
★店舗名 ★住所 ★取扱い品目

大沼町
株式会社イーエスピー 小平市大沼町1-25-8 太陽光発電、蓄電池

お弁当のみくま 小平市大沼町2-1-12 日替弁当・カツカレ－

アトリエひろみ 小平市大沼町2-1-33-101 畳ヘリバック・小物等

アトリエひろみinsurance 小平市大沼町2-1-33-103 生命保険、損害保険

サンドラッグ小平大沼町店 小平市大沼町3-1-9 医薬品・日用品・化粧品 終了

稲垣薬局小平店 小平市大沼町4-43-34 衛生材料・菓子・飴等

季節割烹　弥左衛門 小平市大沼町4-50-27 和食（刺身・天ぷら・鰻）

からだ工房とりさわ鍼灸治療院 小平市大沼町4-51-25 鍼灸治療 終了

茶乃湯道具　利久堂 小平市大沼町5-4-1 茶道具・抹茶・和雑貨 終了

サカエヤクリ－ニング 小平市大沼町7-16-5 クリ－ニング

花小金井

魚七 小平市花小金井1-10-10 焼魚・本マグロブツ切り

中央フラワ－花小金井北口店 小平市花小金井1-10-5 生花・鉢物 終了

そば処　清川 小平市花小金井1-10-8 日本そばや 終了

むらのや 小平市花小金井1-10-9 タバコ・酒・お菓子 終了

Y/M Nail 小平市花小金井1-1-10-1Ｆ ネイルサロン

スナックみちよ 小平市花小金井1-1-10-3Ｆ 酒類・軽食・カラオケ 終了
㈱テイクコーポレ－ションホームメイトＦＣ花小金井店 小平市花小金井1-11-1

㈲まるぶん 小平市花小金井1-11-2 総合印刷・デザイン

居酒屋 y's家 孝 小平市花小金井1-11-7 お酒・手料理

Ｎ－BAAN 小平市花小金井1-11-7渓ビル2階B タイ料理

中華料理しまむら 小平市花小金井1-12-1 ラ－メン・焼肉定食

肉の大徳 小平市花小金井1-12-14 青果・食肉・食料品 終了

串焼厨房あんだんてい 小平市花小金井1-12-15 焼き鳥、串焼き、刺身

理容ニューヤング 小平市花小金井1-12-15 理容全般

栄信軒 小平市花小金井1-12-15 町中華・カメ出し紹興酒

ミモザ美容室 小平市花小金井1-12-15 美容院

㈲共立商事 小平市花小金井1-12-2 賃貸・売買物件

ＮＩＣＥクリ－ニング花小金井北口店 小平市花小金井1-12-2 クリ－ニング 終了

宝石のウララ花小金井店 小平市花小金井1-12-2-105 宝石・貴金属販売

炭火やきとり　けむり 小平市花小金井1-12-2-1F やきとり・刺身・一品

パティスリ－アベイユ 小平市花小金井1-13-10 手作りのパン・洋菓子

ハナコラボ 小平市花小金井1-13-2 クレープ　雑貨

かわむら接骨院 小平市花小金井1-14-5-1Ｆ-Ａ 自費治療分で使用できます

かわむらプレミアム鍼灸マッサ－ジ治療院 小平市花小金井1-14-5-1Ｆ-Ｂ 治療代で使えます

kisukeya 小平市花小金井1-17-4 パスタ　ピザリゾット

わ 小平市花小金井1-18-11 ワインバー 終了

麺や　まるしょう 小平市花小金井1-18-11 ラ－メン・餃子・定食各種 終了

ハウディ美容室 小平市花小金井1-18-1-1Ｆ

COM TUAN 小平市花小金井1-18-9 ベトナムごはん



自家焙煎珈琲屋　つの笛 小平市花小金井1-2-20 コーヒー豆　焼き菓子

和田輪業花小金井店 小平市花小金井1-25-2 自転車購入・修理代金 終了

ぎょうざの満州花小金井北口店 小平市花小金井1-3-1 中華料理 終了

杏’ｓ　Cafe 小平市花小金井1-3-14-102 アジア料理・杏仁豆腐

水口酒店 小平市花小金井1-3-26 酒

文具のゑびすや 小平市花小金井1-3-29 文房具•事務用品

理容室セパラン 小平市花小金井1-3-29 理容全般 終了

唐麺ちば 小平市花小金井1-36-15 ニラもやし麺

武蔵鍼灸整骨院 小平市花小金井1-38-6-106 整骨院・鍼灸院 終了

有限会社角萬酒店 小平市花小金井1-6-13 酒類、飲料

らぁ麺 油そば Mendesign-メンデザイン- 小平市花小金井1-6-32共立ビル1階 らぁ麺　油そば　

クリ－ニングKYOEI花小金井店 小平市花小金井1-8-3 クリ－ニング

ポポラマーマ花小金井店 小平市花小金井１－８－５　清川第3ビル2F イタリアンレストラン

庄や花小金井北口店 小平市花小金井1-8-5-Ｂ1 鮮魚・煮込み

flower 小平市花小金井1-9-17 お弁当やっています！

フォーチュンツリー 小平市花小金井1-9-18-402 エステ　岩盤浴 終了

有限会社ガルウイング 東京都小平市花小金井1-21-7 洋服のお直し

CPサロンPinaColaDa 小平市花小金井2-1-11-103 フェイシャルエステ

クリ－ニングKYOEI MAX花小金井2号店 小平市花小金井2-20-28 クリ－ニング 終了

よしもと接骨院 小平市花小金井2-24-12 医療サービス・院骨院

バースデイ花小金井FM店 小平市花小金井3-22 ベビー・子供用品

しまむら花小金井FM店 小平市花小金井3ー22 衣料品、寝具

セブンイレブン小平東京街道店 小平市花小金井3-7-5 食品・雑貨

秋山園 小平市花小金井4-19-2 野菜全般

トモズ花小金井店 小平市花小金井4-32-9 医薬品・化粧品・日雑 終了

日本ガード株式会社 小平市花小金井4-33-5 防犯用品

㈲マイルドグリ－ン 小平市花小金井4-33-5 カレンダ－他

すごしばハニカム 小平市花小金井4-33-7-1F シェアスペース

つばさロッキーホーム 小平市花小金井4-38-10 カギ 電気錠 カメラ

セブンイレブン小平武道館前 小平市花小金井5-1-20 食品・雑貨 終了

有限会社　梅室園 小平市花小金井5-2-19コンフォートヴィラ エクステリア商品

アサダ楽器㈱ 小平市花小金井5-35-21 楽器・楽譜等

ムラヤマトソウ 小平市花小金井5-43-9 塗装工事・リフォ－ム

（有）川里輪業 小平市花小金井5-51-11 二輪車の販売、修理

㈱川里自動車 小平市花小金井5-51-12 自動車販売・車検整備

伊藤電気商会 小平市花小金井5-52-12 電気製品

