリーニング クリーニングピア
理容 ヘアーサロンホンゴー コンビニ セブンイレブン　久が原バス通り
家電品修理・工事・販売 ㈲たかはし電器 食堂 だるま屋
ドラッグストア マツモトキヨシ大田久が原店 パン・タバコ小売業 ハトヤ商店
タイヤ タイヤセレクト久が原 コンビニ セブンイレブン大田久が原５丁目店
洋菓子 BELAMERベアメール 日本そば つねや
雑貨業 カスタネット スーパーストア 東急ストア久が原店
生花業 花利

【鵜の木平和会】
喫茶 喫茶よし乃 喫茶 自家焙煎　福井珈琲店
コーヒーショップ ドトールコーヒー鵜の木店 うどん てまりやうどん店

【鵜の木名店街】
茶・海苔 ㈲いがらし園 スナック マキシム
生花 ㈲小原生花園 飲食 ラ・カルネ
和菓子 亀屋万年堂 鵜の木店 コンビニ ファミリーマート鵜の木駅前店

　
【鵜の木デパート会】
青果 丸二青果

【鵜の木銀嶺商店会】
靴　小売 ㈱カワセ靴店 調剤薬局 鵜の木調剤薬局
クリーニング ビッククリーニング中村 和菓子 みなもと
薬局・調剤 大冨士薬局 電気器具・工事 イネナ電気
コンビニ セブンイレブン鵜の木2丁目店 居酒屋 ひものや鵜の木店
麺製造・販売 早川製麺所 食品・生花 ラ・ヴェール
中華料理 中華嘉宴 割烹料理 桂
文具・生活雑貨 らいふぐっずカワセ 学習塾 明光義塾 鵜の木駅前教室
不動産業 加賀屋商事 食品・生花 山忠商店　フローリスト ニューフラワー

【鵜の木富士見通り商店会】
クリーニング 太田屋クリーニング 管材 東横管財
牛乳 マミーショップ　鵜の木 居酒屋 千代菊入船
クリーニング 玉川ランドリー 居酒屋 みいぎり家
家電 都営テレビサービス 美容 ヘアーアトリエ　バービーマサ
天ぷら あみ吉 不動産 ㈲ホームタウン
ガス店 渡辺風呂店 美容 ヒロ
理容 理容室禅

【鵜の木東口商店会】
家電・工事・修理 マイショップたかくわ 薬局・調剤 うのき薬局
衣料品雑貨 趣味の店チロリン 寿司 柳寿司
洋品タバコ ヨシミドウ 寿司 すし小菊



琴・三味線 あさの楽器 理容 ヘアーデザインファレ
居酒屋 キッチンあるま コンビニ ファミリーマート鵜の木多摩堤通り店
小料理 ひさや とんかつ とん清 鵜の木店
中華料理 山陽 パン製造・販売 マルアベーカリー
美容 サロンドユウ トレーニングジム Work Out Club
焼肉 板門店 整体・マッサージ サラディオ

【沼部商店会】
鮮魚 安藤商店 接骨院 さくら坂鍼灸接骨院
青果 八百森商店 接骨院 田園調布本町接骨院
理容 バーバーアライ 飲食 とんぼ
惣菜 小松屋惣菜店 コンビニ ファミリーマート田園調布本町店㈲野村商店
酒類・総合食料品 （○に三）ミヨシヤ 米穀店 森米穀店
美容 SHIGE ドラッグストア ココカラファイン薬のセイジョー沼部店
たばこ・菓子販売 かねよし商店

【上池上商店会】
製菓 ㈲西河製菓 精肉 ㈱鳥安
精肉 肉の中じま 鮮魚 丸中水産
海苔 ㈱上原海苔店 食肉 稲毛屋
鮮魚 魚又支店 寿司 高砂寿司
青果 伊東商店 クリーニング 加藤クリーニング
鮮魚 魚勇 洋菓子 スマトラ洋菓子店
米穀 お米の上池 クリーニング クリーニング・ホワイト急便
文具 小林文具店 居酒屋 居酒屋いし川
米菓 都せんべい店 中華料理 松栄軒
自転車 サイクルスポット上池台店

【久が原栄会】
米穀 伊勢屋 ファンシーショップ リトルイン
茶・海苔 丸三園 薬局・調剤 末広薬局
洋品店 きくや洋品店 酒類 根本酒店
書店 井上書店 ドラッグストア くすりのセイジョー久が原駅前店
洋品雑貨 おしゃれショップ舞

【その他】
文具 （有）モリコウ(多摩川1-21-6） 米 柳屋商店
荒物・雑貨 金川商店 書店 (株)須澤書店
果物 水かん 酒類 有限会社ネギシヤ


