
　　Ａ券・Ｂ券　が使えるお店一覧 武蔵村山市プレミアム付商品券一覧
取扱加盟店は随時追加更新しています。 （令和2月7月31日現在）

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

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

シモダディスカウントセンター緑が丘店 食料品・酒・米・青果・雑貨 緑が丘1492-49-33 563-2835

シモダディスカウントセンター三ツ木店 食料品・酒・米・青果・雑貨 三ツ木3-9-2 560-0487

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

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

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

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3-96-1 561-5733

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

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

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

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4-1 569-1156

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

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

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

比留間豆腐店 手造り豆腐・手揚げ油揚・生揚他 本町3-1-5 560-0154

青柳肉店 市役所前の惣菜店 本町4-6-5 561-0143

栄和畜産 オトクな上物国産肉と手作り惣菜 学園3-41-5 564-9813

観音八百屋(有) いつも新鮮安心低価格 学園3-41-5 563-2979

My Kitchen タコライス・ロコモコ・からあげ 学園3-49-10 563-7877

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

マルサングループ武蔵村山店下田青果 生鮮食品 緑が丘1460-49-41 561-3936

ぶたの駅 火曜日・金曜日のみ営業 岸1-40-1 560-0022

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

(有)中村燃料 ガス・灯油・住宅設備機器 神明2-95-3 561-0274

森谷園製茶工場 地元産狭山茶　エコ農産物認証 中央2-60-1 561-0084

はらだ製麺 村山手打ちうどんの玉売りと食事 中央3-52-2 561-0117

石井商事(株) ＬＰガス・灯油・ガス器具 中央3-53-10 561-0040

清水米店 美味しい自家精米 中央3-6-3 561-0058

角喜(株) 搗きたての、美味しいお米です 本町2-3-1 560-0002

手打ちうどん　野山 手打ちうどん 本町5-8-1 560-2615

清水商店 菓子・飲料水・駄菓子 学園1-68-2 561-4345

Fマート　いしはら 食料品・雑貨類 学園3-60-1 561-3961

お茶の森田園 美味しい狭山茶と海苔 学園3-62-16 562-1188

石井米店 米・もち・お茶・冷麦・うどん 緑が丘1460-46-20 561-3940

(有)下田酒店 卵・味噌・奈良漬はポイント３倍 緑が丘1492-46-15 562-1589

内野酒店 酒類・米・食料品・サプリメント 大南1-1-2 563-4278

自然食品　人参 放し飼い有精卵・国産十六穀甘酒 三ツ藤1-42-13 560-4459

（株）天乃屋 米菓 伊奈平2-17-2 560-6661

(有)宿萬酒店 地酒・本格焼酎・国産ワイン販売 伊奈平5-41-1 560-3706

大岸製茶 自家製の狭山茶を直売。新茶。 岸1-36-1 560-0005

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

網代園製茶所 地域ブランド・香味の東京狭山茶 三ツ木1-3-1 560-0135

(有)福島商店 酒・米・LPガス・灯油・生ビール 残堀5-7-3 560-0812

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）

食料品（米・酒・茶・日用雑貨・燃料等）



　　Ａ券・Ｂ券　が使えるお店一覧 武蔵村山市プレミアム付商品券一覧
取扱加盟店は随時追加更新しています。 （令和2月7月31日現在）

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

ふじや 焼きだんご・のり巻・いなり寿司 本町1-45-3 560-4264

紅茶専門店キャンディ 紅茶と手作り焼菓子 本町2-47-9 560-4132

ラ・ブーム　ケーキ工房 手作りの美味しい焼菓子・洋菓子 本町2-80-1 520-0282

武蔵村山市社会福祉協議会　武蔵村山市立のぞみ福祉園 焼きたてパン・手作りクッキー 本町5-22-1 560-6011

石窯パン工房もりのこむぎ 自家製天然酵母を使用したパン 学園3-42-3 562-0274

花見煎餅　吾妻屋 おかき・あられ・せんべい 学園3-61-8 562-1092

シャトー洋菓子店 美味しい手作りケーキ 学園3-64-19 561-4810

小川家草寿庵 美味しい和菓子 学園3-64-5 562-0275

手づくりパン　萌留珠 手作りパン 三ツ藤1-60-7 560-8247

アイス工房ヴェルデ 手づくりアイスクリーム 三ツ藤1-80-3 560-6651

和菓子　紀の国屋 相国最中 三ツ藤1-93-2 560-3010

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

アメニティーハウスUCHINO 化粧品雑貨小間物販売店 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

