
対象地区：
・池上・大森北・大森中・大森西・大森東・大森本町・大森南・東海・中馬込　・西馬込・北馬込・南馬込
・京浜島・山王・城南島・昭和島・中央・東馬込・平和島

【大森柳本道り商店街振興組合(ウィロード山王）】
和菓子 ㈲金海堂製菓 理容 理髪一番 大森店
寝具 ㈲たかの 不動産 ㈲花塚不動産
古書籍業 松村書店 婦人洋品 ブティックフィール
婦人洋品 ブティック デラ・ムラマツ 中華料理 ㈲三好
美容 カットサロンベア インド料理 ケララの風Ⅱ
日本そば 蕎麦六兵衛 茶・海苔 ㈱丸五園
眼鏡 メガネストアー ペット美容院 トリミングハウス タバサ
婦人洋品 ブティックえま 靴 ㈲スエード靴店
クリーニング クリーニングポプラ ぼたん・糸 みかね

生花・園芸 ㈲花好

生花・園芸 大花園 ファミリーショップ 大井屋
紳士洋品 テーラーヌノカワ 柔道整復・鍼灸 山王鍼灸整骨院

【新柳会商店街振興組合】
印章・印刷 鴻文堂 雑貨 セレクトショップポラリス
婦人洋品 プレイスモア 美容 ＶＩＣ５
美容 美容室イマージュ 薬局・調剤 ハナブサ薬局
酒・煙草 平林酒店 珈琲豆・喫茶 やなか珈琲店
婦人洋品 ラ・ジュープグレ コンビニ セブンイレブン大田区山王３丁目店
マッサージ 山王整体院 歯科医院 テル・デンタルクリニック
写真機・材料 大森フォト 衣料品・繊維 ローズボール
理容 ヘアーインハート リフォーム ハリウッド
生花 ザ・シーズン 日本そば ひらそば
青果 八百源 イタリアン 創作イタリアン Gemelli(ジェミニ）
不動産 ㈱アドレス

インテリア インテリアの沼田 婦人洋品 ブティックライズ
時計・眼鏡 メガネのヒラノ 生花 秀花園
理容 セガ理容 家具・インテリア ルトレフル遠山
自転車 ㈱サイクルポイント ナカネ スナック スケッチ
家電 いとう電気 理容 アドヴァンスドヘアー ナカムラ
陶芸教室 陶芸教室 緑（ゆかり） スナック ポスト
インテリア ㈲トーワパレス ディスカウント MEGAドン・キホーテ大森山王店
印章 晃陽堂印房 電動自転車 サイクルショップオギヤマ 大森山王店
クリーニング 国際クリーニング パルク 葬儀 花葬儀
化粧品 みどりや化粧品店 装飾販売 アレビアレ
呉服 ㈲越松屋

【大森駅山王口商店会】
書籍 町田書店 ドラッグストア ココカラファインヘルスケア大森店
化粧品 シオカワ化粧品 スーパー オオゼキ 大森駅前店

時計・宝石・雑貨 銀座一番堂 たい焼き 横浜くりこ庵
スーパー 肉のハナマサ大森店 婦人洋品 エアープラス
ファーストフード マクドナルド大森北口店 からあげ 福のから
靴修理 マイスターサービス アミューズメント セガワールド大森
製パン ヴィ・ド・フランス 大森駅店 スマホ買取・修理 スマホＢｕｙｅｒ Ｊａｐａｎ
居酒屋 いそ野 靴の販売 東京靴流通センター
１００円ショップ キャン★ドゥ 大森ララ店 ステーキ いきなりステーキ 大森ララ店
リフォーム アン・コトン カラオケ ベスト １０
生花 フルールメサージュ 大森店 個室居酒屋 なごや香大森駅前店
漢方薬 仁和堂薬苑 麺 麵屋 坂本01

