
武蔵村山市プレミアム付商品券取扱加盟店一覧（R1.10.4現在）

取扱店名 主な取扱品 住所 電話

シモダディスカウントセンター中央店 食料品・米・酒 中央1-7-1 561-4035

スーパーオザム村山店 スーパー 本町2-80-6 560-6628

いなげやむさし村山店 スーパー 学園3-29-1 563-2636

シモダディスカウントセンター緑が丘店 食料品・米・酒 緑が丘1460-49-4村山団地商店街 561-4035

フーズマーケットさえき大南店 食品・日用品・酒等 大南3-133-1 561-7666

イオンモールむさし村山
スーパー・ショッピングセンター
（一部店舗除く）

榎1-1-3 566-8111

業務スーパーリカーキング武蔵村山店 スーパー 榎3-27-1 590-0731

㈱エコスTAIRAYA武蔵村山店 スーパー 榎3-113-6 520-7351

ダイエー武蔵村山店 食料品・日用品・生活用品 伊奈平3-36-1 531-1111

シモダディスカウントセンター三ツ木店 食料品・米・酒 三ツ木3-9-2 561-4035

いなげや武蔵村山残堀店 スーパー 残堀2-9-1 560-1131

ファミリーマート武蔵村山神明店 コンビニエンスストア 神明1-95 590-1820

セブンイレブン武蔵村山神明３丁目店 コンビニエンスストア 神明3-78-5 565-7111

ローソン武蔵村山神明四丁目店 コンビニエンスストア 神明4-15-3 567-5380

セブンイレブン武蔵村山本町１丁目店 コンビニエンスストア 本町1-56-1 569-2856

セブンイレブン武蔵村山三本榎店 コンビニエンスストア 学園1-2-1 563-5507

ミニストップ武蔵村山学園店 コンビニエンスストア 学園3-40-3 566-3239

Fマート　いしはら コンビニエンスストア 学園3-60-1 561-3961

セブンイレブン武蔵村山学園店 コンビニエンスストア 学園3-95-2 561-5733

セブンイレブン武蔵村山学園５丁目店 コンビニエンスストア 学園5-8-1 563-2850

ミニストップ武蔵村山大南店 コンビニエンスストア 大南1-141-14 567-0071

セブンイレブン武蔵村山大南公園店 コンビニエンスストア 大南3-82-1 562-5032

ファミリーマート武蔵村山大南通り店 コンビニエンスストア 大南3-89-1 590-3228

ファミリーマート武蔵村山新青梅街道店 コンビニエンスストア 三ツ藤1-26-1 520-2307

セブンイレブン武蔵村山三ツ藤１丁目店 コンビニエンスストア 三ツ藤1-72-8 531-9861

ローソン武蔵村山榎三丁目店 コンビニエンスストア 榎3-119-1 531-3239

セブンイレブン武蔵村山伊奈平４丁目店 コンビニエンスストア 伊奈平4-9 569-1156

セブンイレブン武蔵村山平和通り店 コンビニエンスストア 伊奈平5-93-5 560-7760

セブンイレブン武蔵村山残堀1丁目店 コンビニエンスストア 残堀1-27-1 531-3403

ファミリーマート武蔵村山残堀店 コンビニエンスストア 残堀4-5-1 520-0789

ファミリーマート武蔵村山中原店 コンビニエンスストア 中原1-26-4 520-0238

セブンイレブン武蔵村山岸店 コンビニエンスストア 中原1-30-17 560-0591

栄和畜産㈲ 国産黒毛和牛・豚・鶏肉・お惣菜 学園3-41-5 564-9813

韓国食品　小西商店 旨い手作りキムチ豚足チャンジャ 学園3-58-3 565-5721

魚利 鮮魚販売 緑が丘1460村山団地中央商店街 562-0878

マルサングループ武蔵村山店下田青果 生鮮食品 緑が丘1460村山団地中央商店街 561-3936

自然食品　人参 生鮮食品・無農薬野菜・自然食品 三ツ藤1-42-13 560-4459

ぶたの駅 豚肉・惣菜（火・金曜日営業） 岸1-40-1 560-0022

スーパー

コンビニエンスストア

生鮮食品（肉・魚・青果・豆腐・乳製品・惣菜・弁当等）
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㈲清水米店 米・灯油 中央3-6-3 561-0058