リフォ－ムワークス 小平市花小金井5-52-12 住宅リフォ－ム

㈲石橋自動車 小平市花小金井5-55-1 自動車板金塗装

㈲丸石酒店 小平市花小金井5-7-7 日本酒・焼酎・ウイスキ－

株式会社ベンディングサービスフジヤ 小平市花小金井6-13-13 飲料

㈱CloverHome 小平市花小金井6-16-8 住宅・店舗リフォ－ム

リガ－レ鍼灸整骨院 小平市花小金井6-26-33-101 鍼灸

ミ－トショップいのうえ 小平市花小金井6-31-5 精肉・手づくり惣菜等 終了

ビュ－ティ－ショップさいき 小平市花小金井6-31-6 エステ・化粧品・健康食品

喜久鮨 小平市花小金井6-39-1 すし

La Rose Blanche 小平市花小金井6-45-25 ケーキ類

クリ－ニングハウス　アリス 小平市花小金井6-47-1 衣類・寝具類



横山青果店 小平市花小金井6ｰ30−11 野菜・果物 他食品 終了

㈲ヒサマツ 小平市花小金井6-6-7 屋根・雨樋工事・物販

公文式花小金井6丁目教室 小平市花小金井6-6-7-Ａ号

遠藤自動車工業 小平市花小金井6-9-8 自動車修理

三栄ソフトサービス株式会社 小平市花小金井7-1-34 ソフトウエア開発

寺澤　畳店 小平市花小金井7-1-40 畳製造

株式会社カルテット 小平市花小金井7-18-5 外壁屋根塗装工事

花小金井南町
越後屋金物店 小平市花小金井南町1-11-22 日用雑貨・花南中指定用品

福八鮨総本店 小平市花小金井南町1-12-12 旨いすし・酒・肴

パン工房シュシュ 小平市花小金井南町1-12-2-108 パン

㈲杉本与八商店 小平市花小金井南町1-13-18 米・茶 終了

パティスリ－レジュニ－ル 小平市花小金井南町1-13-21-1Ｆ ケ－キ・焼菓子

875Beans 小平市花小金井南町1-14-2 焼き菓子

カルチャ－スタジオ花 小平市花小金井南町1-14-24-1Ｆ カルチャ－小物雑貨

ごち惣デリふっくる 小平市花小金井南町1-16-18 弁当・惣菜 終了

HANA cafe style 小平市花小金井南町1-18-28-1Ｆ スフレパンケ－キ

ＮＩＣＥクリ－ニング花小金井南口店 小平市花小金井南町1-19-33 クリ－ニング 終了

シナリ－フィット 小平市花小金井南町1-25-24-2Ｆ 化粧品・日用品・アロマ

菓子屋イコナ 小平市花小金井南町1-7-8 洋菓子

お好み焼き　焼朗 小平市花小金井南町2-1-14 広島お好み焼 終了

ヘアサロンさら紗 小平市花小金井南町2-16-11 ヘアカットカラー

日吉屋豆腐店 小平市花小金井南町2-17-1 豆腐・油あげ

風間電器商会 小平市花小金井南町2-17-19 家電品 終了

松六亭 小平市花小金井南町2-17-21 日本そば

同心居　花小金井店 小平市花小金井南町2-17-21 中華料理

つくば亭 小平市花小金井南町2-17-2-101 とんかつ

Dining cafe Olive 小平市花小金井南町2-17-6 パスタ・ピザ・肉料理

おじゃんせ 小平市花小金井南町2-18-3-103 食事及飲酒

Tacos Mercado 小平市花小金井南町2-2-16 ヴェルデ花小金井B1F メキシコ料理

Pizzeria Ampia 小平市花小金井南町2-2-16ヴェルデ花小金井101 薪窯レストラン 終了

筋膜と姿勢の整体院 小平市花小金井南町2-9-21西海ビル102 整体の施術

天神町

ペットショップちゃちゃ 小平市天神町1-11-6-1Ｆ 仔犬・ドッグフ－ド

㈲石森商店 小平市天神町1-12-11 うまい地酒と本格焼酎 終了

㈲丸大 小平市天神町1-3-8 自動車車検点検修理等

㈱楽膳 小平市天神町1-4-38 弁当・オードブル

にれのき動物病院 小平市天神町2-10-19 動物病院・トリミング 終了

ファッションセンターまむら天神店 小平市天神町2-1-1 衣料品等の販売

juju's cafe 小平市天神町2-26-2 ランチ・コーヒ－・ワイン

もつ焼きだるま 小平市天神町2-29-4 もつ煮、串焼き、鍋

小林酒店 小平市天神町2-5-22 地方銘酒・本格焼酎 終了



ヴェルデ（小平第２みどり作業所） 小平市天神町3-7-16 クッキ－・パン

甲越 小平市天神町4-18-2 内外リフォ－ム

ヘア－サロンひろ 小平市天神町4-19-8 理容・カット・シェ－ビング

㈲インテリアオオタ 小平市天神町4-20-47 障子張替

㈲フロムファースト 小平市天神町4-22-41 各種ステッカ－製作

ファミリーマート小平天神町四丁目店 小平市天神町4-23-11 コンビニエンスストア

ドラッグセイムス小平天神店 小平市天神町4-35-7 医薬品・化粧品・雑貨

ジャンボ餃子　天神 小平市天神町4-8-3 ラ－メン・餃子

鈴木町
池田瓦店(株) 小平市鈴木町1-169-5 屋根修理

サンドラッグ小平鈴木町店 小平市鈴木町1-214-3 薬・雑貨・化粧品・食品

バイクルプラザミツイキ 小平市鈴木町1-233-3 自転車販売・修理

小林農園 小平市鈴木町1-248 イチゴ 終了

有限会社石井建機 小平市鈴木町1-255-5 機械サービス

珈琲豆焙煎所RoASTERs★CLUB 小平市鈴木町1-257-6 自家焙煎珈琲豆

㈲ユーザ－企画 小平市鈴木町1-261-5 建設関連

オカダ理容室 小平市鈴木町1-275-1 理容

YAMANE FARM 小平市鈴木町1-345 いちじくジャム

ヨコサワ整髪 小平市鈴木町1-42-8 理容業

クリ－ニングKYOEI MAX鈴木町店 小平市鈴木町1-466-15 クリ－ニング

キャトルキャール小平店 小平市鈴木町1-466-20 洋菓子、パン

☆Jimmys' Paradise☆ 小平市鈴木町1-499-2 1F オムライスの珈琲食堂

天然酵母ごはんパン　るしえる 小平市鈴木町1-499-4 天然酵母のごはんパン 終了

ASOBITE合同会社 小平市鈴木町1-72-1 体験講座

サイクルショップセキグチ 小平市鈴木町2-146 自転車販売修理

フロ－リスト百花 小平市鈴木町2-147-17 生花・苗・鉢花・土

