
対象地区：
・蒲田・蒲田本町・北糀谷・下丸子・新蒲田・多摩川・仲六郷・西蒲田・西糀谷・西六郷・萩中・羽田・羽田旭町・羽田空港・東蒲田・東糀谷
・東矢口・東六郷・本羽田・南蒲田・南六郷・矢口

【蒲田西口商店街振興組合】
介護・杖 ㈲フリックアート 写真材料他 どっきりカメラのキシフォート
喫茶 ザ・ランズ ファーストフード ケンタッキーフライドチキン　蒲田店
インテリア ㈱カマタ装飾 呉服 京新
家具 ㈱亀屋百貨店 イタリアン イタリアントマトカフェジュニア蒲田西口店
化粧品 ㈲イナバ化粧品店 ディスカウント どっきりカメラのキシフォート
時計・宝石・メガネ ㈲オギノ時計店 チケット買取販売 大黒屋
寿司 しのだ寿司 紳士洋品 ケン・ビクトリー
寿司 ちよだ鮨 飲食 宗平
コーヒーショップ ドトールコーヒー（蒲田西口店） 宝飾 ケリーパール
とんかつ とんかつ多津美 婦人洋品 サックス
ドラッグストア トモズ蒲田駅前店 文具・事務用品 はんこの清水
お菓子 おかしのまちおか　西蒲田店 メガネ メガネのヤマト
家電 三晃電機 靴 (有)アオバヤ
書籍 一二三堂 喫茶 テラス・ドルチェ
宝飾 キラット 精選道具 八木商店
ファーストフード サブウェイサンライズ蒲田店 呉服 ひつじや呉服
天ぷら てんや蒲田店 スポーツ用品 マインドゲームス
かばん イナバかばん店 婦人洋品 モンローウォーク
薬局・調剤 サクラ堂薬局 靴下 HANAKO
コーヒーショップ ドトールコーヒー（サンライズ蒲田店） 薬局・調剤 コスモ薬局
帽子 鎌倉帽子屋 焼鳥 えど屋
仏具・仏壇 くら友仏壇 婦人洋品 C＋Ⅱ
ユニフォーム 東京トラヤ㈱ 婦人洋品 come　coLLection
豆腐 茂蔵豆富 宝飾 JUBICHI
家電 ㈱サンコーフレックス 中華料理 酔香園
印章 はんこ屋さん21蒲田西口店 スーパー 肉のハナマサ　蒲田店
貸衣装 ㈱丸昌 ドラッグストア マツモトキヨシ　サンライズ蒲田店
ドラッグストア ツルハドラッグ　蒲田店 生花 花尚
飲食 ステーキハウスチキタ　蒲田店 ラーメン 味の横綱
ドラッグストア コクミンドラッグ　西蒲田店 靴 ABCマート　蒲田店
からあげ・魚 越後屋長兵衛 紳士洋品 スーツセレクト　蒲田西
かばん 内田カバン店 飲食 和馳走　蔵屋　くらや
時計・宝石 ㈲フタバ時計店 婦人服 グレイス
ディスカウント どっきりカメラ　サンライズ店 寿司 一力鮨
美容 TBK 酒類 ㈱旭屋

飲食 鶏〇酒場

【蒲田西口すずらん通り商店街振興組合】
日本そば 香取屋 喫茶 豆福珈琲
文具 ㈲須山文房具店 ステーキハウス ㈲びっくり亭
釣具 つり具大栄 飲食 勘蔵
テント 清水テント商会 美容 E‐Hair　SEED
薬局・調剤 ㈱タテベ薬局 石油油脂 二引㈱　蓮沼給油所
畳・室内装飾 ㈲桑田商店 歯科 林歯科医院
呉服 ㈲島乃屋 薬局・調剤 ㈱森田薬局
米穀 (資)山川商店 美容 オギノ美容室
中華焼肉・ホテル・遊技場・温浴施設㈱成和・㈱弘城 喫茶 コロンビア
神仏具 ㈲久保井神仏具店 焼鳥 てっぴ
不動産 アパマンショップ蒲田店 インテリア雑貨 ワンポイント
日本そば 上むら本店 薬局・調剤 アルマ薬局　西蒲田店
米穀 (資)宮澤精米店 整骨 からだ塾整骨院
畳・室内装飾 ㈲富士物産商会 生花 ㈱アスティナ
飲食 ㈲三吉 美容 アンフィー