中原薬局 医薬品 化粧品 大南3-95-1 516-8661

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

波多野書店 雑誌・書籍 本町4-3-1 561-0252

文具ショップ　エルム 文房具・ノート・事務用品 学園3-4-6 565-2386

岡野谷書店 本・文房具・印鑑・名刺・雑貨 学園3-63-5 561-3590

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

田中屋洋品店 婦人服インナー学校用品各種制服 中央3-33-1 561-0257

きもの武蔵 振袖・七五三祝着の販売レンタル 本町2-16-1 560-0011

(有)鈴忠商店 衣料品・靴・雑貨・寝具 学園3-61-1 565-3668

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

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

鈴屋寝装 ふとん・カーテン・カーペット 大南5-57-11 562-1994

いなり桜街道の店 ジーパン・婦人服 大南5-58-4 561-3710

サトウ衣料 作業服・鳶衣料・工具・安全靴 三ツ藤3-11-1 560-9516

ファッションハウス　マルキヤ 婦人衣料・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

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

村山電気(株) 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） 電気製品、健康機器、補聴器、杖、血圧計 学園3-59-6 565-3449

ナカノカメラ スタジオ撮影、デジカメプリント 学園3-64-16 563-4639

(有)でんきのアミみねぎし くらしの家電品 緑が丘1492　村山団地中央商店街 564-0181

（株）あらた 燃料・住設機器・エネルギー全般 岸2-3-3 0120-20-1731

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

フラワーショップみねぎし 花束、アレンジ、花鉢など生花 神明1-37-4 564-4187

(株)進藤総合園芸センター 農園芸資材・種苗・農薬等全般 本町2-92 560-4063

フラワーショップ　ブプレ 生花店　生花・鉢花・観葉植物 学園3-41-4　峯岸ビル１Ｆ 565-1787

花の成華園 「花屋」生花・花鉢・園芸用品 学園3-61-5 561-4187

書籍・事務用品

衣料品・靴・雑貨・寝具

電気製品・時計・メガネ・写真

趣味・花園芸・玩具・ペット関連

パン・和菓子・洋菓子

薬・化粧品・ドラッグストア
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事業所名 主な取扱品 所在地 電話

(株)波多野石油 灯油・ガソリンは波多野石油へ 中央3-2-2 562-1500

(有)サイクルショップ美博商会 自転車販売・修理 学園3-50-5 564-5130

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 ブリヂストン自転車・電動自転車 緑が丘1460-50-53 562-0272