art&eat 森の詩 小平市鈴木町2-156 カフェ&ギャラリー

そば処甚五郎 小平市鈴木町2-156-3 そば

花のくまがい 小平市鈴木町2-175-16 生花

ヴィクトリア２１ 小平市鈴木町2-175-18 婦人服・くつ下・下着

和菓子　玉川屋 小平市鈴木町2-175-23 和菓子

Y's Burger 小平市鈴木町2-179-16フィーカA棟205 ハンバーガー 終了

ア－ルエスレッツ 小平市鈴木町2-222 オ－トバイ販売修理

クリ－ニングKYOEI MAX小平工場店 小平市御幸町16-1 クリ－ニング

武蔵野自動車㈱ 小平市御幸町3-4 新車・中古車・車検点検

回田町
クリ－ニングKYOEI MAX回田店 小平市回田町100-1 クリ－ニング 終了

アゲラ－本舗からあげ屋小平茜屋橋店 小平市回田町280-3 お弁当・お惣菜の販売 終了

ファ－ミリ－マ－ト小平回田店 小平市回田町312-1 弁当等・食料品・日用品

㈲村野サイクル 小平市回田町314 自転車＆パーツ

㈱大谷工務店 小平市回田町41-3 リフォ－ム工事



美容室アトリエ 小平市上水新町1-24-31

喫茶カドール 小平市上水新町1-24-37 喫茶、軽食、コーヒー

ビューティーカール 小平市上水新町1-24-37 美容室、カットパーマ

浅見茶園 小平市上水新町1-24-38 茶・のり・茶器専門

Petit Musée 小平市上水新町2-1-5 アンティークと珈琲豆

理容アソー 小平市上水新町3-10-13 理容業 終了

鷹の屋 小平市上水新町3-11-16 そば・うどん・どんぶり 終了

人形の讃久 小平市上水新町3-11-6 五月人形等

株式会社エヌ・西澤 小平市上水新町3-23-14 祭り用品

塩野タイル 小平市上水南町1-6-1 タイル工事

豊梢園 小平市上水南町2-15-40 盆栽・園芸用品

ファミリ－マ－ト小平上水南町店 小平市上水南町2-15-41 食料品・日用品 終了

（資）野村屋 小平市上水南町2-23-17 米穀・雑穀

ＮＩＣＥクリ－ニング上水南町店 小平市上水南町2-27-11 クリ－ニング

アドバンスインターナショナル 小平市上水本町1-20-1 輸入オートバイパーツ

㈲高橋造園 小平市上水本町1-25-30 お庭の手入れ

ヘアーサロンヤマト 小平市上水本町1-25-38 カットシェービング

ペットサロン　パルコ 小平市上水本町1-29-25 トリミング他

Tea room樹々 小平市上水本町2-11-13 カフェ、軽食コーヒー

㈱オートコア 小平市上水本町2-14-1 自動車販売

柳生電機㈲ 小平市上水本町2-14-33 自動車用バッテリ－他

ファミリ－マ－ト小平上水本町店 小平市上水本町2-14-34 食品・日用品 終了

和食かすや 小平市上水本町2-1-9 和食一般

㈱いろりの里 小平市上水本町2-19-22 海鮮と焼肉

岸野ワークス 小平市上水本町2―18－11 電気の修理・工事

有限会社　有山工務店 小平市上水本町3-14-9 リフォーム修繕新築

㈲高杉商店 小平市上水本町3-18-15 米・食料品

餃子屋住田 小平市上水本町3-8-13 手作り餃子

ヘアーホークキャブ 東京都小平市上水本町4-9-31 理容業

コナミスポ－ツクラブ一橋学園 小平市上水本町4-16-12 タオル・体験チケット 終了

㈱網倉酒販　Ｙショップ蔵屋小平 小平市上水本町6-10-15 酒類・食料品・日用雑貨 終了

いしかわ製パン 小平市上水本町6-14-15 パン 終了

メルシーベーグル 小平市上水本町6-9-1 ベーグル、焼菓子

たかの台
ガーデンYsダイニング 小平市たかの台 34-4 近隣野菜と洋食の店

理容室　望月 小平市たかの台17-12 カット・顔そり・シャンプ－

たかの台スポーツ 小平市たかの台17-12 スポーツ用品

カサ・デ・アミーゴ 小平市たかの台20-2 ワインと食事の店

㈱藤友コーポレ－ション 小平市たかの台25-4 リフォ－ム工事

チャイニ－ズレストラン一番 小平市たかの台34-3 麺類・飯類・中華料理 終了

スナック卯 小平市たかの台35-5 酒類・お通し 終了

合名会社　高橋商事 小平市たかの台35-5 野菜・くだもの

さくらんぼ 小平市たかの台35-5 お好み焼・餃子

上水新町・上水南町・上水本町



アドバル－ン商会 小平市たかの台36-4 カフェ・器・絵

ASIAN KITCHEN KALIKA 小平市たかの台36-7-101 カレー・ナン

黄金龍 小平市たかの台36-7-102 タピオカ・ハンバ－ガ－

ヘアメイク美匠 小平市たかの台38-2 シャンプ－・リンス

とんかつレストラン　ジュノン 小平市たかの台38-3 定食・日替りランチ他

居酒屋　三合庵 小平市たかの台38-4 家庭料理のお店です 終了

たかの台整骨院 小平市たかの台38-5 無痛骨格矯正受診の方

たかの台電気 小平市たかの台39-7 家電製品

アトリエるり太 小平市たかの台43-10 婦人服販売 終了

新月 小平市たかの台43-10 そば・おつまみ・お酒

スペース鷹の台 小平市たかの台43-10 レンタルスペース 終了

中国料理　龍 小平市たかの台43-6-1Ｆ 中華料理

ＮＩＣＥクリ－ニング鷹の台店 小平市たかの台43-7 クリ－ニング 終了

クラウドナイン 小平市たかの台43-7 理美容室

ヒロキ薬局 小平市たかの台43-8 雑貨・医薬品

関根商店 小平市たかの台44-10 文房具・日用品

しょう'Sベーカリー 小平市たかの台44-11 手作りパン 終了

皆川商店 小平市たかの台44-13 青果・食品

ヘア－スペ－ス悠遊 小平市たかの台44-3 カット・パーマ・カラ－

ＮＩＣＥクリ－ニング鷹の台本通り店 小平市たかの台44-5 クリ－ニング 終了

小出ちく産 小平市たかの台44-8 肉・コロッケ 終了

なかとや 小平市たかの台44-8 日本酒の専門店

串焼酒房　教 小平市たかの台46-12 居酒屋 終了

化粧品エステ　オグマ 小平市たかの台46-7 化粧品

ドリヤン洋菓子店 小平市たかの台46-8 ブル－ベリ－バームクーヘン 終了

キッチン・ヌ－ 小平市たかの台46-9-2Ｆ 各種料理及び飲物