美容 m-2

時計・貴金属・メガネ 山田時計店 日本料理 しゃぶしゃぶ茶寮　もち月
メガネ メガネドラッグ蒲田西店

【蒲田工学院通り会】
不動産 伊藤商会 佛具 久保井仏具店
たばこ・菓子 カメ屋

【西蒲田女塚通り会】

大田区内共通商品券取扱店　蒲田地区　令和2年2月12日現在

【蒲田西口クロス通り商店会】



家電・電気工事 ㈱清水電気 美容 みどり美容室
建築・電動大工工具 永野鋸商店 家電 かまた電化センター
鮮魚 魚亀 理容 ヘアーサロンNAO
コンビニ セブンイレブン西蒲田 卓球用品 めいこう
日本そば 吉岡家 写真 スタジオＯ・Ｍ
理容 STOMPS UESAKA 中国茶・食料品・雑貨 茉莉花（ジャスミン）

薬局・調剤 ㈲女塚薬局

【西蒲田商店街交友会】
美容 美容室AKI 日本そば やぶ澄
クリーニング ミハシクリーニング 美容 美容室サージ
青果 青実屋 煙草 袖野たばこ店
クリーニング タナカクリーニング 居酒屋 たまりば
寿司 濱清 理容 とこや　コミヤ
タバコ 塚田商店 コンビニ セブンイレブン西蒲田1丁目店
生花 紅葉花園 牛乳販売 小池牛乳店

鮮魚 魚吉

【大城通り商店会】
理容 バーバーやまだ 社会福祉法人 就労支援さわやかワークセンター
居酒屋 居酒屋ワタナベ 縫製・製菓・製パン NPO法人　樹林館
自動車販売修理 ㈲三房モータース 和食 和食こやま
煙草 袖野煙草店 電気通信工事 ㈲大森通信音響
生活雑貨 リビングショップホシノヤ インドアジアンレストラン＆バーインドアジアンレストラン＆バー　ビンティー
数珠製造 清水数珠店 畳一式請負 ㈲萩原製畳
やきとり もつ焼き山十 青果 丸上青果
洋品・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次 オヤマツ洋品店 包装用品卸小売 ㈱ケンロク
質屋・小売 ㈲コレクションシバ 製パン ㈲オリエントベーカリー
中華料理 中華久松 精肉 近江屋精肉店
不動産 ㈲スペースアップサービス 洋裁 モードサロンはらの
自転車 スポーツ車の店ヒラタ 日本そば 上むら
電気製品 ㈲ヨネヤマ電機 生花 紅葉花園
医薬品 ㈲第一薬局 飲食業 らーめん浪漫
建築・福祉用具販売・貸与 ㈱星野谷工務店 理容 美春理容室
スーパー マート飯島 内装 ㈲栗原経師店
新刊書籍 本吉書店 美容 美容室Mana
介護保険・通所介護 デイサービスのいきいき　西蒲田 葬祭業 五十鈴典礼㈱

和風スナック 和風スナックこまき

【蓮沼共栄商店会】
理容 理容フジ 和洋菓子 中村家
靴 ㈲和田靴店 食品 鈴栄食品
理容 理容にし ペットサロン R-STYLE
製麺 ㈱菅野製麺所

日本そば 広栄屋 八百屋 気まぐれ八百屋だんだん
不動産 ㈲ウメザワ商事 美容 ハスヌマ美容室
文具 高梨文具店 精肉 肉のイマイ
生花 蓮沼園 鮮魚 魚て津
牛乳 久保村牛乳店 うなぎ うなぎ三由
コンビニ セブンイレブン蓮沼店 薬局・調剤 ミツワ薬局
総合食品卸売 城南センター 日本そば 一二三屋
印刷 ㈲ウメザワ商事 アロマ・エステ アロマRoom　ロータス
食料品 片倉屋