(有)村山石油商会 ガソリンスタンド 大南1-4-5 562-2478

ＫＴＳ(株) ドライブレコーダー・ＥＴＣ 三ツ藤1-22-5-105 520-8681

(有)ブーズフット タイヤ販売・車修理 三ツ藤1-67-4 090-3109-4915

(有)新和自動車 車検点検修理鈑金塗装他 榎2-94-3 563-4147

(有)アリーナ 車検・点検・整備・用品販売 榎3-104-1 531-8600

オートガレージ　masha オートバイ販売・修理 岸1-38-8 531-1589

(有)青柳自動車工業 自動車販売・修理・自動車保険 三ツ木5-15-8 560-2441

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

田舎屋 うどん店 中藤4-39-5 564-4428

すし処　舳 すしと季節料理 神明2-5-3 563-8730

(有)若松 ラーメン・餃子・チャーハン 中央2-114-1 565-0470

大紋 チャーハン・餃子・カレーライス 中央2-33-21 562-3621

一休 村山かてうどん 本町1-48-1 520-1919

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

蕎麦処　元六 そば・うどん・丼・出前も可能 本町2-110-7 560-8304

武蔵　平成の間 広いお部屋でゆったり会食 本町2-16-1（きもの武蔵2Ｆ） 560-5858

幸寿司 生寿司・日本酒・ビールその他 本町2-16-5 560-2186

悟空家 料理、ラーメン、手作り肉シュウマイ 本町2-80-1永寿ビル 560-6502

鮨勝 江戸前にぎり寿司ちらし寿司 本町4-6-10 561-0207

お好み焼き　ぼん太 お好み焼・もんじゃ焼・焼トリ・一品料理 学園1-25-2 565-8509

居酒や　美桜 土鍋で炊いた美味しいごはん 学園2-51-1 843-6122

さくら　さくら 和食・コーヒー 緑が丘1460-48-33　村山団地内 564-0005

肉汁うどん　長嶋屋 全粒粉・むらやま糧うどん 大南1-135-2 516-8669

手づくりうどん　丸平 うどん専門店 大南1-22-5 562-2074

寿司・割烹　隼人 寿司・割烹 大南2-56-1 564-8810

中国料理　菜 武蔵村山の一流ホテルの中華 大南3-25-3 561-7233

とんかつ　治作 とんかつ・海老フライ他 三ツ藤1-31-2 560-7662

手打ちそば入清 手打ちそば・そば屋の一品料理 三ツ藤1-36-11 560-3330

かつ亭　籠る とんかつ・江戸前煮穴子・お刺身 三ツ藤1-67-8 569-6341

パスタとシーフードの店　シモダ 美味しいパスタと手作りピッツァ 三ツ藤2-26-4 531-5545

cafe i share カレー・パスタ・ケーキなど 残堀2-80-12 569-6649

むさし山王森 貸切個室で楽しい会食の時間を！ 残堀5-106-1 560-5858

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

酒処あかり じっくり煮込んだもつ煮 中央2-47-2 843-9299

居酒屋ビストロ2000 酒・刺身・串焼 大南1-132-4 561-7500

陸路や 刺身・一品料理・酒類 大南3-72-1　柏木マンション106 561-9498

居酒屋よっちゃん 食べ物７品付飲み放題３０００円！ 三ツ藤1-19-1　第３山武ビル１Ｆ 560-8788

焼き鳥　ゴエモン 鳥専門店の焼き鳥が美味い 三ツ藤2-2-1 560-5700

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

クリーニングプラス 洋服クリーニング布団毛布洗濯 学園3-58-21 565-7604

（株）中央クリーニング 衣類のクリーニング他 中原1-21-4 569-0888

ガソリンスタンド・車・自転車

飲食業（和食・中華・洋食・カフェ）

居酒屋・スナック

クリーニング
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事業所名 主な取扱品 所在地 電話

アトリエＣＡＮ 美容全般 本町1-31-1 565-8900

HAIR SALON MIO 美容 学園1-25-2 516-9880

ビューティックよねはら パーマ・カラー・カット・着付記念写真 学園3-30-3 562-0702

美容室ステージ 美容 学園3-5-4 563-3488

ヘアーサロンおおつぼ 理容の業全般 学園3-5-7 565-3174

ワコ美容室 パーマ・カラー・カット・マニュキュア 緑が丘1492-48-34 561-3944

キングヘアー 丁寧な顔剃り、まゆ毛整えます 大南1-134-15 564-2171

megnail ネイル・整体 大南3-128-1-103．203 840-9235

