
ふちゅうニコニコ商品券取扱店一覧表 H27.6.19現在
NO 商号(店舗名) 郵便番号 所在地 [申]業種 [申]取扱品目

1 トーヨーオート 183-0001 府中市浅間町２丁目１ー４０ 販売 バイク販売

2 くすりのワコー 183-0001 府中市浅間町３丁目１ー７ 販売 薬品、雑貨、化粧品

3 ジェノワーズ洋菓子店 183-0001 府中市浅間町４丁目８ー１３ 販売 ケーキ、焼菓子

4 ムラカミ電気商会 183-0003 府中市朝日町２丁目２９ー１ 販売 家電製品

5 マルコウ 183-0003 府中市朝日町２丁目３０ 販売 婦人衣料、雑貨

6 川和酒店 183-0004 府中市紅葉丘１丁目２５ー１ 販売 酒類

7 佐竹硝子建材 183-0004 府中市紅葉丘１丁目２５ー１８ 販売 リフォーム

8 ＡＳＡ府中朝日町 183-0004 府中市紅葉丘１丁目３４ー１９ 販売 新聞

9 柴幸商店 183-0004 府中市紅葉丘１丁目３９ー１３ 販売 米穀

10 プラスワン　タカクデンキ 183-0004 府中市紅葉丘２丁目１０ー１ 販売 家電

11 ホシ薬局 183-0004 府中市紅葉丘２丁目１０ー３ 販売 薬局

12 かみくぼ電器 183-0004 府中市紅葉丘３丁目３５ー４ 販売 家庭電器製品

13 (有)大久保商店 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４１ー１０ 販売 酒類、食料品、タバコ

14 デザートショップいわなみ 新宿中村屋 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４１ー１０ 販売 果実、菓子

15 八百英 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４１ー１０ 販売 青果

16 みやおか多摩川線多磨駅前 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４１ー１０ 販売 衣料品、寝具

17 魚伊佐 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４４ー１ 販売 魚介類

18 村野商店 183-0005 府中市若松町１丁目１ー１０ 販売 ガソリンスタンド

19 石繁伊東石材店 183-0005 府中市若松町１丁目１１ー２８ 販売 キャラクターストーン

20 多摩事務機 183-0005 府中市若松町１丁目２３ー１１ 販売 ＯＡ機器、事務用品

21 スズキ府中販売 183-0005 府中市若松町１丁目７ー３４ 販売 自動車

22 ＢＭＷエービッグ 183-0005 府中市若松町２丁目１５ー１ 販売 二輪車販売、修理

23 白川産業 183-0005 府中市若松町２丁目１８ー１ 販売 発電機、耕運機、工具類

24 村上電気商会 183-0005 府中市若松町２丁目９ー１６ 販売 電化製品

25 読売センター府中駅前 183-0005 府中市若松町３丁目２７ー２ 販売 新聞

26 みどり町薬局 183-0006 府中市緑町１丁目１８ー２ 販売 薬局

27 秋山酒店 183-0006 府中市緑町１丁目２１ー１ 販売 酒類

28 セブンイレブン府中緑町１丁目店 183-0006 府中市緑町１丁目６ー３ 販売 コンビニエンスストア

29 酒の柏屋 183-0006 府中市緑町２丁目１２ー２１ 販売 酒類、食品

30 セブンイレブン府中緑町２丁目店 183-0006 府中市緑町２丁目１２ー４ 販売 コンビニエンスストア

31 ヤマキ 183-0006 府中市緑町３丁目１７ー２ 販売 食料品

32 セブンイレブン府中緑町３丁目店 183-0006 府中市緑町３丁目３３ー８ 販売 コンビニエンスストア

33 スリーエフ東府中駅前店 183-0006 府中市緑町３丁目５ー７ 販売 コンビニエンスストア

34 多磨支店マインズショップ 183-0011 府中市白糸台１丁目１１ー１０ 販売 地場農畜産物、農業資材等

35 セブンイレブン府中白糸台１丁目店 183-0011 府中市白糸台１丁目４６－２９ 販売 コンビニエンスストア

36 田中牛乳店 183-0011 府中市白糸台１丁目４６ー３０ 販売 宅配牛乳

37 セブンイレブン府中白糸台店 183-0011 府中市白糸台２丁目１１ー３ 販売 コンビニエンスストア

38 名和木材 183-0011 府中市白糸台２丁目１６ー８ 販売 住宅資材一般

39 藤岡サイクル 183-0011 府中市白糸台２丁目５ー２ 販売 自転車販売、修理

40 モルゲンベカライ 183-0011 府中市白糸台２丁目６６ー１ 販売 パン

41 読売センター府中第一 183-0011 府中市白糸台２丁目６７ー１２ 販売 新聞

42 ライスショップ　ヤナカ 183-0011 府中市白糸台３丁目２ー１ 販売 米穀

43 出光　庭商店府中東SS 183-0011 府中市白糸台３丁目２４ー１ 販売 燃料油、タイヤ

44 ウエルシア薬局府中白糸台店 183-0011 府中市白糸台３丁目３７ー１２ 販売 ドラッグストア

45 車返酒店 183-0011 府中市白糸台４丁目１３ー１０ 販売 酒類

46 アポロン薬局武蔵野台駅前店 183-0011 府中市白糸台４丁目１３ー１０ 販売 薬局

47 川口薬局 183-0011 府中市白糸台４丁目１４ー３ 販売 薬局

48 だんごの美好 183-0011 府中市白糸台４丁目１４ー５３ 販売 和菓子、寿司

49 でんきのユウ・アイ 183-0011 府中市白糸台４丁目１６ー１ 販売 家電

50 手作り弁当こもれび 183-0011 府中市白糸台４丁目１６ー１ 販売 弁当、惣菜、飲料

51 ジャスマン洋菓子店 183-0011 府中市白糸台４丁目１６ー１１ 販売 洋菓子

52 青木屋　武蔵野台店 183-0011 府中市白糸台４丁目１６ー６ 販売 和菓子
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53 セブンイレブン武蔵野台駅南口店 183-0011 府中市白糸台４丁目１７ー２ 販売 コンビニエンスストア