【矢口の渡商店街】

【蓮沼大通り商店街振興組合】



化粧品 あづまや化粧品店 日本そば 太田庵
米穀 （資）山本米店 居酒屋カラオケ スナックまりも
茶・海苔 （資）綱島園茶舗 中華料理 桃園
材木建材一般 ㈱戸谷濱治商店 居酒屋 晩酌屋ぴょん吉
呉服 とみや呉服店 整骨 五本木整骨院
名入れタオル 大盛堂 美容 美容室ビルド・アップ
書籍 たま書店 理容 ヘアークリエイションくれよん
青果 三浦青果 スーパー 西友　矢口の渡店
焼鳥 鳥勢 コンビニ セブンイレブン大田区多摩川１丁目店
家電販売・電気工事 ㈲おおはしでんき 生花 フルール・ド・パステル
寿司 甚六鮨 理容 カットショップアヅマ
生花 花清 居酒屋 居酒屋　大河
居酒屋 居酒屋蔵 菓子製造 伊勢屋餅菓子店
コンビニ ファミリーマート矢口渡駅前店 焼鳥 やきとり駅
文具 ㈱加美屋 青果 山岸青果
中華料理 楽宴矢口渡店 美容 デイセンス
美容 ビューティーＫ＆Ｐ インド料理 インド料理シダット
写真 高田写真社 カフェ カフェ　ジ　エンド
居酒屋 居酒屋松月 設備 ㈲ウエムラ設備
洋服・呉服 ㈲マルイシ スナック 海月　クラゲ
和菓子 亀屋万年堂矢口渡店 鮮魚 和泉水産
惣菜 福のから 製パン リヨンモアール
青果 矢口フレッシュハウス 衣料品 リヴィエラ

スーパー スーパーもりたや 漢方・調剤 九健堂薬局
文具学生服 不二屋商店 接骨院 荏原接骨院
海苔 ㈱小林海苔店 理容 ヘアースタジオツインズ
不動産 ㈱イーハウス 電化製品 ヒントランドおおいし
バイク・自転車 オートショップ高橋 中華 中華華栄
銭湯 草津湯 うなぎ 宮川うなぎ
クリーニング (有)ナガハシ 唐揚げ からあげ　空
ドラッグストア ドラッグストアサンワ 喫茶 水木金魚
理容 ヘアーサロン・スター 美容 フリー＆イージー
アイス サーティワンアイスクリーム　矢口店 ドラッグストア サンドラッグ矢口渡店
スーパー まいばすけっと　矢口渡駅北店 焼肉店 絶品の焼肉　Ryu

【武蔵新田商店会】
鮮魚 ㈲魚林 婦人洋品 おしゃれの店アコ
観賞魚 羽田屋伊東商店 美容 セインズベリーズ
茶・のり・たばこ 森の園茶舗 酒類 五代目　北島屋
パン製造販売 三河屋製パン所 飲食 CAFEK3
中華料理 中華麺舗（メンホ）虎 茶・海苔 小笠園
ドラッグストア くすりのセイジョー　武蔵新田店 鮮魚・食品 シーフーズ魚吉
洋菓子・喫茶 不二家武蔵新田店 青果 丸八青果店
洋品 シンボリ洋品店 酒類 マスヤ酒店
ふとん仕立タバコ 松喜屋 クリーニング クリーニングポプラ
居酒屋 養老乃瀧　武蔵新田店 日本料理 くらたや
青果 石田青果店 豆腐 豆富司みしまや
ドラッグストア ドラッグストアスマイル　武蔵新田店 寿司 かほる寿司
居酒屋 大衆酒蔵白鶴 和食 そば処多摩川
焼肉 焼肉ぴだん 印鑑作成・販売 はんこ広場矢口店
鳥肉 七井商店 コーヒー WORLD BEANS
洋菓子製造 ㈲ボンビアン 薬局・調剤 AACつばめ薬局
自転車バイク修理販売 野澤輪業商会 米穀 沼田精米店
生花 和花園 ドラッグストア どらっぐぱぱす
理容 ヘアーサロン・フジ スナック はまゆう華
レストランパブ ボンジュール 居酒屋 酒肴　Wasabi
肉と韓国惣菜 カルビヤ 居酒屋 呑み処　いとこ同志
中華料理 萬福飯店 居酒屋 ｂｒｅｚｚａ　ｍａｒｅ
生花 フラワーきたじま ｺﾝﾋﾞﾆ セブンイレブン大田矢口店