ラーメン　 麵屋 楽のすけ

【アトレ大森】

　　6F｢ミュゼプラチナム｣
ホテル｢東急REIホテル」

アトレ大森2
　　2F｢ABCクッキングスタジオ｣

　　3F｢メリー・ポピンズアトレ大森ルーム」
　　2F｢ボディーズ」

を除きます

但し2F｢保険相談サロンF．L．P｣
　　4F｢大森イースト歯科｣
　　6F｢読売・文化センター｣
　　6F｢大森クリニック｣

大田区内共通商品券取扱店　大森地区　令和２年9月30日現在

【大森貝塚商店街振興組合】（大森ララ専門店）

【山王三丁目商店街振興組合】

【柳会商店街振興組合（山王ハーモニーＡＶＥ）】

館内全店でご利用いただけます。



海苔 守半海苔店 洋食 おおはし
書籍 くらや書店 美容 ウンノ美容室
和食割烹 岩亀 生花 フリダヤー花の店
精肉 肉のタブチ アルミサッシ 波多野硝子店
靴 中村製靴店 美容 ア・サンテ
青果 八百良 酒・食品 浜崎屋
インテリア (KK)アドフォーティ 中華料理 中華博龍
銘茶・海苔 丸杉園茶店 クリーニング クリーニング田力
印刷業 広瀬印刷所 鳥料理 鳥仁
美容 ヴァリエ美容院 天麩羅・季節料理 天冨久
焼肉 七輪焼肉安安 日本そば 愛知家
ラーメン らーめん一会 青果 コ　青果
婦人服洋品 ブティックサルディ マッサージ キュアハンズ大森
煙草・喫煙具 シエン ドラッグストア ヒノミドラッグ大森
煙草 大西タバコ店 理容 EASY HAIR Y.m38
寿司 松の鮨 コンビニ セブンイレブン ＬＵＺ大森
薬局・調剤 みのる薬局 美容 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ Ｆｉｏｒａ
日本そば 松月庵 中敷・靴 足道楽 大森駅前店
うなぎ 野田岩蒲焼店 鍼灸・整骨 iＣure大森２
炉端焼き いろはや 洋菓子 カトルカール
タイ料理 タイスマイル ドラッグストア ココカラファイン Ｌｕｚ大森店
日本そば 柏庵

【大森駅東口商店会】
洋食 レストラン・ハチロー テント・看板 植松商店
いわし料理 いわし料理・西鶴 喫茶店 カフェ スペースC
製粉卸業 ㈱山口商店 紳士洋品 バロンズ紳士服 大森店
洋食 レストラン おづ 理容 パッド・ヘアー
とんかつ 五郎のとんかつ 焼鳥 炭火焼肉 食道園 大森店
バー・スナック GOOD LUCK 居酒屋 みんなの酒場　しょうさく亭
居酒屋 洋風居酒屋 オールディーズ エステ エステティックサロン クレイン
寿司 祭りずし 大森店 和食 希味
美容 ビューティーモード大森東口店 製造販売 白鳥パッキング製造㈱
理容 ヒタニ理容室 印鑑・名刺 はんこ屋さん２１ 大森店
やきとり 焼鳥 あぶらや 焼鳥 八○円焼鳥専門店 信長
居酒屋 樽屋 大森店 居酒屋 海鮮居酒屋 大森 鉄
居酒屋 満天酒場 大森店 バー・スナック レジーナ
焼鳥屋 萬作 バー・スナック credle クレードル
焼鳥・鰻 焼鳥・うなぎ 鳥城 居酒屋 炙り屋 むてっぽう
居酒屋 おでん かめ幸

【入三商店会】
和菓子 ㈱よね屋 美容 トゥールマリ
薬局・調剤 ㈱おでき薬局 鞄・袋物 真盛堂
眼鏡 トキザワ眼鏡店 大工道具 エビサワ大工道具店
米穀商 ㈲谷熊食糧 寿司 こいずし
クリーニング 大山クリーニング 自然食品 自然農場まほろば
建具サッシ 加藤装美㈲ 接骨院 みつゆき接骨院
写真 スタジオひまわり 酒 マスモト
印刷 三盛商事㈱ 合成樹脂 合成素材工業㈱
クリーニング アキヤマクリーニング やきとり やきとり 藤
葬祭業 (合)山田屋葬儀社 小料理 味酒楽くさむら
洋品卸販売 ㈲マツバヤ