54 丸正武蔵野台駅前店 183-0011 府中市白糸台４丁目１９ー１ 販売 スーパーマーケット

55 カフェ・ド・ジェノワーズ　武蔵野台店 183-0011 府中市白糸台４丁目１９ー１ 販売 ケーキ、焼菓子

56 花征 183-0011 府中市白糸台４丁目１９ー１ 販売 生花

57 井出勝青果 183-0011 府中市白糸台４丁目２０ー６ 販売 青果

58 フォトプラザ　トムトム 183-0011 府中市白糸台５丁目１ー１ 販売 ＤＰＥ、照明写真、化粧品

59 アポロン薬局車返店 183-0011 府中市白糸台５丁目２４ー１ 販売 薬局

60 川口薬局　車返団地店 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 販売 薬局

61 魚元　むらの 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 販売 魚介類、惣菜他

62 ウチダデンキ 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 販売 家電、設備商品

63 ふじ花園車返店 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 販売 生花、鉢花

64 サンドラッグ白糸台店 183-0011 府中市白糸台５丁目３２ー４１ 販売 ドラッグストア

65 サイクルワタナベ 183-0012 府中市押立町１丁目１６ー４ 販売 自転車販売、修理

66 ヤマザキショップ丸上ストアー 183-0012 府中市押立町１丁目３２ー１ 販売 コンビニエンスストア

67 ジャスマン洋菓子店　押立店 183-0012 府中市押立町１丁目３ー１２ 販売 洋菓子

68 朝日屋 183-0012 府中市押立町２丁目１１ー１４ 販売 酒類、タバコ、食品

69 とらや輪業 183-0012 府中市押立町２丁目２５ー２４ 販売 自転車販売、修理

70 長谷酒店 183-0012 府中市押立町３丁目３２ー３ 販売 酒類、たばこ

71 セブンイレブン府中押立町４丁目店 183-0012 府中市押立町４丁目３０ー５ 販売 コンビニエンスストア

72 オバタ薬局 183-0013 府中市小柳町１丁目１ー１２ 販売 薬局

73 花トク 183-0013 府中市小柳町１丁目１ー２ 販売 生花、アレンジメント

74 米粉パンのお店モコモコ 183-0013 府中市小柳町１丁目１ー２ 販売 米粉パン

75 サーバジア・カフェ府中小柳店 183-0013 府中市小柳町１丁目１ー３ 販売 自家焙煎珈琲豆

76 こでまり薬局 183-0013 府中市小柳町２丁目１１ー７ 販売 薬局

77 エド・サイクル 183-0013 府中市小柳町５丁目１２ー１７ 販売 自転車

78 玉川屋酒店 183-0013 府中市小柳町５丁目１７ー３ 販売 酒類、たばこ、灯油

79 丸山スポーツ 183-0013 府中市小柳町５丁目１９ー２１ 販売 スポーツ用品、学校用品

80 スリーエフ府中小柳町店 183-0013 府中市小柳町５丁目６ー９ 販売 コンビニエンスストア

81 小場畳店 183-0013 府中市小柳町６丁目１７ー３３ 販売 畳

82 小場畳店 183-0013 府中市小柳町６丁目１７ー３３ 販売 畳工事一式

83 セブンイレブン府中是政１丁目店 183-0014 府中市是政１丁目１４ー５ 販売 食品、雑貨

84 花岡商店 183-0014 府中市是政１丁目１６ー６ 販売 酒類、食品

85 山本でんき多磨店 183-0014 府中市是政１丁目５５ー８ 販売 家電製品

86 浦野商店 183-0014 府中市是政３丁目３４ー５ 販売 酒類、米、たばこ

87 ＹＣ府中東部 183-0014 府中市是政３丁目５９ー２ 販売 新聞

88 市村商店 183-0014 府中市是政３丁目７ー１ 販売 酒類

89 ふじ花園 183-0014 府中市是政５丁目５ー２ 販売 生花、鉢物

90 アポロン薬局　是政店 183-0014 府中市是政５丁目７ー４ 販売 薬局

91 ｆｅｕｉｌｌｅ 183-0015 府中市清水が丘１丁目１ 販売 切花、鉢花

92 カフェ・ド・ジェノワーズ東府中店 183-0015 府中市清水が丘１丁目１ー３ 販売 ケーキ、焼菓子

93 朝日新聞府中東部店 183-0015 府中市清水が丘１丁目１６ー１６ 販売 新聞

94 あづま薬局 183-0015 府中市清水が丘１丁目９ー５ 販売 薬局

95 フジヤ 183-0015 府中市清水が丘１丁目９ー６ 販売 洋品、学生服

96 三部商店 183-0015 府中市清水が丘１丁目９ー７ 販売 たばこ、金物

97 紅屋化粧品店 183-0015 府中市清水が丘２丁目１１ー４ 販売 化粧品

98 やきとり八千代 183-0015 府中市清水が丘２丁目１２ 販売 焼き鳥

99 キッチンミニ 183-0015 府中市清水が丘２丁目５ー５ 販売 惣菜

100 戸松商店 183-0015 府中市清水が丘２丁目５ー８ 販売 鮮魚

101 セブンイレブン清水が丘店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２１ー３ 販売 コンビニエンスストア

102 わかまつ共同作業所 183-0015 府中市清水が丘３丁目２ー２０ 販売 リサイクル衣類、手作り商品他

103 みのるや果実店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２３ー１８ 販売 果物

104 日本メガネ 183-0015 府中市清水が丘３丁目２３ー３０ 販売 眼鏡
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105 塚本時計店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２３ー７ 販売 時計、宝飾品

106 鎌田食料品店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２４ー３ 販売 酒類、食料品、野菜、雑貨