【下丸子商栄会】
和菓子 菓子処豊田屋 時計・宝飾 十字堂

安方商店街（旧：矢口渡荏原高校通り商店街）



米穀 ふるや米店 中華料理 中華料理新荘園
雑貨・化粧品 成美屋 医薬品 千歳薬局
呉服・洋装品 まつや レストラン レストランリビエール
鮮魚 魚清 歯科 林歯科
天ぷら てんぷら長寿 釣具 とのむら釣具店
家電 高桑無線 中華料理 聚楽園
スーパー 西友下丸子店 おにぎり・弁当 おすし弁当おにぎり豊田屋
美容 美容室フィンフ 青果 (株)藤原青果
針灸・マッサージ・整骨 すこやか針灸院 飲食 レストランたんぽぽ
化粧品・雑貨 山田屋 ネイルサロン F-Regalo
美容 カットサロンさむ リラクゼーション Relax どんぐり　下丸子店
理容 鈴木理容店

【下丸子商店会】
金物・鍵 小宮商店 和菓子 とよだや
家電 せのでんき スーパー 西友下丸子店
クリーニング 小出クリーニング店 美容 ウィザードアットヘアー
理容 Beach 飲食 レストランたんぽぽ
写真 礼禧や 青果 八百菊　丸菊商店
家電 ヤマザキ電化下丸子店 飲食 庵（IORI）
クリーニング エレガンスクリーニング下丸子商会 美容 美容室イマージュ

【道塚本通り商店会】
理容 ヘアーサロンウララ 雑貨・たばこ 佐藤煙草店
精肉 小川精肉店 理容 理容室新生
自転車業 矢島自転車 美容 ハレルヤ美容室

【道塚宮元睦商店会】
弁当・惣菜 うえき クリーニング ミツワクリーニング
米穀・クリーニング 佐藤米店・ポプラ 酒類 リカーショップやまたや
和菓子・弁当 伊勢 青果 青木青果
青果 早川商店 鮮魚 魚千
豆腐 仁藤豆腐工房 薬局・調剤 多田薬局

【道塚富士見通り商店会】
とぎ・合鍵・金物 島田金物店 バイク・自転車 モトショップオオコシ
家電製品 吉成電化センター 家電製品 カキザキ電器
中華料理 なかのや ペットショップ ペットフードラック
こんにゃく製造 樋川商店 美容 レディ美容室
居酒屋 香取屋 バー Dining　Bar　Forest

【東急プラザ蒲田】
館内全店でご利用いただけます。
但し7F｢菊池歯科医院｣
　　 7F｢にしかまた眼科｣
　　 7F｢ナムコ｣
　　 7F｢ソフトバンク｣
　　 7F｢保険ショップ｣
　　 7F｢H・I・S｣
　　 7F｢スーモカウンター｣
    屋上｢かまたえん｣
を除きます。
※上記以外にも、催事や期間限定店舗、一部店舗では、
ご利用いただけない場合がございます。

【グランデュオ蒲田】
館内全店でご利用いただけます。
但し東館1F｢いろり庵きらく」
　　　西館8F｢イーオン」
　　　西館8F｢保険相談サロンＦ・Ｌ・Ｐ」
　　　西館9F｢かまた眼科クリニック」
　　　西館9F｢蒲田グランデュオ皮膚科」
　　　西館9F｢クリーン歯科」
　　　西館RF｢ジェクサー・リフレッシュスタジオSopra」
　　　西館RF｢ジェクサー・フットサルクラブ」
を除きます。
※上記以外にも、催事や期間限定店舗、一部店舗では、
ご利用いただけない場合がございます。

【蒲田東口商店街商業協同組合】
中華料理 石川屋食堂 薬局・調剤 たまや薬局
コンビニ セブンイレブン蒲田駅前店 喫茶、飲食 チェリー



楽器・音楽教室 スター楽器　ミュージックスクエア　カマタ 紳士洋品 AOKI蒲田店
インテリア インテリアフジタ 居酒屋 すずめのおやど蒲田店
呉服・インテリア えちごや ドーナツ ミスタードーナツ蒲田東口ショップ
寝具 ふとんの愛知　蒲田店 自転車 青木サイクル
時計、宝石、メガネ 宝石、メガネ、時計、補聴器のフジタ 文具 文昇堂
たばこ たばこショップ　カサハラ 居酒屋 まねき
和食居酒屋 三州屋本店 居酒屋 おさかなお酒　蛸十
コーヒーショップ ドトールコーヒーショップ蒲田東口店 ファーストフード ケンタッキー・フライド・チキン蒲田東口店
理容 バーバー本宮 日本そば 和風居酒屋そば処寿美吉
薬局・調剤 ヒロタ薬局 とんかつ とんかつ　丸一　（マンセン）
回転寿司 海鮮三崎港 薬局・調剤 オバタ薬局
ファーストフード ファーストキッチン蒲田東口店 寿司 蛇の目鮨
中華料理 宝華園 氷、灯油販売 斉藤氷室
理髪店 ヘアーサロンONO　バルビエ店 薬局・調剤 夫婦橋薬局蒲田4丁目店
食器、陶器 大真食器 日本そば やぶ澄
婦人洋品 ブティックマヤ 和食 梅の花　蒲田店
カメラ、DPE、写真 カメラのウエダ はんこ・印刷 慶応堂蒲田店
履物 靴・はき物・傘　田宮 ゲームソフト トップボーイ　蒲田店
日本そば 増田屋そば店 和食 おさしみ屋　網本伊豆
居酒屋 鳥・いわし料理　スズコウ 紳士洋品 コナカ蒲田店
ドラッグストア くすりのセイジョー　蒲田店 居酒屋 磯丸水産　蒲田東口店
居酒屋 居酒屋和民JR蒲田東口店 洋食 グリル　スズコウ