石井商事㈱ LPガス・灯油・ガス器具 中央3-53-10 561-0040

東京みどり農業協同組合　経済センター村山店米 本町1-2-1 564-7477

お米のカドキ 食料品（米・茶・日用雑貨・燃料等） 本町2-3-1 560-0002

ジェーソン武蔵村山学園店 食料品・飲料・生活雑貨 学園1-53-1 563-5333

清水商店 食品・飲料・駄菓子 学園1-68-2 561-4345

㈱森田園 狭山茶・海苔・椎茸・茶器 学園3-62-16 562-1188

石井米店 おいしいお米、お届けします。 緑が丘1460-46-20 561-3940

㈲下田酒店 酒・食品・宅急便 緑が丘1492-46-15 562-1589

内野酒店 酒・店頭精米・化粧品・サプリ 大南1-1-2 563-4278

ジェーソン武蔵村山店 食料品・飲料・生活雑貨 伊奈平3-42-7 560-9570

㈲よねみせ 米５kg･灯油２本より配達します 岸3-16-5 560-0158

㈲福島商店 酒・米・LPガス・食料品 残堀5-7-3 560-0812

ふじや 焼きだんご　のり巻　いなり 本町1-45-3 560-4264

ラ・ブーム　ケーキ工房 安心無添加手作り洋菓子 本町2-80-1 520-0282

石窯パン工房もりのこむぎ 手作り焼きたてパン 学園3-42-3 562-0274

小川家草寿庵 おいしい手作り和菓子 学園3-64-5 562-0275

シャトー洋菓子店 ケーキ 学園3-64-19 561-4810

手づくりパン　萌留珠 手作りパンの店 三ツ藤1-60-7 560-8247

アイス工房ヴェルデ 手づくりジェラート 三ツ藤1-80-3 560-6651

シャトレーゼ伊奈平店 美味しい和菓子・洋菓子・アイス 伊奈平4-47 520-3281

アメニティーハウス　UCHINO 化粧品・雑貨・小間物 中央3-1-3 561-0333

オギノ薬品 薬・資生堂化粧品・雑貨 本町1-48-2 560-7783

㈱ウェルパークむさし村山店 薬・化粧品・食品・日用雑貨 学園3-43-2 562-0013

ファーコス薬局村山中央 お薬・一般用医薬品 緑が丘1492-47-30 564-2101

マツモトキヨシ　武蔵村山店 医薬品・化粧品・健康食品 大南1-127-2 590-0230

㈱クリエイトエス・ディー武蔵村山大南店 薬・化粧品・ドラッグストア 大南2-2-1 566-8401

ウエルシアダイエー武蔵村山店 医薬品・化粧品・雑貨・食品 伊奈平3-36-1 520-5491

㈱富士薬品ドラッグセイムス伊奈平店 薬・化粧品・食品・雑貨 伊奈平4-8-1 569-2791

サンドラッグ伊奈平店 ドラッグストア 伊奈平6-1-1 520-0351

㈱富士薬品ドラッグセイムス西村山店 薬・化粧品・食品・雑貨 岸1-37-2 520-0399

㈱富士薬品ドラッグセイムス三ツ藤店 薬・化粧品・食品・雑貨 残堀1-76-17 520-2852

㈱スギ薬局　残堀店 医薬品・化粧品・雑貨用品・食品 残堀5-126-2 520-6731

㈱富士薬品ドラッグセイムス残堀店 薬・化粧品・食品・雑貨 残堀5-155-1 569-2871

文具ショップ　エルム 文房具・事務用品 学園3-4-6 565-2386

岡野谷書店 書類・文具・雑貨・印鑑・印刷 学園3-63-5 561-3590

ASA武蔵村山 朝日新聞・東京新聞・産経新聞 三ツ藤1-22-5 560-2581

洋服の青山　武蔵村山店 紳士・婦人・スーツ・礼服等 中央1-42 565-9945

田中屋洋品店 婦人服　制服各種　羽毛・木綿布団打直 中央3-33-1 561-0257

きもの武蔵 お祝着の貸衣装と写真撮影 本町2-16-1 560-0011

フォーエル武蔵村山店 大きいサイズの洋服 学園1-5-3 569-8808

㈲鈴忠商店 当店だけですべてそろいます！ 学園3-61-1 565-3668

いなりストアー 婦人服・肌着・学生服 緑が丘1460-47-26 561-3937

ブティック・カレン 婦人服 大南2-4-2光栄マンション105 567-0871

鈴屋寝装 ふとん打直し・クロス張り替え 大南5-57-11 562-1994

いなり桜街道の店 婦人服・EDWINジーパン 大南5-58-4 561-3710

ファッションハウス　マルキヤ 婦人用品・学校用品 岸2-4-6 560-1533

よろずや洋品店 衣料品 三ツ木1-59-2 560-0118

タカハシ武蔵村山店 婦人服・子供服・雑貨 残堀1-61-1 520-1491

東京靴流通センター武蔵村山中原店 紳士・婦人・子供靴・スニーカー 中原4-6-1 520-0233

食料品（米・酒・茶・日用雑貨・燃料等）

パン・和菓子・洋菓子

薬・化粧品・ドラッグストア

書籍・事務用品・新聞

衣料品・靴・雑貨・寝具
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村山電気㈱ 補聴器用電池扱っております 本町1-34-6 560-8382