107 魚梅 183-0015 府中市清水が丘３丁目２４ー４ 販売 鮮魚

108 しのぶ生花店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２６ー２０ 販売 生花

109 荒物・雑貨　喜楽屋 183-0015 府中市清水が丘３丁目３０ー１５ 販売 雑貨、日用品、タバコ

110 惣菜の店とまと 183-0015 府中市清水が丘３丁目３０ー５ 販売 惣菜

111 りかーしょっぷ　なかさい 183-0016 府中市八幡町１丁目１５ー２ 販売 酒類

112 駒屋足袋店 183-0016 府中市八幡町１丁目３ー１３ー１０１ 販売 お祭り用品、足袋

113 八千代人形 183-0016 府中市八幡町１丁目４ー９ 販売 日本人形

114 コミュニティストア府中なみき 183-0016 府中市八幡町２丁目２ー２ 販売 酒類、タバコ、食品、野菜

115 サークル機材 183-0016 府中市八幡町２丁目２６ー３ 販売 空調・水廻り・カーポート・太陽光発電

116 セブンイレブン府中八幡町二丁目店 183-0016 府中市八幡町２丁目３０ー１ 販売 コンビニエンスストア

117 ともや 183-0016 府中市八幡町３丁目１７ー１５ 販売 ほたて貝

118 COFFEA EXLIBRIS kettle 183-0016 府中市八幡町３丁目１９－３ 販売 コーヒー豆、コーヒー器具　販売

119 丸金商店 183-0016 府中市八幡町３丁目１９ー２０ 販売 コンビニエンスストア

120 府中建材 183-0016 府中市八幡町３丁目４ー７ 販売 砕石、セメント、コンクリート製品、エクステリア製品

121 ヤスダ学生服店 183-0016 府中市八幡町３丁目６ー２５ 販売 学生服、スクール洋品

122 森田屋 183-0021 府中市片町１丁目１１ー３ 販売 米穀

123 粕谷商店 183-0021 府中市片町１丁目１２ー４ 販売 ＬＰガス、灯油

124 花とう 183-0021 府中市片町１丁目６ー７ 販売 生花、鉢物

125 ＡＳＡ府中南部 183-0021 府中市片町１丁目７ー１０ 販売 新聞

126 大坂屋商店 183-0021 府中市片町２丁目１１ 販売 酒類、飲料、調味料

127 加島屋商店 183-0021 府中市片町２丁目１ー６ 販売 酒類

128 綾部商店 183-0021 府中市片町２丁目１８ー２ 販売 インテリア雑貨、畳、カーテン、絨毯、ほか内装

129 三芳屋 183-0021 府中市片町２丁目１８ー４ 販売 たばこ

130 寿し三松分倍河原店 183-0021 府中市片町２丁目１８ー４ 販売 すし

131 えちごや 183-0021 府中市片町２丁目２０ー３ 販売 婦人服、雑貨

132 メガネのクリアー 183-0021 府中市片町２丁目２１ー１ 販売 メガネ販売

133 肉　はしうら 183-0021 府中市片町２丁目２ー１ 販売 食肉

134 読売センター府中南部 183-0021 府中市片町２丁目８ー４ 販売 新聞

135 ＲＩＣＨＥ　ＨＡＮＡＴＯＭＯ　ＭＩＮＡＮＯ店 183-0021 府中市片町３丁目２２ー２６ 販売 切花、鉢物

136 高橋運動具店 183-0022 府中市宮西町１丁目１２ー１ 販売 スポーツ用品

137 増田生花店 183-0022 府中市宮西町１丁目１７ー２ 販売 切花、鉢物

138 梶川神仏具店 183-0022 府中市宮西町２丁目１ー１ 販売 仏具、神具

139 藤屋履物店 183-0022 府中市宮西町２丁目１４ー４ 販売 サンダル、草履、下駄他

140 紳士服のコナカ府中店 183-0022 府中市宮西町２丁目１６ー２ 販売 紳士衣料品

141 サンドラッグ府中店 183-0022 府中市宮西町２丁目２ー１２ 販売 ドラッグストア

142 セブンイレブン府中宮西町２丁目店 183-0022 府中市宮西町２丁目３ー３ 販売 コンビニエンスストア

143 ａｕショップ府中 183-0022 府中市宮西町２丁目４ー３ 販売 携帯電話

144 御菓子司　亀田屋 183-0022 府中市宮西町２丁目８ー１ 販売 和菓子

145 花はよしがき 183-0022 府中市宮西町２丁目９ー４ 販売 生花、鉢花

146 とよしまスポーツ 183-0022 府中市宮西町３丁目１６ー２ 販売 スポーツ用品

147 餅菓子　石さか 183-0022 府中市宮西町３丁目１６ー２ 販売 餅菓子

148 金龍堂時計店 183-0022 府中市宮西町４丁目１１ー５ 販売 時計、眼鏡、貴金属

149 中久本店 183-0022 府中市宮西町４丁目２ー１ 販売 酒類

150 なまあずショップ 183-0022 府中市宮西町４丁目７ー１ 販売 雑貨、防災グッズ、手芸用品、おもちゃ、文房具、駄菓子

151 菓子のみどりや 183-0023 府中市宮西町１丁目１ー１ー１０５ 販売 菓子

152 くりばやし 183-0023 府中市宮西町２丁目２ー４ 販売 オリジナル餃子

153 ジュエリークラフト三扇堂 183-0023 府中市宮町１丁目１０ー６３ 販売 貴金属製品、アクセサリー加工修理

154 寝具専門店　大黒屋 183-0023 府中市宮町１丁目２１ー７ 販売 寝装、寝具

155 蕪木青果店 183-0023 府中市宮町１丁目２２ー３ 販売 青果

156 府中薬局　宮町店 183-0023 府中市宮町１丁目２３ー７ 販売 薬局
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157 町田豆腐店 183-0023 府中市宮町１丁目２４ー８ 販売 豆腐

158 花きく生花店 183-0023 府中市宮町１丁目２８ー１１ 販売 生花

159 山本でんき宮町店 183-0023 府中市宮町１丁目２９ー１ 販売 家電製品

160 サイクルショップＡＫＡＨＯＲＩ 183-0023 府中市宮町１丁目３４ー１４ 販売 自転車

161 天地米店 183-0023 府中市宮町１丁目３４ー１４ 販売 米穀

162 府中サウス薬局 183-0023 府中市宮町１丁目４０ 販売 薬局

163 ｏｆｆ　ｔｈｅ　ｗａｌｌ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ 販売 ファッション雑貨

164 エメフィールｂｙソックコウベ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ 販売 インナーウェア

165 靴下屋 183-0023 府中市宮町１丁目４１ 販売 靴下

166 ビアード・パパ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ 販売 シュークリーム

167 パスポート 183-0023 府中市宮町１丁目４１ 販売 インテリア雑貨

168 ジュエリーイシイ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 宝飾

169 きもの処吉田 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 呉服

170 中万 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 雑貨、文具

171 大和屋道具店 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 刃物、道具

172 カチャロ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 生活雑貨

173 金子園 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 お茶、海苔

174 ケンタッキーフライドチキン 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 フライドチキン

175 Ｃ’ｓ　ＢＹ　ＫＩＫＵＹＡ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 化粧品、雑貨

176 白土陶舎 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 陶磁器、漆器

177 セリーズ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

178 ザ・クロックハウスエクスプレス 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 時計

179 ポートランド 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

180 銀座山野楽器 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 ＣＤ、ＤＶＤ

181 ミスタードーナツ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 ドーナツ

182 ルピナス 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 手芸用品

183 Ｚｏｆｆ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 眼鏡、サングラス

184 カルディコーヒーファーム 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 コーヒー豆、輸入食品

185 アンテンドゥ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 パン、焼菓子

186 青木屋　けやき並木通り店 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 和・洋菓子

187 ｏｎｅ’ｓ　ｔｅｒｒａｃｅ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 ホームファッション

188 アイシティ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 コンタクト

189 ブーケ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 ファッション雑貨

190 シネマクラブ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

191 じゃんぼ總本舗 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 たこ焼、焼きそば、お好み焼

192 ＤＨＣ直営店 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 化粧品、健康食品

193 リメディオ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

194 グリーンパークスサラ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

195 ジ・エンポリアム 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 婦人服

196 スリーナイン 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 販売 靴

197 大和屋道具店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 電動工具・工具

198 ミートショップいせや 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 食肉

199 ふじや魚貝店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 鮮魚

200 ｏｆｆ＆ｏｎ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 インテリア、生活雑貨

201 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 靴

202 ライトオン府中くるる店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売

203 東条フルーツ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 果物、野菜

204 ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 レディスファッション

205 Ｂ．Ｌ．Ｕ．Ｅ． 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 レディスファッション

206 ｅ―ｋｉｔｃｈｅｎ　くるる店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 弁当

207 マツモトキヨシ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 ドラッグストア

208 ケンタッキー・フライド・チキン 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 フライドチキン
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209 ハニーズ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 レディスファッション

210 ＮＩＣＯＲＯ　ＰＯＬＯ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 ジュエリー

211 １００円ショップ　キャンドゥ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 １００円ショップ

212 アーバンコクーン 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 インテリア雑貨、ファッション

213 アロマブルーム 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 アロマテラピー、リラクゼーション雑貨

214 ジュピターコーヒー 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 輸入食品

215 バレンザ・ポー 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 ミセスファッション

216 ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥシャツ工房 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 メンズ、レディスシャツ

217 サブウェイ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 サンドイッチ＆カフェ

218 浜喜屋 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 鮮魚

219 小ますや 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 のり巻き、いなり寿司

220 メガネのアイガン 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 メガネ、補聴器、コンタクト

221 Ｔｅ　ｃｈｉｃｈｉ／Ｌｕｇｎｏｎｃｕｒｅ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 レディスファッション