【入三銀座商店会】

【大森銀座商店街振興組合（大森ミルパ)】



青果 朝比奈商店 化粧品 ひかりや
薬局・調剤 木下薬局 理容 ヘアースタジオ アルファ
時計・宝石・眼鏡 高橋時計店 ディスカウント 天満屋
青果 八百宗 クリーニング クリーニング スヤマ
豆腐 伊勢屋豆腐店 歯科 よこた歯科
家電 よこでん 歯科 染谷歯科
生花 清花園 鍼灸・整体 満尾治療院
クリーニング やまクリーニング 美容 ヘアーギャラリー四季
鍼・灸・整骨 ゆるやか整骨院

【平和島駅商店会】
青果 多摩川屋 中華料理 中華 日進亭
家電 プラスワン平和島 衣料 コモード
家電 ミフナ電気 寿司 寿司卯
鳥肉 鳥三 てんぷら てんぷら藤
化粧品 美宝堂 居酒屋 ふじ池
接骨師 荒牧接骨院

海苔 ㈱川良海苔店 ワーク用品 ㈱キタヤマ

海苔・茶 松尾 酒 マルセ
寿司 敬寿司 和菓子 大黒屋
生花店 花の店 やや

【ミハラ南商店街振興組合】
食料品 つなしま食品 酒 伊勢藤
クリーニング 昭和クリーニング店 家電 でんきらんどダイゴ
提灯・筆耕 三浦屋 寿司 寿し善
呉服 山崎呉服店 薬局・調剤 サワ薬局
日本そば 旭庵 中華 双貴楼
和菓子 餅甚 婦人洋品 セレクトショップ　オークン
米穀 ながとや米店 医療雑貨 ドラックファイン
海苔問屋 久保井海苔店 惣菜 味菜
洋品 マルブン洋品店 カメラ 野口カメラ
海苔・茶 海苔の松尾 美容 美容室ＴＢＫ 平和島店
煙草 だいはる 自家焙煎珈琲 ファインケット
鋲螺 鈴徳鋲螺 コンビニ セブンイレブン大田区美原通り南店
書籍 三木屋 コンビニ セブンイレブン大田区美原通り店

【するがや通り商店会】
日本そば 満留賀 文具 五味紙文具店
生花 ㈲花房 煙草 久保商店
食料品 すゞへい食品 接骨院 むらやま接骨院
自転車 オオツカサイクル 水道工事 ㈲永野工業所
煙草 ㈲堺屋商店 コンビニ ファミリーマート大田大森東二丁目店
海苔 ㈱町田半兵衛商店 電気屋 でんきらんどダイゴ
ラーメン ミッキーズハウス 飲食 香取
金物卸売 ㈲釜屋金物店 飲食 鳥越
指圧 うちかわ指圧

【大森商栄会】
精肉 ㈲肉の大野屋 飲食 喜味

【大森本町ミハラ通り北商店会】

【大森ミハラ通り仲町商店会】



青果 八百茂 家電 ㈲山岸電機商会
鮮魚 魚喜 自転車 須山商会
文具・事務器 ㈲友学堂 酒 ㈲鳴島酒店
酒・調味料 ㈲茂木達雄商店 コンビニ セブンイレブン大森東店
文具・雑貨 東陽文具雑貨スーパー クリーニング クリーニングモンブラン
飲食 丸吉食堂 時計　 田中時計店
家電 ㈲海老名電機 米穀 茨田食糧

飲食 たいよう食堂

【前の浦商店会】
精肉 ミートショップ大島 製パン サカエヤベーカリー
コンビニ ヤマザキショップたなかや 美容院 ビューティサロン峰
クリーニング 金子クリーニング クリーニング 山田クリーニング
鮮魚 魚酉伊東魚店 理容 島村理容館
天ぷら 天ぷら　おくしま