天平 小平市鷹の台19-5 居酒屋、飲食 終了

たぬき 小平市鷹の台31-15-2F お好み焼き

浮舟 小平市鷹の台36-2 小料理、飲食

津田町
㈱小平氷室 小平市津田町1-18-29 氷・ドライアイス・灯油

リサイクルショップ　プチトマト 小平市津田町1-8-10 リサイクル品

エステサロンLiebeリーベ 小平市津田町1-8-11 フェイス痩身アロマ

リメイクゆめ 小平市津田町3-17-502 着物をリメイク

キュ－サイ青汁 小平市津田町3-29-37 青汁等健康食品

㈲久屋土方米穀店 小平市津田町3-40-8 米・酒・たばこ・食料品・灯油

小川東町

amavel 小平市小川東町1-11-16 理容全般

ASIAN KITCHEN KALIKA 小平市小川東町1-18-27-101 カレー・ナン

髪コバヤシ 小平市小川東町1-18-6 理容一般

KABUKI 小平市小川東町1-21-20 焼きとん　ビール

アロマ＆ハーブ　リトル　ビレッジ 小平市小川東町1-21-8 メゾンOGAWA102 アロマローズヒップ茶



玄海 小平市小川東町1-29-17 旬の魚とおいしい地酒

しみず動物病院 小平市小川東町1-31-9

呉服㈱よしざわ 小平市小川東町1-33-12 和装小物・シミ抜・洋装

ドン・キホーテ　小平店 小平市小川東町1-5-23 食料、消耗、家電品等 終了

㈲真鍋工務店 小平市小川東町1821-151 建築リフォ－ム工事

しげたサイクル 小平市小川東町3−1−1 自転車販売・修理

ＮＩＣＥクリ－ニング小平本店 小平市小川東町5-18-33 クリ－ニング 終了

㈱シミズ 小平市小川東町5-20-28 アルミサッシ・木建具

Smile n 小平市小川東町5-20-6-503 笑いヨガのレッスン

スタジオティム 小平市小川東町5-21-11 小料理、酒

小川町
ヘアープレイスあべ 小平市小川町1-1018 理容全般

居酒屋　昭和 小平市小川町1-1034-34 お酒・たまご焼

うなぎ　季節料理　藤乃 小平市小川町1-1059-6 取り扱い商品全て対象 終了

リラックスサロン　オガワ 小平市小川町1-1070 理容カットシャンプー

植竹金物店 小平市小川町1-1080 金物、あいかぎ

㈲竹内屋酒店 小平市小川町1-1102 食品・飲料

藤森農園 小平市小川町1-135 花苗・ツルバラ等

green_house KOYAMA 小平市小川町1-2312 パンジーなどの花苗

モスバ－ガ－小平小川町店 小平市小川町1-2350 ハンバ－ガ－類

㈱新東京自動車教習所 小平市小川町1-2364 運転免許

Lock on 小平市小川町1-2392クリークサイド中宿A-1 ダーツ&カラオケ

テルメ小川 小平市小川町1-2494

㈱マックスペイント 小平市小川町1-2542-21 一般建築塗装等

eyelash salon Perfect Wink 小平市小川町1-3013-4 バーブスローズマリー101 マツエクまつ毛パーマ

伊藤工務店 小平市小川町1-367-17 建築一般

ケーズプランニング 小平市小川町1-388-1サンプルーリオン702 インターネット広告

サロン・ド・コージュ 小平市小川町1-397-47 美容、カット、パーマ

あさやけ鷹の台作業所 小平市小川町1-411 染め織り製品・雑貨

有限会社　江藤商店 小平市小川町1-419 電動工具・大工道具等

関たたみ店 小平市小川町1-500-47 新畳作成　畳替え工事

レストランキャンディ 小平市小川町1-741-105 喫茶、軽食

メリーランド 小平市小川町1-741-14 喫茶、軽食、コーヒー

焼肉コチカル東大和店 小平市小川町1-75-4 焼肉、酒、デザート 終了

㈱山三ウチノ 小平市小川町1-793-3 建築資材・リフォ－ム

小平小川食堂 小平市小川町1-883 和食 終了

㈲和不動産 小平市小川町1-904-8 不動産

やきとん伍助 小平市小川町1-932-33 飲食全般

㈲丸富商店 小平市小川町1-969-28 野菜・果物

MONCHERI Hairmake 小平市小川町1-972-5 美容室、カットパーマ

ミニストップ小平たかの街道店 小平市小川町1-973-1 ソフトクリ－ム他

バイセルオートビークル 小平市小川町2-1160-5 バイク（二輪）部品

さくら 小平市小川町2-1160-5 衣類

フランス菓子ル・セル 小平市小川町2-1189-19 洋菓子

㈲アリストレ－ディング・アリシア 小平市小川町2-1203-14 中南米輸入民芸品



ドラッグセイムス小平小川店 小平市小川町2-1220-5 医薬品・化粧品・雑貨 終了

永坂電気 小平市小川町2-1238-23 家電品 終了

㈲東信社 小平市小川町2-1253 朝日新聞・日刊スポ－ツ

かしの木 小平市小川町2-1266 ケ－キ・焼菓子 終了

㈱スズカメ 小平市小川町2-1278-9 建築金物・建設資材販売 終了

フレッシュベーカリ－　アーク 小平市小川町2-1290 パン

カ－テンじゅうたん王国小平店 小平市小川町2-1327 インテリア用品

日本料理　大野家 小平市小川町2-1330-17 各種定食

のま整骨院 小平市小川町2-1341-1第2サンライズマリー101 自費施術ゲルマ温浴等

楠 小平市小川町2-1346 お酒・食品 終了

㈲関根電設工業 小平市小川町2-1358-1 電気工事修理

サンドラッグ小平店 小平市小川町2-1813-1

ＪＡ東京むさし小平ファーマ－ズ・マーケット 小平市小川町2-1827 地場産農産物他 終了

中国料理 長江宴 小平市小川町2-1842-8 吉盛ビルB1 中華料理全般

吉鳥小平店 小平市小川町2-1914 焼鳥等及び酒類の販売

インド料理インド村 小平市小川町2-1914 カレー・ナン

毛穴ラボ 小平市小川町2-1959-1ダルエルベイダ605号室 化粧品、健康食品

まいど新小平店 小平市小川町2-1961-3 やきとり、お酒

インタ－ネットカフェ　ＪＡＭ小平店 小平市小川町2-2062-1-2Ｆ インタ－ネット・マンガ喫茶 終了

佳蕎庵 小平市小川町2丁目1362 蕎麦　美酒　健肴