町のでんきやさん　ほその（けんこうサロン） 家電製品・健康医療器具 学園3-59-6 565-3449

㈲中野カメラ 写真撮影・写真修整・デジカメプリント 学園3-64-16 563-4639

㈲アネシス リサイクルショップ 緑が丘1460-45-7 516-8992

でんきのアミみねぎし 家庭用電気製品 緑が丘1460村山団地中央商店街 564-0181

メガネストアー　武蔵村山店 メガネ・補助器・コンタクトレンズ 大南2-31-1セントラル1F 565-9638

YAMADAホールセール武蔵村山店 家電・パソコン・ゲーム 三ツ藤1-84 569-1512

㈱フラワーショップ　みねぎし 生花（花束・アレンジ他）・花鉢他 神明1-37-4 564-4187

フラワーショップブプレ 生花・花鉢・観葉植物・雑貨 学園3-41-4峯岸店舗1F-2号 565-1787

ダンススタジオリハーサル 社交ダンスレッスン・ダンス用品 伊奈平6-22-4 560-3027

㈱波多野石油 武蔵村山市役所前SS ガソリン・灯油・軽油に使えます。 中央3-2-2 562-1500

トヨタモビリティ東京㈱武蔵村山店 自動車販売整備 学園2-22-2 561-6881

サイクルショップ　タカオ 自転車販売・修理 学園3-64-6 564-0439

多摩サイクル　武蔵村山店 電動自転車・一般車・スポーツ車 緑が丘1460-50-53 562-0272

ヤマシタサイクル 自転車販売・修理 三ツ藤1-49-1 560-4729

㈲新和自動車 自動車修理・点検・車検整備 榎2-94-3 563-4147

㈲アリーナ 車検・整備・修理等・車両全般 榎3-104-1 531-8600

オートバックスむさし村山 カー用品小売 伊奈平2-25-1 531-7737

オートガレージ　masha 国産・新車・中古オートバイ販売 岸1-38-8 531-1589

㈱ユーガレージ 自動車販売・整備 三ツ木5-27-7 506-8024

すし処舳 すしと季節料理 神明2-5-3 563-8730

どんどん武蔵村山店 焼肉 中央1-117-1 590-3350

大紋 支那そば・餃子・大紋ラーメン等 中央2-33-21 562-3621

なかむら一笑 手打ち地粉うどん 本町1-8-1ハイムオギノ105 562-1608

一休 うどん・お酒 本町1-48-1 520-1919

中国料理　銀泉 500円ランチに飲み放題、食べ放題 本町1-68-4 843-8313

悟空家 美味しい料理・手作り餃子・焼売 本町2-80-1永寿ビル 560-6502

鮨勝 美味しい江戸前にぎり鮨 本町4-6-10 561-0207

お好み焼　ぼん太 お好み焼・焼そば・もんじゃ焼 学園1-25-2 565-8509

和食レストランとんでん武蔵村山店 鮨・そば・天ぷら・いわし 学園2-30-1 567-5601

大衆割烹　しま 天ぷら・刺身・やきとり 学園4-44-2ラビアン桜103 564-9772

さくら　さくら 和食・コーヒー 緑が丘1460-48-33 564-0005

肉汁うどん　長嶋屋 うどん・天ぷら・一品料理 大南1-135-2 516-8669

㈲寿司割烹　隼人 寿司・割烹・季節料理・その他 大南2-56-1 564-8810