222 HORIZON府中店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 アクセサリー、雑貨

223 AMO'S STYLE 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 販売 インナーウェア

224 モナムール清風堂 183-0023 府中市宮町２丁目１ー１ 販売 洋菓子、イタリア料理

225 田丸屋建設 183-0023 府中市宮町２丁目１７ー２ 販売 火災報知器、建築資材

226 ビアハウスケン 183-0023 府中市宮町２丁目３ー８ 販売 輸入ビール

227 一八商店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 食肉

228 泉商事 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 洗剤、トイレットペーパー

229 笠井包装 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 割箸、ごみ袋、食品トレー、ラップ等

230 大省商店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 鮮魚、冷凍食品

231 中山商店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 おでん材料、菓子

232 藤栄タオル 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 タオル、オシボリ、肌着

233 築地魚市場府中営業所 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 鮮魚

234 府中開治屋 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売

235 マルシン 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 料理道具、出前機

236 花かつおの出島 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 海産物、花かつお

237 府中やぶきたえん 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 海苔、日本茶、乾物

238 つちや 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 調味料

239 ティー・オー・ピー府中店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 福祉用具

240 眼鏡職人 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 眼鏡、補聴器

241 婦人服のキタムラ 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 衣料品販売

242 古沢商店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 こんぶ、わかめ

243 泉屋Ｃ＆Ｃ府中店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 総合生活食品、業務用料理食材

244 府中開治屋 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 調味料、乾物、酒、菓子、飲料

245 プールドゥール 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 食肉

246 府中宮崎箸店 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 箸、漆器、厨房用品

247 タカタ小泉 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 食品

248 大雄畜産 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 食肉

249 宝食品 183-0025 府中市矢崎町４丁目１ 販売 牛肉・豚肉・鶏肉・加工品他

250 セブンイレブン府中南町２丁目店 183-0026 府中市南町２丁目２ー１ 販売 コンビニエンスストア

251 ファミリーマート府中南町二丁目店 183-0026 府中市南町２丁目２３ー１０ 販売 コンビニエンスストア

252 南町酒店 183-0026 府中市南町４丁目２４ー１５ 販売 酒、食料品、タバコ

253 青木屋　郷土の森工場売店 183-0026 府中市南町６丁目１２ー１ 販売 和菓子

254 セブンイレブン府中本町駅北店 183-0027 府中市本町１丁目１３ー１ 販売 コンビニエンスストア

255 鈴木屋商店 183-0027 府中市本町１丁目２ー３ 販売 米穀

256 little mio 183-0027 府中市本町１丁目９ー２３ 販売 生花

257 八百勝本町支店 183-0027 府中市本町２丁目２０ 販売 青果

258 薬局麗春堂 183-0027 府中市本町２丁目２０ー３７ 販売 薬局

259 ローソン府中本町駅前店 183-0027 府中市本町２丁目２０ー４ 販売 コンビニエンスストア

260 サイクルショップ山本 183-0027 府中市本町２丁目２０ー５０ 販売 自転車販売、修理
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261 おしゃべりハウス　サトウ化粧品店 183-0027 府中市本町２丁目２０ー５９ 販売 化粧品