【京浜蒲田商店街協同組合（京急蒲田あすと）】
紳士服オーダー ホナミテーラ 製菓販売 おかしのまちおか京浜蒲田店
ディスカウント 旭屋NO1 靴下下着 Hanako
豆類菓子 但馬屋 眼鏡 メガネドラッグ
ディスカウントショップ かづさや ラーメン 麺バカ息子
薬局・調剤 丸山薬局 ラーメン パンダ
焼鳥 のんき屋 不動産 栃木産和㈱
洋品 サカエ屋 寿司 元祖寿司京急蒲田店
食堂・定食 食事処井戸屋 美容 Hair Make Ray
整体 りらく 塾・習い事 weknow-quick言語練習所/案内所

【あやめ商店会】
居酒屋 屋根屋 中華料理 百番
板ガラス ㈱藤本ガラス店 ビルメンテナンス ㈱日東ビル保善
甘納豆製造販売 ㈲谷口商店 薬局・調剤 ことぶき薬局京急蒲田店
スポーツ用品 ラケットショップスピン

【キネマ通り商店会】
鮮魚 ㈾魚俊商店 紙文具 上洲屋文具店
生花 花定 青果 八百文
米菓 風間商店 靴 戸田靴店
精肉 ミートよしい 自転車 渡辺輪業
洋品店 洋品の店いまむら 総菜・取寄 玉子焼きの藤江フーズ

【京浜蒲田駅前通り商店会】
青果 西條青果店 豆腐 恵比寿屋豆富店
酒類 紀州屋阪口酒店 焼鳥 やきとり昌兵
コンビニ ファミリーマート南蒲田店 家電製品 ㈱三和電設
洋食 キッチンさん吉 寿司 富寿司
リサイクル リサイクルショップかまた 生花 東花園
履物 須山はきもの店 美容 ヴェルト・フォレ

洋品 レディースショップもちづき

【仲六郷１丁目商店会】
焼肉 牛太郎 クリーニング ハトヤランドリー
生花 川田生花店 喫茶 ブルーベリー
自転車 ヒラヤマサイクル 食堂 中むらや
不動産 みやま不動産 洋菓子 パティスリー香月
和菓子 恵比寿屋 理容 バーバーフセ



美容 松本美容室 酒類 エルジーマートひらのや
クリーニング ローズクリーナース 食品卸 高橋商店
スナック ユーミンパートⅡ 整体 中国整体華夏
記念品・贈答品 芙蓉商事㈱ 整体 雑色腰痛整体院
家電 仲六郷ほづみ電機 割烹料理 なか川
クリーニング 鈴王クリーニング 美容 ヘアデザインシュシュ
金物 ㈱台貞 コンビニ セブンイレブン仲六郷店
コンビニ