中国料理　菜 昼はランチ、夜は本格中華で。 大南3-25-3 561-7233

手打ちそば　入清 手打ちそば・うどん・一品料理 三ツ藤1-36-13 560-3330

自家焙煎豆や　コーヒーの実 珈琲豆・カフェ 三ツ藤1-82-12 531-7712

幸楽苑武蔵村山店 ラーメン 伊奈平1-2-1 520-7144

村山　満月うどん 手打うどん・持ち帰りうどん 三ツ木1-12-10 560-3559

中華料理　宝来 中華料理 残堀1-43-3 560-7035

居酒屋　よっちゃん 飲み放題2時間3千円食物7品付 三ツ藤1-19-1第3山武ビル1F 560-8788

大将　伊奈平店 居酒屋 伊奈平5-58-20 560-0640

ガソリンスタンド・車・自転車

電気製品・時計・メガネ・写真

趣味・花園芸

飲食業（和食・中華・洋食・カフェ）

居酒屋・スナック
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クリーニング　プラス クリーニング 学園3-58-21 565-7604

Ｈａｉｒ’ｓ　ＲＡＰＡ 理容技術全般 本町1-3-1 843-5308

hair salon mio 美容 学園1-25-2 516-9880

ヘアーサロン　おおつぼ 理容 学園3-5-7 565-3174

ビューティック　よねはら S．アクア（ツルツル、サラサラ髪に！） 学園3-30-3 562-0702

ワコ美容室 美容 緑が丘1492-48-34 561-3944

キングヘアー カット・シャンプー・男女顔剃り 大南1-134-15 564-2171

SPLASH. カット・カラー・まつ毛エクステ 榎3-116-5 520-8903

コリとれーる　ごく楽 整体ほぐし・オイルマッサージ 神明4-119-4 590-3040

三多摩福祉会コスモスむさし村山 ホームヘルパー派遣事業 大南2-1-16-2F 565-8862

武蔵村山さいとうクリニック 健康・医療 大南3-68-3 516-1733

武蔵村山調剤薬局 調剤薬局 榎2-54-1 566-8878

㈲アイワ工業 水回り 台所・洗面・トイレ・浴室・給湯器 中藤4-2-1 565-4029

㈲小林建設 家の事なら何でもお任せください 中央3-64-3 561-0242

㈲一ノ瀬表具店 襖・障子・壁紙クロス・その他内装一式 三ツ藤2-53-4 560-1248

㈱モダンクリエート 住宅リフォーム・ウッドデッキ等 榎2-26-2 565-9662

㈱あらた 家電・住宅設備機器 岸2-3-3 0120-20-1731

㈱カワシマ サッシ・ガラス・エクステリア 岸3-17-10 560-3007

㈱池田ペイント商会 塗料・塗装工事 三ツ木2-36-4 560-1371

コメリ武蔵村山中央店 工具・農業資材・生活用品・ペット用品 中央2-148-2 590-4771

伊勢屋 昔ながらの弁当と和菓子 学園3-58-1 516-8006

ケーヨーデイツー　武蔵村山店 ホームセンター 榎3-20-1 590-0766

コメリ武蔵村山中原店 工具・農業資材・生活用品・ペット用品 中原1-9-10 520-7315

その他

クリーニング

理容・美容

健康・医療・ボディケア

住まい・環境