弁当・総菜 森ヶ崎末広 理容 理容甲斐館
薬局・調剤 森ヶ崎薬局 パン・菓子 昭和堂
自転車 鈴木サイクル商会

【大森南一丁目商店会】
海苔・茶 ヤマサ（記号） 島田商店 精肉 山勝精肉店
生花 鈴花園 畳・上敷 小林畳店

【大森町共栄会】
コンビニ セブンイレブン大田区大森町店 金物・雑貨 須山金物店
文具 ㈲原口文具 酒類 ㈱戸島屋酒店
家電・電気工事 ㈱パナハルス三晃 理容 ヘアーサロンナカタニ
洋服仕立・販売 ㈲テーラースズキ 呉服・洋品 ㈲大丸呉服洋品店
青果 ㈲グリーンハウスふくだ 焼鳥 大森鳥秀
寝具・金物 ㈲きりやま 和菓子 吉田屋製菓店
生花 TULIP TREE 新聞販売 読売センター大森西
喫茶 カフェテラス　シック クリーニング サンコウ社
クリーニング クリーン・ブルー 茶・海苔 田中園
総合衣料 ㈱ナンカ堂大森町店 日本そば そばや もりいろ
家電 パステル田肥㈲田肥電気商会 中華料理 嘉宴 大森町店
書店・レンタル TUTAYA大森町駅前店 焼肉 和牛焼肉 希魅亭
ヘアーサロン アトリエ・クレール からあげ 福のから 大森町店
喫茶 軽食喫茶　茶茶 海鮮丼　 銀匠丼丸
生花 美喜生花店 スポーツジム エニタイム フィットネス大森町
ドラッグストア・調剤 スマイル薬局大森町店 整骨院 かさはら整骨院
靴 大森シューズショップ 中華料理 チャイナハウス
喫茶・居酒屋 風炉里庵 鮮魚 魚政
和装用品 田中呉服店 喫茶 珈琲れすとらん高柳
スーパー スーパーなんぶや ラーメン 福徳 大森町店

時計・宝石・眼鏡 ㈲晃名堂時計店 洋食 肉ビストロ NICK

スーパー スーパーイコール ファミレス サイゼリア 京急大森町駅前店

クリーニング クリップクリーニング 洋菓子 マシュマロ モンスター

たばこ 村尾たばこ店 鍼灸 おおもりまち鍼灸院

硝子 嶋田ガラス店 陶磁器 会津屋
不動産 アゼリア慶 青果 丸市商店
中華料理 皆楽亭 ドラックストア Ｋポート梅屋敷店
うなぎ うなぎ源八 青果 八百長
時計・宝石 野口時計店 居酒屋 居酒屋友華
生花 花市生花店 クリーニング クリーニングコバヤシ
寿司 寿司 春 製パン 竹内製パン
理容 バーバーエモリ 理容 ヘアーサロンナカダ
塩干・魚介 鮮魚め組 海苔 浜貴商事
整骨院 うめやしき整骨院 衣料 カドヤ繊維
海苔・茶 牛山正寛商店 ラーメン ラーメン まんま屋
文房具店 ㈲チドリ 精肉・惣菜 ミート＆デリカ ミヤコ
家電 ヤマザキ電化 コンビニ セブンイレブン大森中2丁目店
玩具 かねこ玩具店 花屋 大石生花店

【梅屋敷梅交会協同組合（ぷらもーる梅屋敷）】
惣菜・食品 大越 和菓子 亀屋万年堂　梅屋敷店
京染・呉服 とみや京染店 ドラッグストア ドラッグストア スマイル 梅屋敷店
米穀・食料品 ライスショップ　ヤマロク 中華料理 竜香飯店
衣料品 クラフトとよおか 製パン 焼きたてパン リヨン・セレブ
精肉 肉のオノ 陶器 陶器のつるや
青果 レ・アルかきぬま コンビニ セブンイレブン大森西6丁目店
青果 高木屋青果店 眼鏡 メガネスーパー梅屋敷店
海苔・お茶・乾物 なみき海苔店 婦人洋品 パークハウス
餅菓子 伊勢屋餅菓子店 生花 杉崎生花店
宝石・時計 宝石・時計　和光 茶・海苔 山大食品