262 志村電機商会 183-0027 府中市本町２丁目２５ー５３ 販売 電化製品

263 サンクス府中本町店 183-0027 府中市本町２丁目６ー８ 販売 コンビニエンスストア

264 小池サイクル 183-0031 府中市西府町３丁目８ー３９ 販売 自転車販売、修理

265 米のおかざき 183-0032 府中市本宿町１丁目２５ー２ 販売 米穀、タバコ、クリーニング取次

266 鴨下酒店 183-0032 府中市本宿町２丁目１２ー１１ 販売 酒類

267 タナベ薬局 183-0033 府中市分梅町１丁目３３ー２０ 販売 薬局

268 サイクルショップ　タカシノ 183-0033 府中市分梅町３丁目３ー６ 販売 自転車販売、修理

269 セブンイレブン府中分梅店 183-0033 府中市分梅町３丁目６２ー１ 販売 コンビニエンスストア

270 マインズショップ　西府店 183-0033 府中市分梅町３丁目６５ー１ 販売 地場農畜産物、農業資材等

271 読売センター府中中河原 183-0033 府中市分梅町５丁目５ー１６ 販売 新聞

272 内藤米店 183-0033 府中市分梅町５丁目６ー８ 販売 米穀

273 サンドラッグ　中河原店 183-0034 府中市住吉町１丁目３５ー１０ 販売 ドラッグストア

274 松月堂 183-0034 府中市住吉町１丁目６０ー８ 販売 和菓子、寿司パン

275 高野米店 183-0034 府中市住吉町２丁目１７ー３３ 販売 米穀、タバコ

276 中河原薬局 183-0034 府中市住吉町２丁目１７ー４ 販売 薬、化粧品

277 カワサキ森田屋 183-0034 府中市住吉町３丁目１９ー１３ 販売 米穀

278 肉のあいざわ 183-0034 府中市住吉町４丁目１１ー１５ 販売 食肉・惣菜

279 イトウフォト 183-0034 府中市住吉町４丁目１１ー１９ 販売 ＤＰＥ、用品販売

280 あさひ薬局 183-0034 府中市住吉町５丁目２ー２ 販売 薬局

281 ぶなざわＧＰセンター 183-0035 府中市四谷４丁目７ー１６ 販売 鶏卵並びに関連商品

282 ファミリーマート府中四谷通り店 183-0035 府中市四谷１丁目３０ー５ 販売 コンビニエンスストア

283 セブンイレブン府中四谷２丁目店 183-0035 府中市四谷２丁目３ー７ 販売 コンビニエンスストア

284 電化のシンザワ 183-0035 府中市四谷３丁目１ー２４ 販売 家電製品

285 セブンイレブン府中四谷４丁目店 183-0035 府中市四谷４丁目１１ー４４ 販売 コンビニエンスストア

286 長生たまご館 183-0035 府中市四谷４丁目７ー１６ 販売 鶏卵・関連商品

287 黒岩商店 183-0036 府中市日新町１丁目７ー１５ 販売 酒類、食品、たばこ

288 セブンイレブン府中日新町２丁目店 183-0036 府中市日新町２丁目２８ー１ 販売 コンビニエンスストア

289 岡田ふとん店 183-0041 府中市北山町２丁目２７ー１ 販売 寝具

290 中村屋酒店 183-0041 府中市北山町２丁目２８ー２ 販売 酒類

291 ＡＳＡ府中西部 183-0042 府中市武蔵台１丁目６ー７ 販売 新聞

292 ブーランジェリーAYAKA 183-0042 府中市武蔵台２丁目２３ー３ 販売

293 ますかわや 183-0042 府中市武蔵台３丁目２４ー１ 販売 酒類、タバコ、ジュース

294 弁当惣菜ケンちゃん 183-0042 府中市武蔵台３丁目３ー３５ 販売 持ち帰り弁当

295 きりん館薬局 183-0042 府中市武蔵台３丁目４ー１１ 販売 薬局

296 府中書房 183-0045 府中市美好町１丁目１１ー２ 販売 書籍、雑誌

297 クマガイデンキ 183-0045 府中市美好町１丁目２５ー１１ 販売 家電、パソコン

298 セブンイレブン府中美好町１丁目店 183-0045 府中市美好町１丁目２６ー３ 販売 コンビニエンスストア

299 神・仏具のみす平 　みす平飛天堂 183-0045 府中市美好町１丁目３０ー１３ 販売 仏具、神具

300 金田屋商店 183-0045 府中市美好町１丁目３ー２ 販売 米穀

301 タグチ住機 183-0045 府中市美好町１丁目３５ー３ 販売 住宅設備機器

302 ウインドジャマーズ 183-0045 府中市美好町１丁目７ー２ 販売 二輪車販売、修理

303 ファミリーマート府中東芝南門通り店 183-0045 府中市美好町２丁目１８ー１０ 販売 コンビニエンスストア

304 駄菓子なまあず 183-0045 府中市美好町２丁目２５ー８ 販売 駄菓子、おもちゃ、文房具

305 ＹＣ府中西部 183-0045 府中市美好町２丁目４９ー２２ 販売 新聞

306 日本経済新聞　府中西部 183-0045 府中市美好町２丁目５ー１ 販売 日本経済新聞・毎日新聞・他関連発行物

307 遠藤サイクル 183-0045 府中市美好町２丁目５５ー１ 販売 自転車

308 三和電気 183-0045 府中市美好町２丁目７ー５ 販売 家電製品

309 石阪園芸 183-0045 府中市美好町３丁目１５ー３ 販売 生花、鉢花、園芸用品

310 南圃堂薬局 183-0045 府中市美好町３丁目２１ー１１ 販売 薬局

311 三和通信機 183-0045 府中市美好町３丁目４６ー２６ 販売 ＯＡ機器、ＰＣ

312 美好調剤薬局 183-0045 府中市美好町３丁目５ー１ 販売 薬局
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313 いけだ商店 183-0051 府中市栄町１丁目５ー２ 販売 酒類、食品

314 ゆぎ薬局 183-0051 府中市栄町１丁目５ー４ 販売 薬局

315 ブティック三美 183-0051 府中市栄町１丁目５ー４ 販売 婦人服

316 朝日空調 183-0051 府中市栄町１丁目８ー８ 販売 エアコン・ガス給湯器・換気扇及びダクト工事

317 小澤住まい工房 183-0051 府中市栄町１丁目８ー９ 販売 衛生設備器具

318 ＢＯＯＫ－１ 183-0051 府中市栄町２丁目１０ー１１ 販売 古本

319 鈴木設備 183-0051 府中市栄町２丁目１０ー１１ 販売 空気清浄機、エアコン

320 読売センター府中北部 183-0052 府中市新町１丁目１ー３ 販売 新聞

321 ＡＳＡ府中北部 183-0052 府中市新町１丁目２９ー１１ 販売 新聞

322 山﨑酒店 183-0052 府中市新町１丁目３３ー３ 販売 酒類、食品、雑貨

323 サンドラッグ府中新町店 183-0052 府中市新町１丁目５８ー３ 販売 ドラッグストア

324 ヒバラサイクル 183-0052 府中市新町１丁目５８ー５ 販売 自転車販売、修理

325 パティスリー　ウルソン 183-0052 府中市新町１丁目６７ー８ 販売 ケーキ、焼菓子、チョコレート

326 Ａｋｉｈｏ 183-0052 府中市新町２丁目１ー１ 販売 雑貨

327 サイトウでんき 183-0052 府中市新町２丁目４２ー５ 販売 家電

328 一二三書店 183-0052 府中市新町３丁目１２ー１１ 販売 書籍、雑誌

329 魚光水産 183-0052 府中市新町３丁目１５ 販売 鮮魚

330 佃進かまぼこ店 183-0052 府中市新町３丁目１５ー２ 販売 さつま揚、惣菜

331 サイクルショップエイト 183-0052 府中市新町３丁目２５ー１０ 販売 自転車販売、修理

332 田中酒店 183-0052 府中市新町３丁目２７ー７ 販売 酒類、タバコ、食品

333 川﨑家精肉店 183-0052 府中市新町３丁目２８ー３ 販売 精肉、惣菜

334 新町天地米店 183-0052 府中市新町３丁目５ー１０ 販売 米穀

335 ガーデン・オオサワ 183-0052 府中市新町３丁目５ー６ 販売 鉢花、園芸品、灯油

336 ふとん工房もりや 183-0052 府中市新町３丁目６ー２ 販売 寝具

337 早川燃料店 183-0052 府中市新町３丁目６ー８ 販売 ＬＰガス、灯油

338 府中ミルクセンター 183-0053 府中市天神町２丁目１７ー１ 販売 宅配用牛乳等乳製品

339 トウネンキ 183-0053 府中市天神町３丁目１１ 販売 給湯器、風呂釜、エアコン

340 プチ・たけの 183-0053 府中市天神町３丁目１２ー６ 販売 化粧品、エステ施術

341 Ｅソーイング 183-0053 府中市天神町３丁目１２ー９ 販売 ミシン販売、修理

342 東祥事務機 183-0053 府中市天神町４丁目２８ー１３ 販売 事務用品、ＯＡ機器

343 佐藤石油 183-0053 府中市天神町４丁目３２ー１ 販売 ガソリン

344 北島塗料 183-0053 府中市天神町４丁目３５ー２ 販売 塗料一般

345 多摩ホーム電化サービス 183-0054 府中市幸町１丁目２７ー４ 販売 家電製品・給湯器

346 蕪木商店 183-0054 府中市幸町２丁目１ー２ 販売 青果、米穀、酒類、乾物

347 府中薬局 183-0055 府中市府中町１丁目１００ー４ 販売 薬局

348 マゼンタハウス　ムラノ 183-0055 府中市府中町１丁目１００ー４ー１ 販売 化粧品

349 クスリの府中 183-0055 府中市府中町１丁目１００ー６ 販売 医薬品、化粧品

350 ヨーロッパ輸入食器専門店　創美府中店 183-0055 府中市府中町１丁目１０ー３ 販売 洋食器

351 Ｌａｃａｎ　ｂｅａｕｔｙ＆ｓｋｉｎ 183-0055 府中市府中町１丁目１２ー１０ 販売 化粧品

352 なみき薬局　本店 183-0055 府中市府中町１丁目１４ー７ 販売 薬局

353 マイマートかしわや 183-0055 府中市府中町１丁目１９ー３ 販売 酒類、タバコ、菓子

354 ベーカリーショップルパ 183-0055 府中市府中町１丁目２ー１ 販売 パン

355 京王ストア府中店 183-0055 府中市府中町１丁目２ー１ 販売 食料品

356 パティスリー　ラ　ボンボニエール 183-0055 府中市府中町１丁目２５ー１２ 販売 洋菓子

357 はなはん 183-0055 府中市府中町１丁目２５ー４ 販売 生花

358 菓子工房リュバン 183-0055 府中市府中町１丁目３０ー３ 販売 洋菓子

359 フラワーショップ京王　京王府中ＳＣぷらりと店 183-0055 府中市府中町１丁目３ー６ 販売 生花

360 フラワーショップ京王　府中店 183-0055 府中市府中町１丁目３ー６ 販売 生花

361 リモーネ府中店 183-0055 府中市府中町１丁目３ー６ 販売 衣料品、雑貨、アクセサリー

362 ホテルコンチネンタル 183-0055 府中市府中町１丁目５ー１ 販売 レストラン、バー

363 高橋メガネ店 183-0055 府中市府中町１丁目６ー７　　　　　 販売 メガネ

364 南方郵便機 183-0055 府中市府中町２丁目２０ー１３ 販売 コーヒー豆
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365 サイクルショップセキ 183-0055 府中市府中町２丁目２１ー１０ 販売 自転車販売、修理