支那そば　正 小平市小川町1-397-23 支那そば

スナックかずみ 小平市小川町1-397-23 スナック、カラオケ

道とん堀小平店 小平店小川町2-2069-1 お好み焼き 終了

中島町・栄町
東京靴流通センタ－小平中島店 小平市中島町30-10 靴・サンダル・ブーツ

㈱クリエイトＳＤ小平中島町店 小平市中島町31-17 医薬品・化粧品・食料品

しば田 小平市中島町9-26 草履の事ならなんでも

家庭料理たんけい 小平市栄町1-1-3 小料理、酒

ガト－ショコラ専門店donna cafe 小平市栄町2-28-14 ガト－ショコラ

小川西町
ヘアーサロンアージェ 小平市小川西町2-25-8パークマンション1階 美容業

ヘアパル おかもと 小平市小川西町2-26-10 ファミリー理容室

もりなが美容室 小平市小川西町2-26-12 美容全般

だんごの丸一 小平市小川西町2-26-18 だんご・のり巻・和菓子

光明堂 小平市小川西町2-26-19 家具＆リサイクル品

マルニシ 小平市小川西町2-26-19 洋服寸法直し他

㈲佐野環境デザイン 小平市小川西町2-26-21 園芸資材販売庭設計施工

ハニ－理容室 小平市小川西町2-26-5 理容業

立花家 小平市小川西町2-27-11 季節の和菓子・御赤飯

SUBMIT 小平市小川西町3.19.15西村一階店舗 お酒、おつまみ等

ファミリーマート小平仲宿通り店 小平市小川西町3-1-10 コンビニエンスストア

吉田健康館 小平市小川西町3-18-11 整体、アロマセラピー



レディースきくや 小平市小川西町3-18-11 婦人服・婦人用品

まるおか電気 小平市小川西町3-19-14 家庭用電化製品

プロヴァンス 小平市小川西町3-19-15 自家製肉まん＆焼菓子

やきとり大吉小川西町店 小平市小川西町3-19-16 焼鳥・お酒・一品料理

オプト大村 小平市小川西町3-19-17 メガネ・コンタクト・補聴器

ホビ－ショップフジ 小平市小川西町3-19-2 玩具

秋山寝具店 小平市小川西町3-2-10 布団・小売・洋品

ファミリーマート　小平小川西町店 小平市小川西町3-26-1 食品、日用品 終了

つむぐ動物病院 小平市小川西町3-2-8-1Ｆ 小動物（犬・猫）の診療

河部塗装 小平市小川西町3-3-4 塗装

サロン·ド·コワフュール エトワール 小平市小川西町3-7-11 お顔剃りまつ毛パーマ

西町調剤薬局 小平市小川西町3-8-21 健康食品

㈱佐野商店 小平市小川西町3-8-27 灯油・ガス器具 終了

お菓子の家ニュ－あむ－る 小平市小川西町4-12-15 和洋菓子

ケバブキング＆タピオカ 小平市小川西町4-12-15 ケバブ、タピオカ

アロマハーブスク－ル＆エステサロンサシェ 小平市小川西町4-12-15-202 化粧品・エステ

加寿谷不動産㈱ 小平市小川西町4-13-16 不動産

㈱ＮＭＣ 小平市小川西町4-14-27 皮膚保護クリ－ム

㈲藤井石材店 小平市小川西町4-15-10 墓石

ＮＩＣＥクリ－ニング小川西口店 小平市小川西町4-15-15 クリ－ニング

㈲大館（コスメチックひまわり） 小平市小川西町4-15-16 化粧品・小物類

中華そば　紅 小平市小川西町4-17-151Ｆ 京都風ラーメン・炒飯

和酒いちもんじ 小平市小川西町4-17-17 和食　地酒　ビール等 終了

サンファミリ－ 小平市小川西町4-17-20 婦人紳士服＆服飾雑貨

ペガサス 小平市小川西町4-17-21 婦人紳士服＆服飾雑貨

emocion 小平市小川西町4-17-21下田ビル1階 カット

居酒屋元 小平市小川西町4-17-24 1F 生ビール

有限会社　竹内商店 小平市小川西町4-17-27 青果・食料品 終了

栗田理容室 小平市小川西町4-23-6 理容

日用雑貨ショップ　ヤマシタ 小平市小川西町4-28-2 日用雑貨・たばこ販売

㈲山下義明食品店 小平市小川西町4-28-3 食品全般・お惣菜

石橋生花店 小平市小川西町4-28-4 切花・鉢花

寿不動産㈱ 小平市小川西町4-28-6 不動産

デナリコーヒ－ 小平市小川西町4-28-6-101 炭火コーヒ－豆他

こいずみ整骨院 小平市小川西町4-29-5-101 整骨院業務

福福 小平市小川西町4-32-9 和牛焼肉弁当唐揚弁当

GSGATE 小平市小川西町4-32-9 カクテル

㈱京典 小平市小川西町4-33-20 仏具・線香・ローソク

VIAJERO 小平市小川西町4-7-9裕季ビル一階ビアヘロ クラフトビール

かっとはうす加賀 小平市小川西町4-9-4 理容（カットetc） 終了

農家の居酒屋831 小平市小川西町4-9-5 定食・居酒屋

ヒサ理容室 小平市小川西町5-11-13 理容サービス

ピアノカフェふうこ 小平市小川西町5-13-24 カフェ・ライブ

染と呉服京や 東京都小平市小川西町5-37-1 呉服、お手入れ等

美園町



和田輪業 小平市美園町1-1-10 自転車販売・修理

ＮＩＣＥクリ－ニング小平南口店 小平市美園町1-12 クリ－ニング

ぎょうざの満州小平南口店 小平市美園町1-12-9 中華料理 終了

ドラッグフォーユ－小平店 小平市美園町1-15-2-1Ｆ 医薬品・日用雑貨・化粧品

さんぽみち 小平市美園町1-15-8-1Ｆ お総菜・お弁当

炭家 小平市美園町1-16-2-1Ｆ

メナ－ドフェイシャルサロン小平美園 小平市美園町1-17-4 化粧品販売・エステ等

ヘア－カッティングショップ　マツモト 小平市美園町1-18-1 理容技術全般

Dining Bar タムタム 小平市美園町1-18-3 居酒屋ダイニング

小平整骨院 小平市美園町1-2-18 接骨・整体

カフェラグラス 小平市美園町1-24-14-1Ｆ ランチ・ドリンク・ケーキ

周蔵のザンキ 小平市美園町1-27-10 唐揚げ

清水理容室 小平市美園町1-27-14 理容業

まっちゃん 小平市美園町1-28-17 焼とりテイクアウト

阿見クリ－ニング 小平市美園町1-30-11 クリ－ニング

丸幸ドライショップ 小平市美園町1-31-4 クリーニング染み抜き