【雑色商店街振興組合】
薬局・調剤 みどり薬局 美容 美容　ラ・クープ
精肉 丸美食品 理髪 ニューセブン
飲食 とんかつマルミ 金魚小鳥観賞魚 雑色熱帯魚店
化粧品 クルゥール 作業着・婦人服 第一屋
クリーニング 喜作クリーニング 畳 戸石商店
喫茶 喫茶ゾロ 質屋 モロヤ
寝具 冨士屋ふとん店 居酒屋 南部
スポーツ用品 太田屋運動具店 和菓子 伊勢屋餅菓子店
接骨 雑色接骨院 精肉 溝口商店　肉のミゾグチ
紳士洋品 ヌノカワ 化粧品 丹野商店
氷燃料 須藤氷燃料店 ドラッグストア サンドラッグ　雑色店
時計・貴金属 金正堂 居酒屋 味楽
陶磁器 安田陶器店 寿司屋 尾がわ
婦人洋品 レディースショップヤマグチ 焼鳥 竹沢商店
鶏惣菜 デリカキング パン ベーカリーホーム雑色店
寿司 神田一番鮨 寿司 松葉寿司
薬局・調剤 雑色薬局 薬局・調剤 マコト薬局
焼肉 焼肉和 理容 ニュースズラン理容室
洋品 尾張屋洋品店 家電 スヤマ家電
コーヒーショップ ドトールコーヒー　雑色店 青果・果実 ㈱イトウ
和菓子 亀屋万年堂　雑色店 たい焼き たい焼き芭蕉庵
洋品 ファッションハウスミヤタ 居酒屋 呑宅
文具 ㈱大明社 板ガラス 枝商店
携帯電話 ＮＥＣモバイリング 酒類 江戸屋酒店
薬局・調剤 不二屋薬局 メガネ・補聴器 メガネのイザワ
毛糸、ボタン 谷松屋毛糸 寝具 神田ふとん店
理容 バーバーチェリー 米穀 パール商事
茶・海苔 川田茶園 鶏肉 鳥喜
呉服 マルト呉服店 精肉 肉のいのせ
家電 マツダ電気 パン ブレットボックス雑色店
パン リヨンクローバー 婦人洋品 カリーノ
理容 柴田理髪店 婦人洋品 グレンドール
家電 ワタナベ電器 ﾈｯﾄｶﾌｪ・ﾏﾝｶﾞ喫茶 Dice雑色店
和菓子 春日堂 整体 雑色カイロプラクティック整体院
美容 NAO 6’90 携帯電話 ドコモショップ　雑色駅前店

【日の出銀座商店街振興組合】
理容 かっとくらぶスズラン 接骨院 斉藤接骨院
洋品・手芸 ㈲マリモ ガラス・サッシ ㈱ふじおか
化粧品 びほう堂 青果・果物 やまいち商店
日本そば 浅野屋 施工管理 ㈱丸冨士
精肉・惣菜 勝栄精肉店 建築業 ㈲菱沼工務店
中華料理 中国料理幸秀 クリーニング 広沢クリーニング
日本そば 日の出更科 二輪販売 京浜ホンダ販売
ガソリンスタンド ㈱鈴美商事 スナック マイルド
歯科 小田歯科医院 うなぎ 鰻　若松
青果 八百清 インド料理 ニューナスステーヒマル
製パン ブーランジェリー・ミモレット 飲食 パキスタン家庭料理ザイカ
米穀 ㈲仲通り精米店 接骨院 ほねつぎ　おおもり接骨院
家電 マツダ電気日の出通り店 コンサルタント 黒沼事務所
生花 フラワーショップナリタ 不動産 ㈱カマタ・ライジング・プランニング
喫茶 喫茶ココ 雑貨 有賀正文堂

【おいで通り糀谷商店会（旧：西糀谷商店会）】
餅菓子製造販売・駄菓子 三吉野 和菓子 種千糀谷店
造園・園芸・生花 大岩造園 ドラッグストア・調剤 ドラッグストアスマイル西糀谷店
家電販売・修理 さいとうでんき 理容 理髪一番
印章・印刷 龍雲洞印相学印章店 中華料理 歓迎（ホアンイン）
果物・喫茶 喫茶チェリー 雑貨販売 こうじや商店



印章・印刷 ㈲知命堂服部印舗 総合衣料品 ファミリーファッションいづみ
メガネ メガネのサトウ 美容 美容室愛
理容 ヘアーサロンいしい 自転車販売修理 利一自転車商会
日本そば 粋場蕎麦ひさ奈 理容 長谷川理容所
寿司 かしわ寿司 米・雑貨・宅配便 川嶋米店
時計・眼鏡・宝石 堀時計店 米・弁当・田庄のり ㈲千葉米店
製パン 木村屋製パン所 仏壇・仏具 ㈲鳳仙堂
スーパー ベンガベンガ糀谷店　㈱フレスコ関東 自然食品 自然食の店　一五一会
不動産 ウイズ 薬局・調剤 糀谷調剤薬局
ベビー・子供服・婦人服 Bun-Bun 美容 美容室さとう
時計・貴金属・雑貨 L，ｅｃｒｉｎ金美堂 ドラッグストア ツルハドラック　西糀谷店
酒類販売コンビニ ファミリーマート西糀谷4丁目店 スーパー マルエツ糀谷駅前店
飲食 CAFÉ BONHEUR 飲食 エビス　糀谷総本店