マッシー美容室 美容 大南4-56-5 565-6856

APEA　EXTENSION ケラスターゼ 三ツ藤1-51-21 531-1547

カットサロン　ヒロズバーバー 理容・女性お顔そり・コーンロウ 岸1-10-10 560-7273

ｈａｉｒ ｓｈｏｐ　Ｍ’ｓ 理容 岸3-3-8 531-7348

HAIR＆MAKE．WADA パーマ・ヘアダイ・カットシャンプー 残堀5-2-4 560-7626

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

MM歯科クリニック 電動ハブラシ、ハミガキ粉 中央2-32-3 843-5841

医療法人社団もかほ会武蔵村山さいとうクリニック 医療業 大南3-68-3 516-1733

(株)ＴＮＫ東京 健康食品・ウコン・マカ・黒茶 三ツ藤1-51-9 847-2149

事業所名 主な取扱品 所在地 電話

(有)アイワ工業 水まわりの工事及び機器 中藤4-2-1 565-4029

ハウスプランニング渡辺 住まいのトータル・リフォーム 中藤4-21-3 562-7707

(有)渡辺工務店 住まいの事お任せください 神明1-2-3 0120-5610-50

若葉ハウジング 住まいのお困りごとを解決 神明2-20-1 564-0244

(有)小林建設 リフォームの事ならお任せ下さい 中央3-64-3 561-0242

進藤総業（株） 基礎工事・解体工事・外構一式 本町2-24-1 560-5310

（有）比松工業 外構工事一式 本町2-41-1 560-5954

(有)指田工務店 リフォーム・バリアフリー工事 大南1-32-1 564-8084

飯島電機 家電品 三ツ藤1-61-4 520-6136

(有)一ノ瀬表具店 襖張替・障子張替・他内装一式 三ツ藤2-53-4 560-1248

(株)モダンクリエート ウッドデッキ住まいのリフォーム 榎2-26-2 565-9662

ゑびす山水研究所 お庭に関するお悩みごとを解決 榎2-70-11 070-4452-4148

藤村塗装 建築塗装・外壁・屋根塗装 伊奈平6-62-9 560-4538

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

大黒設備工業（株） 水回りの修繕・リフォーム等 三ツ木1-36-1 560-8679

(有)豊泉工務店 建築工事全般・手すり１本もOK 三ツ木1-49-5 560-3569

住まい・環境

理容・美容

健康・医療
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事業所名 主な取扱品 所在地 電話

(株)狭山観光サービス 個人旅行～団体旅行 中藤1-54-2 564-9704

エムステージ個別指導塾 学習指導・学習教材 神明3-133-5　武蔵ビル1Ｆ 565-9885

コリとれ～る　ごく楽 整体・オイル・エステ・光脱毛 神明4-119-4 590-3040

プライベートサロンNI～NA よもぎ蒸しと水素吸入と美顔 中央2-61-1 516-8552

萩原文具店 文具・事務用品・ハンコ・ゴム印 本町2-18-1 560-0241

村山織物協同組合 村山大島紬の財布・手提等小物 本町2-2-1 560-0031

(有)アキヤマスポーツ スポーツ用品・イベント用品等 本町2-89-1 560-8933

武陽交通(有) タクシー 本町3-20-3 560-0021

村山温泉かたくりの湯 村山温泉かたくりの湯 本町5-29-1 520-1026

(株)ヴァンドーム 宝石・バッグ・サプリメント 学園3-44-5 590-1161

伊勢屋 昔ながらのお弁当と和菓子 学園3-58-1 516-8006

東京新聞　村山団地専売所 東京新聞や毎日新聞等 学園3-62-10 562-0117

(有)アネシス 腕時計電池交換します880円～ 緑が丘1460-45-7 516-8992

ギフト　アニイ ギフトカタログ・お茶 三ツ藤1-17-2 531-6451

(有)下村新聞販売　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

栄光商事（株）えのきインフォメーションプラザ 国内旅行・ＪＲ券・航空券 榎3-116-1　えのきプラザ102 531-5400

(株)田中製作所 むさしむらやマスク 伊奈平1-56-4 560-1359

(有)新城重機 不要物等の片付け・工事 伊奈平1-59-1 520-7245

(株)アクシスエージェンシー 印刷・デザイン制作 伊奈平2-33-1 569-6381

ダンススタジオ　リハーサル 社交ダンス衣装・シューズその他 伊奈平6-22-4 560-3027

あさひ代行 飲んだら呼ぼう「あさひ代行」 三ツ木5-31-22 090-3549-2824

大南観光(株) 貸切バス 中原3-24-1 520-6371

ドクター関塾　村山西校 関塾は令和２年都立入試全員合格 中原4-10-11-103 569-6155

その他