スナック春夏・冬 小平市美園町1-31-6 酒類・軽スナック類

むさしのカルチャー教室 小平市美園町1-32-1-202 雑貨・インテリア

酒楽和華清乃 小平市美園町1-32-2 和食と中華

茶醤台湾タピオカ専門店 小平市美園町1-33-1 タピオカ専門店

㈲美園　ファミリ－ドラッグこだいら 小平市美園町1-33-1 一般用医薬品・日用品

㈲自然食品の店小平マナ 小平市美園町1-33-1 自然食品

ＮＩＮＥ　ＬＩＶＥＳ 小平市美園町1-33-1 コスメ・服飾雑貨等

美容室ラトリエ・コモ 小平市美園町1-33-1 美容

趣味の陶器ならしま 小平市美園町1-33-1 陶器・漆器・家庭金物

京樽小平店 小平市美園町1-33-1 終了

カジュアルショップ　エリヤ 小平市美園町1-33-1 小平駅前ショッピングセンター 婦人服販売

ベルズリペア小平本店 小平市美園町1-33-1-106 靴・鞄修理・電池交換

宝石のウララ小平店 小平市美園町1-33-1-207 宝石・貴金属販売

ぽえむ－永田珈琲倶楽部－ 小平市美園町1-33-1-2Ｆ 珈琲・軽食・デザ－ト

㈱三多摩不動産 小平市美園町1-33-1-2Ｆ 土地・建物・保険

あんしんシルバ－ライフ相談室 小平市美園町1-33-1-2Ｆ

よっちゃん酒場 小平市美園町1-4-1 焼き鳥、ラーメン

モスバ－ガ－小平駅前店 小平市美園町1-4-10 ハンバ－ガ－類 終了

昴 小平市美園町1-4-11-2Ｆ カラオケ・アルコ－ル 終了

富士そば小平店 小平市美園町1-6-1-1Ｆ そば・うどん・丼物 終了

美容室Seibuプラザ店 小平市美園町1-6-1-2Ｆ 美容 終了

永田珈琲 小平市美園町1-6-1--2Ｆ コ－ヒ－・ホットサンド

だんごの美好 小平市美園町1-7-17 だんご・和菓子・弁当

珈琲の香 小平市美園町1-8-1-102 珈琲・ケーキ・パン

ビストリア小平店 小平市美園町1-8-1-103 イタ飯屋

フロ－リストノザキ 小平市美園町1-8-1-105 生花園芸全般 終了

橙や　南口店 小平市美園町1-8-1-106 和食うどん居酒屋 終了

成人式サロンKiRARAルネこだいら駅前店 小平市美園町1-8-1-1Ｆ 振袖・卒業袴・男性着物

中国家庭料理　一品菜 小平市美園町1-8-1-Ｆ 終了

割烹　清乃 小平市美園町2-1-6 寿司・天麩羅・鰻

橙や本店 小平市美園町2-2_8 和食のお店



永田珈琲倶楽部 小平市美園町2-2-31 コ－ヒ－豆

アンデスの家ボリビア 小平市美園町2-2-3-201 民族楽器、コーヒー

やまざき整骨院 小平市美園町2-2-5-1F サポーター等

株式会社アシタイド 小平市美園町2-2-5-1F 介護用品

㈲マツミ電器 小平市美園町2-2-9 家電販売・電気工事

Madder Lani 小平市美園町2-2-9-2Ｆ ネイル・脱毛サロン

マネジメントスタッフグル－プ 小平市美園町2-4-4 経営・人事・労務相談

のざき花店北口店 小平市美園町2-9-8 生花園芸全般 終了

Petite Ferme 小平市美園町3-20-21 ランチ・ディナ－・お弁当

仲町

小林サイクル商会 小平市仲町1 自転車販売修理

今村接骨院 小平市仲町11-7 鍼灸治療、マッサージ

ふじ美容室 小平市仲町１３ー２８ 美容室での美容業

CAZE CAFE なかまち 小平市仲町145 なかまちテラス内 軽食、喫茶

ヘア－サロンＺＥＮ 小平市仲町176-72 理容技術・硬派なサロン

柳 小平市仲町189-8 酒・季節料理

（有）吉田商事 小平市仲町200 燃料各種、洗車、整備

クリ－ニングKYOEI MAX小平仲町店 小平市仲町210-2-103 クリ－ニング

吉田整骨院 小平市仲町218 接骨院

梅田室内 小平市仲町239 畳・内装

来来亭小平仲町店 小平市仲町269-2 ラ－メン・定食・チャ－ハン 終了

ムラマツ商事 小平市仲町279-31 やきとり・居酒屋

小平増田屋 小平市仲町328-1 そば　うどん 終了

フラワーショップ好樹 小平市仲町348 花、園芸用品

東京靴流通センタ－小平仲町店 小平市仲町422-11 靴

無ガレージ5cm 小平店 小平市仲町425-1 2輪 オートバイ

ＮＩＣＥクリ－ニングあかしあ通り店 小平市仲町425-1 クリ－ニング

ファミリーマート小平あかしあ通り店 小平市仲町425番地8 食品飲料日用品など

加藤動物病院 小平市仲町505 ペット診療、用品 終了

狭山茶問屋　鈴木園 小平市仲町522 茶・抹茶・スイ－ツ等 終了

バ－モス 小平市仲町55-4 青果・一般食品 終了

ラリーテニスガーデン小平 小平市仲町571 テニス用品全般

フレッシュ多摩まるやす 小平市仲町611-1多摩ビル1Ｆ 食品全般、弁当、料理 終了

治療院癒しの手　分院 小平市仲町77-1-102 鍼灸マッサ－ジの往診

向山ソリューション合同会社 小平市仲町7番地 女性用アクセサリー類

ヘアーサロン波留 小平市仲町80-20 ヘアー全般、着付け

学園東町
きくや洋品店 小平市学園東町 1-6-10 紳士・婦人洋品総合

みゆう 小平市学園東町1-13-8 料理、酒

ひとつばし 小平市学園東町1-14-7 お酒・一品料理

牛タン酒場　ひろ 小平市学園東町1-14-8 牛タン　お酒

豆家 小平市学園東町1-14-8 酒・食品



ブティック・ユ－ 小平市学園東町1-15-1 婦人服

㈲椿ドラッグ 小平市学園東町1-15-1 医薬品・化粧品

㈲ムラタ電器 小平市学園東町1-15-1 家電品販売

春夏秋冬 小平市学園東町1-15-3 串焼き・おでん 終了

DOGS SHOP ワンズ 小平市学園東町1-15-4 ペット用品

メンズやまぐち 小平市学園東町1-15-4 紳士洋品

ブティック　グレ 小平市学園東町1-15-41 婦人服

㈱フォレストバ－ウッド 小平市学園東町1-15-41-102 ホ－ムペ－ジ作成

中華料理　万味 小平市学園東町1-16-1 ラ－メン・チャ－ハン

レトロ雑貨くるみ屋 小平市学園東町1-16-2 ヴィンテージ雑貨

caféまちかど 小平市学園東町1-16-2 フード&カフェ