366 関輪店 183-0055 府中市府中町２丁目２１ー７ 販売 自転車販売、修理

367 セブンイレブン府中駅北口店 183-0055 府中市府中町２丁目２ー５ 販売 コンビニエンスストア

368 ジェノワーズ府中店 183-0055 府中市府中町２丁目６ー４ 販売 ケーキ、焼菓子

369 ニュースサービス日経府中東部 183-0055 府中市府中町２丁目７ー５ 販売 日本経済新聞

370 毎日新聞・東京新聞府中専売所 183-0055 府中市府中町３丁目１１ー２０ 販売 新聞

371 和光メガネ 183-0056 府中市寿町１丁目１ 販売 メガネ、補聴器

372 サイクルショップフジイ 183-0056 府中市寿町１丁目２ー７ 販売 自転車販売、修理

373 シェトスヤマザキ府中店 183-0056 府中市寿町１丁目６ー３ 販売 スーパーマーケット

374 ファミリーマート府中寿町店 183-0056 府中市寿町１丁目９ー６ 販売 コンビニエンスストア

375 和光コンタクトルーム 183-0056 府中市寿町２丁目１ー２８ 販売 コンタクトレンズ

376 ファッション　アカシヤ 183-0056 府中市寿町２丁目１ー２８ 販売 婦人服

377 有賀青果店 183-0057 府中市晴見町１丁目１２ー１１ 販売 青果

378 山本でんき晴見店 183-0057 府中市晴見町１丁目１４ー１４ 販売 家電製品

379 ドラゴンママ 183-0057 府中市晴見町１丁目１４ー１５ 販売 婦人服

380 たい焼き　ちあき 183-0057 府中市晴見町１丁目１５ー１７ 販売 たい焼き、たこ焼き

381 Ｍｅａｔ＆Ｄｅｌｉｃａのぼりや 183-0057 府中市晴見町１丁目１５ー２２ 販売 食肉、惣菜、オードブル

382 鮮魚の大堀 183-0057 府中市晴見町１丁目１５ー６０ 販売 鮮魚

383 小田島精肉店 183-0057 府中市晴見町１丁目１６ー１０ 販売 精肉

384 ＨＡＮＡＹＯＳＨＩ 183-0057 府中市晴見町１丁目１６ー１５ 販売 生花

385 秋山商店 183-0057 府中市晴見町１丁目１８ー２ 販売 化粧品、タバコ、雑貨

386 ファッションすみれ 183-0057 府中市晴見町１丁目２ー１ 販売 衣料品、肌着

387 プチ・アンジュ昭盛堂 183-0057 府中市晴見町１丁目２５ー２ 販売 パン、焼き菓子

388 ドラッグストア勉強堂 183-0057 府中市晴見町１丁目２７ー１ 販売 薬局

389 三栄ストアー 183-0057 府中市晴見町１丁目２７ー１９ 販売 食料品、飲料、菓子

390 Ｙショップ北府中店 183-0057 府中市晴見町１丁目３４ー６ 販売 コンビニエンスストア

391 セブンイレブン晴見町店 183-0057 府中市晴見町１丁目７ー４ 販売 コンビニエンスストア

392 ポパイ 183-0057 府中市晴見町２丁目１２ー１ 販売 タバコ、菓子

393 トライアンフ東京ウエスト 183-0057 府中市晴見町３丁目１１ー７ 販売 二輪車販売、修理

394 アライモータース 183-0057 府中市晴見町３丁目１３ー１３ 販売 二輪車販売、修理

395 工藤ストアー 183-0057 府中市晴見町３丁目１９ー４ 販売 青果・酒・たばこ

396 いなげや府中浅間町店 183-0001 府中市浅間町３丁目２ー１ 大型店 スーパーマーケット

397 サンドラッグ東府中店 183-0005 府中市若松町１丁目３８ー１ 大型店 ドラッグストア

398 サミットストア　府中若松店 183-0005 府中市若松町２丁目１３ー１ 大型店 スーパー

399 ドンキホーテ府中店 183-0006 府中市緑町２丁目６ー３ 大型店 食料品、日用消耗品、家電他

400 さくら市場館くるまがえし店 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 大型店 スーパーマーケット

401 ウエルシア薬局府中是政店 183-0014 府中市是政２丁目４ー２ 大型店 ドラッグストア

402 サミットストア　東府中店 183-0015 府中市清水が丘１丁目３ー８ 大型店 スーパー

403 サンドラッグ　MINANO分倍河原店 183-0021 府中市片町３丁目２２ー２６ 大型店 ドラッグストア

404 サミットストア　ミナノ分倍河原店 183-0021 府中市片町３丁目２２ー２６ 大型店 スーパー

405 さくら市場館　府中フォーリス店 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 大型店 スーパーマーケット

406 ユニクロ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 大型店 カジュアルファッション

407 伊勢丹府中店 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー２ 大型店 百貨店

408 トイザらス府中駅前店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 大型店 玩具

409 ライフ府中中河原店 183-0034 府中市住吉町１丁目８４ 大型店 総合スーパーマーケット

410 ノジマ府中四谷店 183-0035 府中市四谷５丁目２３ー１２ 大型店 家電製品、携帯電話、ゲーム

411 島忠府中店 183-0044 府中市日鋼町１丁目２６ 大型店 ホームセンター

412 ケーズデンキ府中本店 183-0044 府中市日鋼町１丁目４ 大型店 家電製品

413 いなげや府中美好店 183-0045 府中市美好町３丁目１３ー６ 大型店 スーパーマーケット

414 生鮮館　和光　府中店 183-0046 府中市西原町１丁目２ー１ 大型店 スーパーマーケット

415 ヤマダ電機　府中店 183-0046 府中市西原町１丁目３ー１ 大型店 家電製品全般

416 サミットストア　府中西原店 183-0046 府中市西原町１丁目３ー１ 大型店 スーパー
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417 京王ストア栄町店 183-0051 府中市栄町１丁目２０ー３３ 大型店 スーパーマーケット

418 スーパーバリュー府中新町店 183-0052 府中市新町１丁目７３ー１ 大型店 販売

419 ウエルシア薬局府中天神町 183-0053 府中市天神町３丁目１２ー６ 大型店 ドラッグストア

420 京王アートマン府中店 183-0055 府中市府中町１丁目２ー１ 大型店 化粧品、時計、鞄、文具、雑貨等

421 堀江自動車 183-0053 府中市天神町３丁目１３ー１３ 小売・サービス 整備、車検、板金、塗装、ポリマー加工、ルームクリーニング、新･中古車販売

422 中華料理　萬来軒 183-0001 府中市浅間町２丁目４ー１９ 飲食 ラーメン、チャーハン

423 中華レストラン紅 183-0004 府中市紅葉丘２丁目１３ー３ 飲食 中華料理

424 そば処　上州屋 183-0004 府中市紅葉丘２丁目８ー１９ 飲食 そば、うどん、丼物

425 懐石料理にしやま 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４０ー３ 飲食 懐石料理

426 養老乃瀧　西武多摩川線多磨駅前店 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４１ー１０ 飲食 居酒屋