スーパー マルエツ西糀谷店

【糀谷商店街振興組合】
洋品販売 ファッションパレットキザキヤ 呉服 松与呉服店
お茶・のり販売 村松園茶店 婦人洋品 スタイルマルシェやなぎや
書籍 栄文堂書店 メガネ メガネスーパー糀谷店
玩具小売 青い鳥 美容 Aa（エーツー）　糀谷店
調剤薬局 ふくだファーマスズキ薬局 青果 日の出屋
水産加工 愛川屋蒲鉾店 美容 美容室ハーブ糀谷
生花 フローリスト三幸 燃料業、たばこ、雑貨 大山商店
鮮魚 鳥海水産 靴、履物、洋傘 むさしや履物店
精肉 肉の太田屋 クリーニング クリーンブルー　糀谷店
セーター・手芸・毛糸 むさしや手芸 寝具 豊屋寝装店
時計・メガネ 麻生時計店 文具 ㈲アンドー事務機
携帯電話販売 アルファモバイルスタジオ　糀谷店 製パン リヨン味彩館
寿司 恵比寿鮨 クレープ クールクレープ
寿司 すし処まつ本 イタリアン クロチェヴィーア（ｃｒｏｃｅｖｉａ）
日本そば 恵比寿庵 靴・鞄の修理・キーコピー 靴とバッグの修理店　ヒトツキ
ドーナツ ミスタードーナツ糀谷ショップ 中華料理 中華料理　嘉宴　糀谷店
婦人下着 ランジェリーマルシェやなぎや 美容 美容室vivo

持ち帰り寿司 ちよだ鮨　糀谷店

【西糀谷観音堂商店会】
家電 安藤テレビ商会 自転車バイク販売修理 サイクルハウス服部
クリーニング マルタカクリーニング 鮮魚・仕出 魚春
理容 ヘアーサロンカツ クリーニング クリーニングコウジヤ
自転車販売・修理 杉山自転車商会 寿司 寿司照
寝具 幸田ふとん店 日本料理 栃の木
写真スタジオ 伊与田写真館 弁当・仕出 三ツ善
青果 北川青果店 お茶 緑新園
金物日用品 角屋商店 寿司 福寿司
印刷 ㈱リンタス 焼鳥 鳥友
生花 フローリスト江川 イタリアン CaffeKikki
ガソリンスタンド 鈴美商事 クリーニング クリーニングKOUICHI
スポーツ用品 スポーツショップC.V.オザワ 居酒屋 のんどころ縁
家電 ヤマシタ電気㈱ コンビニ ローソンスリーエフ西糀谷店

【萩中通り商店会】
洋菓子製造販売 不二家糀谷店 クリーニング 池畑クリーニング
喫茶 カフェプラザラマージュ 焼鳥 山ちゃん
婦人洋品 コーディネイトショップシャロン イタリアン Ristorante da Toshiyuki
理容 理容ヨコイ 美容 ヘアーチェンジプレスAYa
中華 餃子ハウス長安 生花 Bloomster's Japan蒲田店
洋品 メリッサ 日本料理 活魚料理一平
日本そば さかもとそば屋 焼肉・キムチ 味一　糀谷店
鍼・整体 ベスト治療院 自転車 サイクルセンターすぎやま
飲食 もつ焼・とんかつまつざか クリーニング ドライショップはぎなか
ドラッグストア ドラッグストアいわい萩中店 青果 八百や
中華料理 寿美よし ドラッグストア サンドラッグ萩中店
コンビニ ファミリーマートタケウチ萩中店 クリーニング クリーニングぴゅあ萩中店
婦人洋品 パレット
靴 シオノ靴店
飲食 ステーキハウスバッファロー

【羽田商店街振興組合】
スナック コーヒー＆パブアン 木材・材料 株式会社小島材木工業
鮮魚 魚幸 和菓子 玉川屋
生花 フローリスト花春 菓子・パン・弁当 篠原商店
和菓子 磯崎家 書籍 羽田書店
中華料理 ㈲勉強亭 喫茶 喫茶オリーブ
日本料理 みさきや 日本料理 ゆたか



