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【　秋津町　】 【　本町　】
㈲むとう武男商店 青果 秋津町1-7-2 393-0607 ㈲セイエイ建設 建築 本町1-10-26 393-9745

㈲島田商店 米 秋津町2-5-7 391-7495 そば季彩はや川 飲食 本町2-1-14 398-1418

㈲谷村工務店 建築 秋津町2-38-8 394-3471 ますも庵 飲食 本町2-16-30 394-1733

㈱中村工務店 建築 秋津町3-4-8 393-8888 ㈲増田電機商会 家電 本町2-22-13 391-0540

システム葵 パソコン 秋津町5-4-47 399-0803 ㈲多摩ライスセンター 米 本町3-18-1 393-5533

ふとんショップ　むとう 寝具 秋津町5-6-8 391-7090 木村屋 菓子・パン 本町4-2-3 394-8027

秋津フラワー 花 秋津町5-7-28 393-1818 久米川　亀八鮨 飲食 本町4-3-45 394-1778

サントアン 菓子・パン 秋津町5-25-25 392-4333 クリーニングの共栄マヤ店 クリーニング 本町4-12-7 393-4141

松屋 菓子・パン 本町4-12-44 394-0061

【　青葉町　】 ごはん家さくら木 飲食 本町4-12-49 395-2122

舘クリーニング クリーニング 青葉町2-6-36 395-0138 東鮨 飲食 本町4-12-52 391-3061

ミフジ洋服店 服お直し 青葉町2-9-34 391-8137 ひまわり堂 化粧品 本町4-12-53 391-3287

ビューティーサロンみゆき 美容 青葉町2-13-165 395-0004 三栄 食品卸 本町4-12-54 393-3638

村田精肉店 肉 本町4-12-59 391-1110

【　久米川町　】 食彩酒房たきび 飲食 本町4-12-86 390-0141

中華料理　ぼん天 飲食 久米川町1-37-30 393-7074 大島酒店 酒 本町4-14-3 391-3134

純手打うどん　ますや 飲食 久米川町4-33-10 393-9481

弁当とキッチンのじゃがいも 飲食・弁当 久米川町4-39-26 395-9446 【　諏訪町　】
富士理容 理容 諏訪町1-2-6 393-8704

【　恩多町　】 寝具のおおぜき 寝具 諏訪町1-7-7 391-5531

㈲丸中商店 米 恩多町3-29-1 391-0041 ㈲東村山電気 家電 諏訪町1-10-1 394-1200

南部空調㈱ 空調設備 恩多町5-27-4 393-8390 ホームベーカリーマドンナ 菓子・パン 諏訪町1-25-14 395-2981

中村屋 惣菜 諏訪町2-6-85 395-6060

【　萩山町　】
吉良屋鈴木酒店 酒 萩山町2-10-8 391-0407 【　野口町　】
㈲やなぎ屋ミート 肉 萩山町3-11-11 393-9498 フォトショップキムラ カメラ 野口町1-1-3 391-5061

増沢酒店 酒 萩山町3-16-28 393-6387 ㈲赤尾杉生花店 花 野口町1-1-4 394-8935

日本そば　あさひ 飲食 萩山町3-16-29 391-3017 関田酒店 酒 野口町1-3-5 391-0006

CUT　CLUB１４０ 理容 萩山町3-21-1 395-9084 Ｙショップ　かどや 食品小売 野口町1-6-23 391-4366

㈱中俣電化 家電 萩山町4-1-2 391-4376 川合洋品店 服 野口町1-12-4 391-0029

ファミリージョイあおき 薬・雑貨 萩山町4-9-11 391-1961 ㈲多摩ライスセンター野口店 米 野口町1-12-5 391-0102

地酒とワインの店川島酒店 酒 萩山町4-16-2 391-0087 ㈱大賀不動産 不動産 野口町1-20-29 396-2275

ＤＩＹショップ　ボーヤ 建材 野口町4-16-9 391-3434

【　栄町　】 御菓子司清水屋 和菓子 野口町2-4-1 391-0172

金正堂 時計・宝飾品 栄町1-1-22 391-0638 日向時計店 時計・宝飾品 野口町2-5-29 394-3961

おそうじのガイア ハウスクリーニング 栄町1-9-15-503 397-2424 味の松華 飲食 野口町2-5-33 394-1515

ないすクリーニング久米川北口 クリーニング 栄町1-9-19 393-7732 夢ステージ　みやでら 寝具 野口町2-30-7 391-0984

赤ずきん 洋菓子 栄町1-10-24 394-3202 川島酒店 酒 野口町4-1-22 391-0043

文栄堂 文具 栄町1-12-50 391-0687 ㈱増田コーポレーション 建築 野口町4-16-9 391-0026

肉の村田 肉 栄町1-15-57 393-5627 美容室KiMi 美容 野口町4-20-1 391-4477

㈲伊勢屋 和菓子 栄町2-7-20 393-5632

㈲福井晴文堂 印鑑 栄町2-8-11 393-6664 【　美住町　】
㈱お茶の山水園　久米川駅前 お茶 栄町2-9-32 391-9742 ㈲細渕米穀店 米 美住町1-13-3 391-9031

新宿中村屋久米川店 菓子・パン 栄町2-21-3 391-0209

和装はきものもろ江 履物 栄町2-21-4 391-2423 【　富士見町　】
丸井フルーツ 青果 栄町2-21-8 391-2132 ヒロコ美容室 美容 富士見町3-12-66 391-4451

ブティックヒデ 服 栄町2-21-8 394-3911 シャモア洋菓子店 洋菓子 富士見町3-13-18 394-3602

巴屋本店 飲食 栄町2-21-29 391-0313 美好屋豆腐店 豆腐 富士見町3-13-19 391-2292

洋品のいづみや 服 栄町2-29-10 391-0274 ふとんのえのもと 寝具 富士見町5-5-36 391-3970

らいすぺ～ぱ～ 飲食 栄町2-32-38　B1 396-9998

はる手芸 手芸品 栄町2-37-8 394-3903 【　廻田町　】
㈲ワンデーショップ クリーニング 栄町2-40-27 394-1654 ほしみ印刷㈱ 印刷 廻田町1-2-11 395-0234

㈱お茶の山水園　中央通り店 お茶 栄町2-40-28 394-1783 石庭こまち 飲食 廻田町2-7-3 398-3399

越後屋呉服店 呉服 栄町2-40-30 394-7670 花こまち 花 廻田町3-6-3 391-5198

とうまふとん店 寝具 栄町3-10-8 391-0302 ㈲新鮮館 青果 廻田町4-3-4 393-2388

㈲森田運動具店 スポーツ用品 栄町3-10-17 391-0202 ㈱かいばガス事業部 燃料 廻田町4-5-2 391-0333

飯尾呉服店 呉服 栄町3-11-38 391-0321 ㈲花澤工務店 建築 廻田町4-20-10 391-5654

小西酒店 酒 栄町3-13-8 391-0091 木村商店 米 廻田町4-23-8 391-1588

ブティック　サニー 服 栄町3-13-10 391-3385

カットサロンＷＡＮ 理容 栄町3-13-12　1F 306-0830 【　多摩湖町　】
パナピットツヅキ 家電 栄町3-16-26 391-1537 ㈱千代田防災 防災 多摩湖町1-24-1 394-7846

肉の荒川 肉 栄町3-16-50 391-0237 岩崎屋豆富店 豆腐 多摩湖町4-9-1 392-0955

シューズ・ツツイ 履物 栄町3-16-9 392-0234

本多屋酒店 酒 栄町3-32-7 391-1548