427 中華料理スンガリー飯店 183-0005 府中市若松町１丁目１ー１ 飲食 中華料理、ラーメン

428 そば処　萬蔵庵 183-0005 府中市若松町２丁目４ー７ 飲食 そば、うどん、丼物

429 中華さたけ 183-0005 府中市若松町３丁目５ー３６ 飲食 中華料理

430 三宝食堂 183-0006 府中市緑町３丁目１７ー７ 飲食 定食

431 御膳所ささ川 183-0006 府中市緑町３丁目１８ー２ 飲食 懐石料理、しゃぶしゃぶ、ふぐ

432 とんかつ割烹やすいみ～と 183-0011 府中市白糸台１丁目２３ー３ 飲食 とんかつ料理

433 ラーメンゴリラ 183-0011 府中市白糸台３丁目１２ー１０ 飲食 ラーメン、餃子

434 漬物喫茶むさしの村 183-0011 府中市白糸台４丁目２２ー４ 飲食 喫茶、ランチ、夕げ御膳

435 さか本そば店 183-0011 府中市白糸台５丁目２ー３ 飲食 そば、うどん

436 そば処　八轟 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ 飲食 そば、うどん

437 吉亀寿司 183-0012 府中市押立町２丁目１２ー３ 飲食 寿司、とらふぐ、すっぽん

438 そば処　山口家 183-0012 府中市押立町２丁目４３ー３ 飲食 そば、うどん、丼物他

439 養老乃瀧　多磨霊園駅前店 183-0013 府中市小柳町１丁目１９ 飲食 居酒屋

440 山越 183-0013 府中市小柳町１丁目２１ー５ 飲食 焼き鳥

441 桑実商店 183-0013 府中市小柳町４丁目５ー５ 飲食 焼き鳥

442 福冨 183-0013 府中市小柳町４丁目５ー６ 飲食 そば、うどん、牛すじ

443 よしのや 183-0013 府中市小柳町４丁目５ー７ 飲食 おでん、天ぷら

444 焼きとり　びんずる 183-0013 府中市小柳町６丁目１９ー７０ 飲食 やきとり、酒類

445 桂林 183-0014 府中市是政１丁目１５ー１６ 飲食 ラーメン

446 Ｃａｆｆｅ　ＡＭＩ 183-0014 府中市是政１丁目３８ー２ 飲食 喫茶

447 レストランはなみ 183-0014 府中市是政５丁目４ー３７ 飲食 洋食

448 寿々屋 183-0014 府中市是政５丁目７ー２５ 飲食 そば、うどん

449 居酒屋　Ｄａｎ 183-0014 府中市是政５丁目７ー２９ 飲食 居酒屋

450 やきとり　大安 183-0015 府中市清水が丘１丁目１ー１４ 飲食 焼き鳥

451 中華料理　珍華 183-0015 府中市清水が丘３丁目２３ー５ 飲食 麺類、定食

452 東寿司 183-0015 府中市清水が丘３丁目２４ー１ 飲食 寿司

453 三松多摩霊園店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２４ー１６ 飲食 寿司、天ぷら、うなぎ、日本料理

454 玉寿司 183-0015 府中市清水が丘３丁目２９ー３ 飲食 寿司

455 やきとり　鳥久 183-0015 府中市清水が丘３丁目２９ー５ 飲食 やきとり・刺身・サラダ・揚げ物

456 麺'TRATTORIAほその 183-0015 府中市清水が丘３丁目２９ー６ 飲食 日本蕎麦

457 鮨なか田 183-0016 府中市八幡町１丁目３ー１２ 飲食 すし店

458 八海 183-0016 府中市八幡町２丁目１９ー２２ 飲食 ラーメン、チャーハン、餃子

459 美佐古寿司 183-0016 府中市八幡町２丁目２０ー７ 飲食 寿司

460 八剣伝東府中店 183-0016 府中市八幡町３丁目１９ー２０ 飲食 焼き鳥

461 そば処元禄 183-0016 府中市八幡町３丁目５ー１１ 飲食 そば

462 コントワール 183-0021 府中市片町１丁目１８ー１ 飲食 洋食

463 居酒屋　一文銭 183-0021 府中市片町２丁目２０ー１４ 飲食 刺身、やきとり、サラダ

464 居酒屋　手塩や 183-0021 府中市片町２丁目２１ー１６ 飲食 刺身、やきとり、サラダ、チーズ料理

465 居心伝　分倍河原駅前店 183-0021 府中市片町２丁目２１－９ 飲食 てっぱん居酒屋

466 府中アーバンホテル別館　レストラン　シマトネリコ 183-0022 府中市宮西町１丁目１１ー１ 飲食 和洋中レストラン

467 KIZUNA DINING? 府中店 183-0022 府中市宮西町１丁目１１ー１ 飲食 居酒屋

468 養老乃瀧　府中南口店 183-0022 府中市宮西町１丁目１３ 飲食 居酒屋
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469 しゃぶしゃぶ温野菜府中店 183-0022 府中市宮西町１丁目５ー１ 飲食 しゃぶしゃぶ

470 樽平　府中店 183-0022 府中市宮西町２丁目３ー９ 飲食 居酒屋

471 焼肉サラン 183-0022 府中市宮西町２丁目７ー２５ 飲食 焼肉

472 ジュエル 183-0022 府中市宮西町２丁目９ー１ 飲食 バー

473 吉見家 183-0022 府中市宮西町４丁目１６ー１ 飲食 そば・うどん

474 くろまめ 183-0022 府中市宮西町４丁目３ー２ 飲食 酒類

475 日本料理　三松本店 183-0023 府中市宮町１丁目１１ー７ 飲食 寿司、天ぷら、季節料理

476 手打そば　清庵 183-0023 府中市宮町１丁目２２ー１ 飲食 そば、うどん

477 梅寿庵 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 飲食

478 ドトールコーヒーショップ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 飲食 コーヒー

479 新特一番 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 飲食 ラーメン

480 回転寿司たいせい 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 飲食 寿司

481 カフェコンフォート 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ 飲食 コーヒー

482 北海道らぁめん　とくいち 183-0023 府中市宮町１丁目４７ 飲食 ラーメン、餃子

483 祥龍餃子房 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 中華料理

484 名門 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 焼肉

485 ぱすたかん 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 お好み焼、もんじゃ焼、鉄板焼

486 信州そば処　そじ坊 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 蕎麦

487 ポムの樹 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 創作オムライス

488 海鮮処　寿し常 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 江戸前寿し

489 Ｄｕｃｋｙ　Ｄｕｃｋ 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 パスタ、スイーツ

490 韓国家庭料理　市場 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 韓国家庭料理

491 ステーキハンバーグ＆サラダバーけん 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 ステーキ、ハンバーグ、サラダバー