お茶・海苔　静岡園 小平市学園東町1-16-2 お茶・海苔関連商品

和の100点満点 小平市学園東町1-17-8 青果、調味料、乾麺他

トウキョウジョウ 小平市学園東町1-17-9 リサイクル着物

ティンカーベル 小平市学園東町1ー9ー17 ベビー子供服販売

斉藤米店 小平市学園東町1-20-8 米・クリ－ニング取次

梅乃里 小平市学園東町1-2-27 健康食品・梅 終了

おだまき工房 小平市学園東町1-23-23-1F さきおり商品

㈲一龍 小平市学園東町1-2-39 日本料理（和食）

暮らしを彩る雑貨と手仕事の店　Kimamaya T&K 小平市学園東町1-2-4 グレース小林1階-B 衣類、雑貨、手芸用品

ア－バントップセカンド 小平市学園東町1-2-4-206 ヘア－カット・カラ－他 終了

武田米穀店 小平市学園東町1-3-10 米・小平市指定ごみ袋 終了

スダ写真スタジオ 小平市学園東町1-3-17 スタジオ・カメラ・ＤＰＥ

一橋鍼灸接骨院 小平市学園東町1-3-18 エスト一橋 マッサージ

宮鍋園一橋学園駅前店 小平市学園東町1-3-7 茶・海苔・食品

糟谷時計店 小平市学園東町1-3-8 時計・宝石・眼鏡

多摩芝電機 小平市学園東町1-3-9 家電製品

藤山食品 小平市学園東町1-4-1 野菜・果物 終了

フラワ－ショップはなふく 小平市学園東町1-4-2 季節の花あります

喫茶Roダん 小平市学園東町1-4-2-2Ｆ コ－ヒ－・紅茶・クレ－プ

醍醐 小平市学園東町1-4-27 日本蕎麦

ブティックアズマ 小平市学園東町1-4-27 洋服

招来川菜館 小平市学園東町1-4-28 四川料理 終了

ダイニングバーろこぼうず 小平市学園東町1-4-34 ステーキパスタピザ 終了

ヘアーブティックアーバントップ 小平市学園東町1-4-34 理容業全般

酒彩ねもと 小平市学園東町1-4-34 牛すじ煮込み・創作料理 終了

平山酒店 小平市学園東町1-4-38 ブルーベリーワイン

チキンと勝 小平市学園東町1-4-5 カツ

セイジョ－一橋学園駅前店 小平市学園東町1-5-10-1Ｆ 医薬品・化粧品・日用雑貨

カットマ－ト小平店 小平市学園東町1-5-10-2Ｆ 理美容業

天名家和菓子店 小平市学園東町1-5-6 和菓子・赤飯・団子

明月館 小平市学園東町1-5-7 焼肉

逸品居 小平市学園東町1-6-10 本格中華料理

ニリンヤ 小平市学園東町1-6-10 自転車

海の宝石箱　どん八 小平市学園東町1-6-10 海鮮丼・肉丼

サンドラッグ一橋学園店 小平市学園東町1-6-13 医薬品・化粧品・日用品 終了

大沢燃料店 小平市学園東町1-6-14 ガス器具販売



ベルズリペア一橋学園店 小平市学園東町1-6-15 靴・鞄修理・電池交換

ＮＩＣＥクリ－ニング学園北口店 小平市学園東町1-6-15 クリ－ニング

㈲福龍 小平市学園東町1-6-16 自家製麺のラーメン他 終了

まつみ書店 小平市学園東町1-7-2 書籍・雑誌 終了

クリーニング高橋 小平市学園東町1-7-32 クリーニング

美容室ジェイ 小平市学園東町1-7-37-1F ヘアーメイク、着付け

ファ－ストクラブ 小平市学園東町1-7-41-2Ｆ 楽しく飲んで遊べる店

㈲お化粧のしのざき 小平市学園東町1-8-1 化粧品販売

ビジネスホテル一茶 小平市学園東町1-8-1 ビジネスホテル

お茶と海苔　宮鍋園 小平市学園東町1-8-1 茶・のり・食品

USA Udagawa Sports Academy 小平市学園東町1-8-2メゾン舞1階店舗 心と身体の健康を提供

あっぷる本店 小平市学園東町1-8-4 衣料品

花見煎餅　吾妻屋 小平市学園東町1-8-4 せんべい・菓子・豆類

寝具センタ－丸新 小平市学園東町1-8-5 寝装品小売 終了

カフェ＆パスタ　ピーペ 小平市学園東町1-8-7-1Ｆ スパゲティ他

美容室R 小平市学園東町1-8-7-3メイツ一ッ橋　1階 パーマ、カラーなど

Barbersaron COCORO 小平市学園東町1-9-13 理容業 終了

フラワ－ショップラベンダ－ 小平市学園東町1-9-14 生花・花苗・ギフト用品

こだいらコワーキングスペースすだち 小平市学園東町1-9-15 お弁当・施設利用料

唐揚げ専門店　とりあん小平店 小平市学園東町1-9-16 鶏の唐揚げ

ぶらんこ 小平市学園東町1-9-17 婦人服 雑貨

菓子舗　青柳 小平市学園東町1-9-17 ぶるべ-どらやき

ブ－ランジェリ－　ア　プッチ　ヴ－ 小平市学園東町1-9-18 パン

ヘア－サロンコイズミ 小平市学園東町2-10-27 理容

韓国カフェアックジョン 小平市学園東町2-10-28 韓国料理

スナック喫茶ローム 小平市学園東町2-2-15 喫茶

すずのや小平本店 小平市学園東町2-2-16-3 隠れ家やきとん

季節料理　味和 小平市学園東町2-2-18-4 鰻　焼とり　一品料理

ホシノ天然酵母ベーカリー　バリー 小平市学園東町2-4-11 パン　サンドウィッチ

メガネのさんわ 小平市学園東町2-4-11 メガネ補聴器コンタクト

㈲日本堂文具店 小平市学園東町2-4-13 文具・雑貨

メモリーズ 小平市学園東町2-4-19-103 アルコール飲料

憩いの店　きよ乃 小平市学園東町2-4-20 居酒屋

しずおかサイクル 小平市学園東町2-4-7-2 自転車販売パーツ

高橋酒店 小平市学園東町2-6-29 日本酒・焼酎他

エトア－ル洋菓子店 小平市学園東町2-6-36 洋菓子・焼菓子

焼鳥　無限 小平市学園東町2-6-37 焼鳥　一品料理　酒類

からあげの和楽 小平市学園東町2-7-16 からあげなど

㈱木村質店 小平市学園東町2-7-6 宝飾品・電気品・時計・金券

㈱野村産業 小平市学園東町29-19 内装・畳・襖・障子・クロス

東信自動車有限会社 小平市学園東町31-1 自動車整備業

カメラのヤマヤ 小平市学園東町3-1-1 中古フィルム・カメラ

パン工房エミュウ 小平市学園東町3-12-6 パン・調理パン・焼菓子

ハッピーコンピューティング 小平市学園東町3-12-6 第5シノダビル3階 プログラミング指導