【梅屋敷東通り商店街振興組合】

【森ケ崎本通り商店街和合会】



食料品 (株)斉藤商店 安田屋 日本そば そば処松月庵
家電 でんきのユーコー社 婦人洋品 グレンドール
青果 八百錦 ドラッグストア ツルハドラッグ　梅屋敷店
婦人・子供服 MAO・MAO ペットショップ ペットショップ・ウメヤシキ
婦人洋品 成田屋洋品店 鮮魚 鮮魚市場岬屋
薬局・調剤 ナルミヤ薬局 整骨 うえの整骨院
文具 オーケー文具 美容 ヘア＆リラックス Tief
惣菜・精肉 ミートショップ結城屋 うなぎ 八ツ目や  まつもと
自転車 前山輪業 革製品修理 リフォームスタジオ リアット！
製麺 斉藤製麺所 ブティック リヴィエラ梅屋敷店
食料品・煙草 岡野屋食品 寿司 江戸前寿司・海鮮丼の店 笹互梅屋敷店
婦人洋品 橋本屋洋品店 写真材料 みつぐカメラ
オーダーカーテン ㈱征木屋建装

【錦栄会通り商店会】
クリーニング ㈱白幸舎 日本そば 更料そば店
青果 みのる青果 居酒屋 えびす屋
理容 バーバー・ダンディ 煙草・文具 杉野商店
理容 床屋ナガタ

【観音通り共栄会】
寝具・寝装品 スリープステーション越前屋 クリーニング あすなろ観音通り店
和菓子 京月 インド料理 コピラ
家電 五十嵐電気 中国料理 美龍
米穀 中里精米店 美容 ヘアーサロン・アキ
酒 橘屋酒店 化粧品 つかもと化粧品
美容 カッティングハウスYAZAWA ドラッグストア スマイルドラッグ大森中央店
呉服 呉服の晃庄 クリーニング ドライショップ太陽
理容 バーバーヒライデ 美容 すずらん美容室
生花 泉花園 服飾リフォーム サブリナ
薬局 くすりのホーライ 写真 ｐｈｏｔｏ ｋａｎｏｎ 大森中央店
洋品 モリタ洋品店 米 神林商店
青果 森　青果店 コーヒー豆 直火焙煎コーヒー豆店 豆ｄｉｏ
生花・園芸 花ひろば 製パン とよしまベーカリー

【春日通り会】
衣料 ますみや洋品店 自然食品 ㈲いのくら屋
呉服，和装小物 ㈲綿善呉服店 中華料理 中山楼
酒 ㈲市橋 飲食 鶴亀
酒 ㈲平林商店 和菓子 ㈲松月堂
生花 フローリスト田辺 鳥肉 ㈲鳥徳商店
寿司 ㈱天狗寿司 茶・海苔 磯部園

【臼田坂下通り商店会】
クリーニング ミカドクリーニング 洋品 イマイ
中華料理 金門飯店 食堂 弥生軒
青果 臼田商店のんちゃんの店 薬局・調剤 京浜堂薬局

【一二三商店会】
青果 神田屋青果店 理容 ヘアーサロンサトウ
鮮魚 魚孝 畳 ㈱平金
コンビニ ㈲吉兼商店 洋菓子 オースッドシュヴァル
精肉 福好精肉店 コンビニ セブンイレブン 大田区南馬込2丁目店
内装表具 ㈲梅香堂 レストラン ブルーパロット
生花 ダイアナ花店 和・洋寝具 ㈱いとしん商事
豆腐 谷澤豆腐店 美容 美容室　Ｔ・Ｆセンチュリー
宝石・貴金属 やまざき宝石店