めん類製造・卸 ㈲長谷川物産 スナック・喫茶 ベルモア
陶器・金物・煙草 丸与商店 海苔・煙草 株式会社横山安五郎商店
スーパーマーケット ㈱トリウミ 食料品 有限会社磯辺商店
オートバイ販売修理 SBS羽田 電気工事 有限会社東光電機
理容 ヘアーサロン石橋 酒･コンビニ セブンイレブン羽田店
牛乳 多田牛乳店 米穀 さかな屋本店
青果 高木青果店 バスケットボール ヴィッキーズ女子バスケットボールクラブ
そば・うどん 越後屋 コンビニ ファミリーマート羽田６丁目店
スナック カラオケ喫茶　向日葵（ひまわり） ドラッグストア ツルハドラック穴森稲荷店
豆腐 伊東豆腐店（伊東屋） ホテル タマディアホテル羽田
クリーニング Cleaners 洗屋㈱ 精肉・惣菜 安藤食品

【大鳥居商店会】
理容 バーバー斉藤 居酒屋 和民
化粧品 メリー化粧品店 居酒屋 酒蔵利久
鮮魚 魚隆 生花 清花園
青果 八百良食品 居酒屋 魚彩酔水
精肉 三喜屋本店 スーパーストア ハニープラザ
日本そば ながおか 婦人洋品 アンジュ
クリーニング クリーニングフジ 焼肉 韓太郎
バイク販売 羽田ホンダ販売 もんじゃ 月島もんじやはらぱん
居酒屋 居酒屋菜介 印章 上田印章店
時計 ツルハン 飲食 佐登美
中華料理 中国南方酒家五香 薬局・調剤 前堀薬局
玩具 玩具の道田屋 クリーニング ランドリープレス＆タウン
漬物 いよや食料品店 居酒屋 炭火焼だいにんぐわたみん家大鳥居駅前店
理容 金澤理髪店 美容 ケンズヘアー
茶・海苔 お茶の石井園 焼肉 炭火バルとりびぃーの
コンビニ ファミリーマート（コルネット） 居酒屋 居酒屋渡美
海苔販売 大橋海苔店 天ぷら 天ぷら花長
日本そば やぶ久 洋菓子 不二家大鳥居店
書籍 ブックスフジ 居酒屋 漁師のあぶり家
文具 ミズノ

【北糀谷八幡通り商店会】
鮮魚・仕出 魚栄 酒類 ㈲伊勢元酒店
お好み焼き はなぶさ 寿司 寿司克
工具 ㈱マルミ商会 生花・陶芸 花菊
お茶・海苔 さしだえん 理容 理容ヨシダ
洋品 マルキヤ洋品店

【東糀谷共栄会】
自動車整備 ㈱大濃モータース 中華料理 北京亭（㈲マサル）
食品販売 コモディイイダ東糀谷店 米穀販売 ㈱内田食糧

【蒲田本町商店会】
不動産・たばこ ㈱丸美商事不動産 中華料理 中華料理東明春
家電販売 とうざいでんき 写真スタジオ オカダスタジオ
和菓子 和菓子清野 書籍 今成書店
理容 ヘアーサロンモーザ コンビニ セブンイレブン蒲田本町２丁目店

【南六郷団地ショッピングセンター店舗会】
薬局・調剤 大東ファーマシー 日本そば さか本そば店

【御成橋通り商成会】
調剤薬局 ㈲七福神薬局 公衆浴場 蒲田福の湯

【水門通り商店街振興組合】
ギフト サラダ館 水門通り店 米穀 合名会社　山田屋
魚介類 魚鈴商店



【その他】
薬局・調剤 かまたメディコム薬局 ドラッグストア・調剤 ウエルシア薬局 大田西六郷店
茶・海苔 蒲南茶荘 メガネ メガネパリミキ マルエツ新糀谷店
食料品 （株）大谷政吉商店 菓子製造 甘藷　まれのや
スーパー ベニースーパー西蒲田 着物 ㈱ワールドフレンドプロデュースきも乃　たき川
油・食料品 ㈱丸得　青木商店 食品 ㈲高橋総合食品本舗穂　寿　庵
メガネ メガネパリミキ　マルエツ新糀谷店
自転車販売 サイクルスポット　蒲田店