㈱フォーユ－ 小平市学園東町3-1-3 畳・襖

なかむらや　おかずショップ 小平市学園東町3-2-2 お惣菜、お弁当 終了

ナイトー洋菓子店 小平市学園東町3-2-2-5 焼菓子　生ケーキ



BuFuUu 小平市学園東町3-2-43 サンドイッチ・カフェ

肉のマルサン 小平市学園東町３−２−４３ お肉　惣菜　弁当

居酒屋　奈々 小平市学園東町3-2-44 居酒屋

ク－ランク－ル 小平市学園東町3-3-11 理容全般

東屋水道設備(株) 小平市学園東町3-3-12 水まわり修理

中央スポ－ツ 小平市学園東町3-3-16 スポ－ツ用品

亀屋 小平市学園東町3-38-1 菓子・惣菜

be-wood 小平市学園東町3-6-1 珈琲豆･菓子

ドラッグセイムス小平東 小平市学園東町3-6-25 医薬品・化粧品・雑貨 終了

東京武道衣㈱ 小平市学園東町3-6-43-2 武道用品

㈱菅家工務店 小平市学園東町3-9-22 リフォ－ム工事

でんきのサン・オーツ 小平市学園東町436-23 一般化電製品

東京園 小平市学園東町496-32 理容

巳雄カッタ－ 小平市学園東町582-72 駐車場舗装

蕎麦ダイニング　くはら 小平市学園東町3-12-2-2 日本蕎麦・丼物 終了

ヘアーサロン ハンズ 小平市 学園東町3―12―3 理容業

喜平町
金沢屋 新小平店 小平市喜平町1-14-9 襖・障子・網戸貼替え

滝島商事㈱ 小平市喜平町1-2-22 自動車用燃料油脂 終了

デコラバスケット 小平市喜平町1-4-1 ト－ルペイント講座

たこまさ 小平市喜平町1-5-13-103 たこやき・大判焼き

サイクルショップシマザキ 小平市喜平町1-9-21 自転車販売、修理

学園西町
豊年屋 小平市学園西町1:19-24 蕎麦、うどん、丼物 終了

居酒屋　松阪 小平市学園西町1-16-12 居酒屋

クラウド 小平市学園西町1-19-25 スナック

居酒屋じゃんじゃん 小平市学園西町1-19-26 居酒屋 終了

和風スナック里味 小平市学園西町1-19-27 スナック

居酒屋ふくちゃん 小平市学園西町1-20-10-1Ｆ 旬の魚

手打ちうどん　どん太 小平市学園西町1-20-14 うどん・そば・手作りアクセサリ－

AIFORN 小平市学園西町1-20-15-2F アルコール　音楽

やきとん　ゆうやけ 小平市学園西町1-20-16 やきとん

成ちゃんの台所 小平市学園西町1-20-2 韓国料理

㈱リブリッシュ 小平市学園西町1-20-21-2Ｆ 建築・解体工事業

こだたま行政書士事務所 小平市学園西町1-20-21-2Ｆ 各種許認可申請

一橋整骨院 小平市学園西町1-20-3 保険外自費施術

スナック凛 小平市学園西町1-20-4-1Ｆ 酒・軽食・カラオケ

沖縄家庭料理居酒屋ちゅら 小平市学園西町1-20-5 沖縄料理と泡盛その他

たくみ麺処 小平市学園西町1-20-5 ラーメン　中華料理

とんかつ藤乃木 小平市学園西町1-20-6 とんかつ専門店 終了

居酒屋おぜん 小平市学園西町1-20-6-1F 居酒屋

ぐるぐる元気堂 小平市学園西町1-20-8-1Ｆ 酒

ろばた焼　加代 小平市学園西町1-20-9 海鮮専門の店



島崎サイクルセンタ－ 小平市学園西町1-21-17 自転車販売修理

スナック佑 小平市学園西町1-21-18 スナック 終了

glam&up 小平市学園西町1-21-18-1Ｆ カット・カラ－・トリ－トメント

なおちゃん 小平市学園西町1-21-19 居酒屋

スナック深樹 小平市学園西町1-21-1-B1 アルコール類

DieSonne 小平市学園西町1-2-22 ハンドメイド雑貨

トゥインクル 小平市学園西町1-22-27第二村石ビル1F-B アクセサリー　貴金属

おとどけ料理　神谷 小平市学園西町1-23-20 弁当

小平一橋大学前行政書士事務所 小平市学園西町1-24-3-4 相続許認可就労ビザ

Avanti 小平市学園西町1-25-31 バー

立ち呑み獅子 小平市学園西町1-25-34 お酒各種　おつまみ

はこギャラリ－ 小平市学園西町1-25-34 ハンドメイド雑貨

メガネのオオムラ 小平市学園西町1-25-38 メガネ・時計販売

ワダ洋品店 小平市学園西町1-25-38 女性衣料セータ－・パンツ

㈲市丸商店 小平市学園西町1-37-13 制服・作業服

石見酒店 小平市学園西町1-37-20 酒類・食品・タバコ

和風スナック和子 小平市学園西町2-12-4-4-105 安心して飲める店です

学園整骨院 小平市学園西町2-13-28 マッサ－ジ

㈲小平興業 小平市学園西町2-13-33 不動産賃貸

カラオケれい 小平市学園西町2-14-11 カラオケ

美正堂 小平市学園西町2-14-19 画材・額縁・文具・紙

BAR SUN 小平市学園西町2-14-20-101 カクテル・ウイスキ－

ぼくの空間大番 小平市学園西町2-14-20-102 飲食

プレ－ル 小平市学園西町2-14-4-101 明るいお店

ダ－ツバ－Rady 小平市学園西町2-14-4-102 ビ－ル・サワ－・ウィスキ－

炭焼処　串侍 小平市学園西町2-15-32 大山鶏串焼

大吉 小平市学園西町2-16-10 やきとり　お酒

ＮＩＣＥクリ－ニング一橋学園店 小平市学園西町2-2-15 クリ－ニング

床屋のけんちゃん 小平市学園西町2-28-4 カット・パーマ等

SACHET bonheur サシェボヌール 小平市学園西町2-28-4 タクマビル3F アロママッサージ

サンライズ 小平市学園西町2-6-2 理容 終了

㈲山福商店 小平市学園西町2-9-15-1Ｆ 住宅機器・建材・材木販売

中央蜂蜜㈱ 小平市学園西町3-17-23 蜂蜜

メガロス小平テニススク－ル 小平市学園西町3-26-21 テニススク－ル

東礼自動車（株） 小平市学園西町3-29-10 日頃の感謝致します。

ファミリ－マ－ト国分寺東恋ヶ窪店 国分寺市東恋ヶ窪2-36-46 食品・酒・タバコ・日用品
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