【馬込文士村商店会】
和菓子 御菓子司わたなべ スーパー スーパー文化堂西馬込店
天ぷら・惣菜 天ふじ　南馬込店 持ち帰り弁当 いろは
建築 鈴吉建設㈱ 中華料理 中華料理キヨノヤ
寿司 松葉寿司 居酒屋 養老の瀧西馬込店
介護サービス・販売 うらら訪問介護サービス 焼鳥 花鳥
住宅クリーニング ヤマシタ・クリエイト クリーニング ポニークリーニング
不動産 サントークス コンビニ コンビニエンスかわはら
眼鏡・時計・宝石 メガネ・時計のすどう 新聞販売 読売新聞馬込サービスセンター
酒 越後屋丸忠酒店 タイヤ販売 ミスタータイヤマンマゴメ



製麺 大久保製麺所 焼肉 朝日屋
寿司 薫る寿司 家電 金子電器
寿司 すしあつみ 鍼灸整体 河内鍼灸整骨院
青果 フレッシュてらおか ペルシャ絨毯・西洋骨董 アール・パズリック
水道工事 木下設備㈱ ネイルサロン レマネイル
うなぎ うなぎ飯田川 スナック とよちゃん
スナック スナックゆき バルーンギフト バディドア
製パン 馬込ブーランブーラン インド料理 ビンディー
中華料理 中国料理彩園 ラーメン 麺処 鳴声
煙草・雑貨 久保田商店 ホルモン 煙
美容 アステリズム 日本そば 蕎麦香房 はた野
とんかつ とんかつ多久満 スーパー スーパーキタムラ
美容 10 TO 8美容室 美容 西洋髪結
美容 美容室ルアーカット 焼鳥 ヤキトリ　串菜

ネイルバー LANAI

【西馬込商店会】
家電 ㈲中村ホームエレクトロニクス 生花・園芸 ㈱清美園
クリーニング 西脇クリーニング コンビニ セブンイレブン 西馬込店
不動産業 サントークス㈱ イタリアン レストランケトル
和菓子 御菓子司わたなべ 整体 にしまごめ整体院
洋品 寿屋洋品店 整骨 馬込鍼灸整骨院
スナック スナックアスカ 日本そば 蕎麦香房 はた野
製パン サカエヤベーカリー 飲食 yohak（ヨハク）
ドラックストア どらっぐぱぱす 西馬込店

【馬込三本松通商店会】
クリーニング ワカサクリーニング コンビニ セブンイレブン 大田区北馬込店
日本そば 生そば中村屋 理容 バーバーノザキ
大学いも・園芸 甘藷 生駒 理容 ヘアーサロンりょう
眼鏡 アイコーメガネ 美容室 美容室たっち

【馬込本通り協栄会】
文具 松村文学堂 文具部 小料理 小料理 美松
日本料理 川治 生花 花輝生花店
精肉 新大黒屋精肉店 酒 伊勢元都築酒店
呉服 末広屋呉服店 婦人洋品 アトリエルミ
居酒屋 豆たく 書籍 松村文学堂 書籍部
金物 研よし刃物店

【馬込銀座会】
リフォーム 東洋デンキ㈱ 酒・食品 はしごや酒肆
ガラス・サッシ ㈱加藤硝子店 質商 （資）いすず質店
作業服 ㈲シブサワ 理容 理容オリエンタル
生花販売 フラワーショップ花正 美容・着付 ブラッシュワン
日本そば 美かわ家 観賞魚 渡辺マリン
クリーニング ㈲光洋ランドリー 韓国焼肉 板門店
薬局・調剤 コーコク薬局 理容 山王調髪所
美容 ダイアナ美容室 煙草雑貨 まごめ屋煙草店
煙草・手芸品 さくらや 自転車 サイクルショップ オギヤマ 馬込銀座店

【山王商店会】
蒲鉾 山王蒲鉾 美容 西洋髪結
青果 大森青果馬込屋 酒 大黒屋酒店
理容 理容ヨネマル 動物病院 山王獣医科病院
薬局・調剤 キクドラック 飲食 太郎食堂
煙草 ハヤミ オートバイ オートサロンオギヤマ
中華料理 京華飯店 雑貨 カスヤ
中華料理 とんとん亭

【ジャーマン通り商店会】
理容 マエダ理容室 寿司 鮨処大川
食堂 家庭料理　みどり 飲食 月の砂漠
印刷 （有）長賀印刷 マッサージ 稲毛治療院



うなぎ うなぎ宮川 煙草 ハヤミ
酒 かもす 飲食 味の山王
呉服 みなとや 生花 ニコ・フラワーズ
冷暖房機リース ㈱ジャパンオイルストーブ 中華料理 中国料理くろさわ東京菜
酒 大黒屋酒店 ドラッグストア マツモトキヨシ大田山王店
宅配とんかつ かさねや山王店

【大森ぎんなん通り会】
クリーニング 渡辺クリーニング 自転車 じてんしゃ屋はすぬま
美容 美容室ミル 梅干 梅翁園
消防設備 （有）中央防災 寿司 金寿司
印章業 誠文堂印房 バイク モトベイズ・クラフティ
理容 野寺理容室 コンビニ セブンイレブン大田区中央6丁目店
オートバイ モトハウス　ネモト

【池上親栄会】
豆腐 近藤豆腐店 酒 ㈲村山商店
和菓子 池上大国屋 寿司 宝来寿司
コーヒー販売卸 ㈱チモトコーヒー

【池上柳本通り会】
祭衣装・衣料 吉多屋呉服店 美容 美容室ティアーラ
青果・果物 八百吉青果店 生花 花徳
珈琲・焙煎工房 ローステング・カフェ 寿司 築地日本海
とんかつ 燕楽 チラシ・デザイン ㈱ユニオンワークス

【池上本門寺通り商店会】
釜めし 釜めしにれの木 仏壇・仏具 雲山堂
呉服 服部呉服店 ミニ纏製造販売 喜久屋
寿司 にぎり処 道祖神 婦人洋品 モードサロン若草
硝子・サッシ ㈲石田硝子 フレンチ ヴェールエブラン
葛餅 浅野屋 エスニック ハヌマン
大衆割烹 品川亭 イタリアン トラットリア ロッソーレ
せんべい 花見せんべい吾妻屋 喫茶 喫茶店薫風
洋品・学生服 シマヤ洋品店 美容 美容室arc
文具事務用品 シマヤ文具店 ホームページ制作 ㈱アイシテル
ショットバー ブルールーム池上 司法書士 司法書士事務所ワン・プラス・ワン
宝石・時計 ジュエル服部 居酒屋 Nonｂiri（ノンビリ）
バー ＢＡＲ 自由雲 中華料理 中華料理 夢食堂
美容 美容室 友＆友 飲食 plate lunch Nanary
日本そば ますだや 飲食 暖談亭 ごいっしょ
飲食 SANDO BY WEMON PROJECTS バルーンショップ バルーンショップ MARQUEES

 
【池上本通り商店会】
スーパー オオゼキ 池上店 インド料理 インド料理ターラ
音楽教室 スター楽器㈱池上ショールーム 焼肉 炭火焼肉食堂園 池上店
薬局・調剤 長栄堂薬局 ドラッグストア ツルハドラック 池上駅前店
米・弁当 お米の山武 食料品 綱島商店
中華料理 菜香楼 理容 カワナ理容店
クリーニング ドライクリーニングほんま池上店 スーパー マックスバリュエクスプレス池上店

【池上仲通り商店会】
鰹節卸 駿河屋商店
洋品 洋品キタガワ コンビニ セブンイレブン池上３丁目店
酒 ㈱蒲田屋 茶小売 香露園
クリーニング 雨海クリーニング商会 婦人洋品 フランフラン
薬局・調剤 三澤薬局 理容 ヘアーサロン しゃれる
酒・たばこ 遠州屋 鮮魚 魚久
青果 天寿青果 トリミング ペットサロンBirthday

【池上駅前通り商店会】
玩具 おもちゃのオーツカ 美容 美容室アンジー 池上店
自転車 菅原自転車店 もんじゃ 富士SON



洋菓子・喫茶 欧風菓子 エノモト 惣菜 くいしんぼう
喫茶 コロラド 池上店 化粧品 ㈲君津屋
美容 ビューティー美美 パソコン教室 アテナ池上校
文具 まつや文具店 整骨 池上駅前整骨院
調剤薬局　 くすの木薬局

【池上南口商店会】
串屋 串の坊成田家 弁当 (有)マルセー
コンビニ セブンイレブン池上駅南店 眼科 (社)ワキタ眼科
眼鏡 メガネのクズミ 寿司 三千石寿司
理容 ㈱ロダンテクニカル 酒 ㈱金咲屋
焼肉 寿々苑 家電 ヤマザキ電化 池上館
串焼き 滝亭 飲食 うさ喜
ハウスリフォーム アールツーホーム大田店 ラーメン 中国ラーメン揚州商人 池上店
理容 理容三愛 不動産 センチュリー２１㈱永遠楽
ドラッグストア・調剤 ドラッグストア・スマイル　池上駅前店 針・灸 リズム鍼灸治療院

質屋 若江屋

【池上桜通り商店会】
銭湯 桜館 製パン 池上オリエントベーカリー
接骨 渡辺接骨院 煙草店 小野沢煙草店
米穀 村石精米店 歯科 とくもち歯科
理容 理容ワタベ 日本そば 桜館　池六

【池上東電通り会】
釜飯・居酒屋 きさらぎ インド・ネパール料理 インド・ネパール料理 ロサニ
喫茶店 喫茶マキ 美容 Hair Plan 髪企画
居酒屋 梅善 居酒屋 洋食酒場 NIN忍
焼肉店 焼肉亭 味仙 居酒屋 居酒屋池上油屋
カレー・支那そば インデアンおやじ工房 飲食 ビック 美空
日本そば くろむぎ堂 イタリア料理レストラン vansan

【池上西銀座睦会】
家電 ㈱ワタナベ電器サービス 池上店 貸ビル業 ヴィクトワール池上
青果 丸二青果 眼鏡 メガネストアー 池上店
歯科 いけむら歯科 焼鳥 炭火やきとり てっぺん 池上店
理容 ファションヘアフカガワ 歯科 かねこデンタルクリニック
眼鏡 ㈱オリゾン 池上店 ドラッグストア ドラッグストア スマイル 池上店
米穀 徳中米店 自転車 サイクルスポット 池上店
宝飾店 ㈲湯川宝飾

【池上姫沙羅通り会】
喫茶・小売 椿屋珈琲 新聞 朝日新聞 ＡＳＡ池上
日本そば わかくさ庵 バイク 輪太郎
中華料理 漢家店（ハンジャテン） 理容 ヘアーサトー
中華料理 中華料理 十番 スナック あじさい
コンビニ ミニストップ 池上６丁目店

【堤方商栄会】
焼肉 焼肉 55番亭 家電 西牧電機商会 
ビビンバ 石焼きビビンバ専門店 ふるさと ふとん こしばやし寝装 
インテリア卸 インテリア 井口 青果 八百吉 堤方店 
健康グッズ ファイテンショップ 池上店 スナック スナック 飛騨
眼鏡 メガネジュエリーの店 内山 スナック スナック 美可 
キムチ製造・販売 キムチの店 ふるさと本店 美容 美容 ミナ 

【池上表和会】
菓子・乾物 ごまの店 いい友 製パン ベーカリー　ヤシパン

【春日橋くすの木通り商店会】
写真館 ウスダフォトスタジオ ラーメン 元祖 つけ麺 覇王
喫茶店 エバーグリーン 理容 ヒタニ理髪店
居酒屋 おもしろはんぶん ガソリンスタンド 石田商事 エッソスタンド
動物病院 大森どんぐり動物病院

【その他】
燃料・ガソリン ㈲鈴木商店 美容 美容室NaNA
海苔 矢澤海苔㈱ 紳士用品 紳士服のコナカ 京急大森町店
酒・食料品 ㈱丸徳 青木商店 米穀 内田米店
自転車 飯合輸業 ドラッグストア ドラッグストア スマイル 西馬込店
自転車 セオサイクル大森店 自転車 サイクルスポット マチノマ 大森店
薬局 マツモトキヨシ平和島店 ドラッグストア・調剤 ウエルシア薬局 大森西店