492 らいおん府中店 183-0023 府中市宮町１丁目５０ 飲食 ラーメン、餃子

493 ドラゴンバー 183-0023 府中市宮町１丁目９ー２８ 飲食 バー

494 手打そば　ほてい家 183-0023 府中市宮町２丁目２ー２０ 飲食 手打そば、うどん

495 ワインテラスユーメ 183-0023 府中市宮町２丁目４ー２ 飲食 ワイン、イタリアン

496 府中砂場 183-0027 府中市本町１丁目１０ー２ 飲食 そば、うどん

497 ドトールコーヒーショップ府中本町店 183-0027 府中市本町１丁目２９ー１ 飲食 コーヒー、サンドイッチ等

498 LAMPIONE 183-0027 府中市本町２丁目２０ー１１ 飲食 酒類、スパゲッティー

499 珈琲トップ 183-0027 府中市本町２丁目２０ー８６ 飲食 コーヒー、紅茶、スパゲッティ

500 和食　磯 183-0027 府中市本町２丁目６ー１４ 飲食 日本料理、仕出弁当

501 季創りそば膳　奈美喜庵 183-0031 府中市西府町２丁目２９ー４ 飲食 そば、うどん

502 えぞ千 183-0034 府中市住吉町１丁目４８ー２ 飲食 飲食

503 ワイン＆イタリア料理フローラ 183-0034 府中市住吉町２丁目１７ー２ 飲食 イタリア料理

504 絆KIZUNA DINING? 中河原店 183-0034 府中市住吉町２丁目２ー２０ 飲食 居酒屋

505 炭火やきとり彩（いろどり） 183-0034 府中市住吉町２丁目２７ー２ 飲食 酒類、やきとり

506 住吉町　大村庵 183-0034 府中市住吉町４丁目４８ー１８ 飲食 そば、うどん

507 はなの舞　中河原店 183-0034 府中市住吉町４丁目９ー９ 飲食 海鮮、創作料理

508 やきとり屋 183-0034 府中市住吉町５丁目７ー１２ 飲食 焼き鳥

509 うなぎ押田 183-0041 府中市北山町３丁目２４ー２ 飲食 うなぎ料理

510 とん亭 183-0042 府中市武蔵台２丁目１８ー１７ 飲食 とんかつ

511 長寿庵 183-0042 府中市武蔵台２丁目２３ー４ 飲食 そば、うどん

512 武蔵台増田屋 183-0042 府中市武蔵台３丁目３ー１４ 飲食 そば、うどん

513 手打そば　いし川 183-0045 府中市美好町１丁目１４ー３ 飲食 そば、揚げ物

514 レストランココット 183-0045 府中市美好町１丁目１８ー９ 飲食 洋食

515 立喰いそば　わがまま 183-0045 府中市美好町１丁目３８ー２ 飲食 そば、うどん、定食、酒類

516 手打ちそば　松寿庵 183-0045 府中市美好町２丁目１７ー１ 飲食 そば、うどん

517 焼きとり　あたり矢 183-0045 府中市美好町２丁目１７ー１４ 飲食 焼きとり、酒類

518 焼肉あいまさ 183-0045 府中市美好町２丁目４９ー２１ 飲食 焼肉

519 手打ちそば　ふるた 183-0045 府中市美好町３丁目１ー２５ 飲食 そば、うどん

520 讃岐うどん喜三郎 183-0045 府中市美好町３丁目３ー３ 飲食 うどん、天ぷら、おでん
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521 そば処　砂場 183-0045 府中市美好町３丁目５ー２３ 飲食 そば、うどん

522 大村庵　新町店 183-0052 府中市新町１丁目４４ー３２ 飲食 そば、うどん

523 キッチンきねや 183-0052 府中市新町１丁目６７ー１５ 飲食 カレーライス、オムライス他

524 レストランきんとき 183-0052 府中市新町１丁目６７ー２ 飲食 肉料理、魚料理、酒類

525 中国料理Ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ 183-0052 府中市新町３丁目２５ー１０ 飲食 中国料理

526 手打うどん・二八そば　藤田 183-0052 府中市新町３丁目５ー２ 飲食 そば、天ぷら

527 サングリアMUGI 183-0055 府中市府中町１丁目１ー１ 飲食 ランチ、スパゲッティ、コース料理他

528 サングリア栞 183-0055 府中市府中町１丁目１ー１ 飲食 ランチ、スパゲッティ、ピザ他

529 本格釜めし志喜 183-0055 府中市府中町１丁目２７ー８ 飲食 釜めし

530 千代田鮨京王府中ＳＣ店 183-0055 府中市府中町１丁目３ー６ 飲食

531 酒喰ＢＡＲ町 183-0055 府中市府中町１丁目５ー７ 飲食 創作料理

532 レジェンド 183-0055 府中市府中町１丁目６ー１ 飲食 バー

533 串揚げの店　くしぜん 183-0055 府中市府中町１丁目６－７ 飲食 串揚げ、酒

534 モランボン本店 183-0055 府中市府中町１丁目７ー２ 飲食 焼肉、石焼ピビンバ

535 レストランいせや 183-0055 府中市府中町１丁目７ー３ 飲食 洋食レストラン

536 ガネーシャ 183-0055 府中市府中町１丁目７ー３ 飲食 カレー、ナン、タンドリーチキン他

537 きた樽 183-0055 府中市府中町１丁目８ー１ 飲食 居酒屋

538 府中紋屋 183-0055 府中市府中町１丁目８ー１２ 飲食 日本料理

539 トラットリア ラ ヴィータ 183-0055 府中市府中町１丁目８ー１２ 飲食 イタリア料理

540 和風レストラン魚元 183-0055 府中市府中町２丁目１４ー１４ 飲食 和食

541 うなぎのきむら 183-0055 府中市府中町２丁目２ー２ 飲食 うなぎ料理

542 府中酒場 183-0055 府中市府中町２丁目２ー２ 飲食 居酒屋

543 馳走屋　厨厨 183-0055 府中市府中町２丁目２ー４ 飲食 居酒屋

544 珈琲屋マロコ 183-0055 府中市府中町２丁目６ー４ 飲食 コーヒー、ケーキ

545 たけちゃん　にぼしらーめん 183-0055 府中市府中町２丁目６ー４ 飲食 ラーメン

546 チョットバー 183-0055 府中市府中町２丁目７ー１ 飲食 バー

547 元禄そば江戸一 183-0056 府中市寿町１丁目１ー１７ 飲食 そば、うどん

548 寿町　大村庵 183-0056 府中市寿町２丁目２７ー１５ 飲食 そば、うどん

549 パーティースペース　アンジュ 183-0056 府中市寿町３丁目１－４ 飲食 イタリア料理

550 手打そば　松里家 183-0056 府中市寿町３丁目３ー１２ 飲食 そば、うどん

551 東家そば店 183-0057 府中市晴見町１丁目１５ー２６ 飲食 そば、うどん

552 そば処　若松 183-0057 府中市晴見町３丁目３ー１８ 飲食 飲食

553 三和建設 183-0001 府中市浅間町３丁目８ その他 建設業、リホーム

554 浅間珠算塾 183-0001 府中市浅間町４丁目６ー２ その他 珠算塾

555 栃木家石材店 183-0004 府中市紅葉丘１丁目１７ー７ その他 墓石、石材工事

556 勅使河原動物病院 183-0005 府中市若松町１丁目１３ー１ その他 動物病院

557 個別指導スクールＩＥ東府中校 183-0005 府中市若松町２丁目１ー１ その他 学習塾

558 吉野表具店 183-0005 府中市若松町３丁目１４－４ その他 襖、内装

559 青雲塾 183-0005 府中市若松町３丁目５ー３６ その他 学習塾

560 プロタイムズ総合研究所 183-0006 府中市緑町３丁目１０ー１ その他 建設業

561 個別指導スクールＩＥ武蔵野台校・本教室 183-0011 府中市白糸台２丁目５９ー１ その他 学習塾

562 一歩堂治療院 183-0011 府中市白糸台３丁目２ー１ その他 鍼灸、マッサージ

563 個別指導スクールＩＥ武蔵野台校・桜教室 183-0011 府中市白糸台５丁目２８ー４ その他 学習塾

564 降旗工務店 183-0011 府中市白糸台５丁目４４ー１２ その他 建築業

565 落合建築 183-0011 府中市白糸台６丁目５８ー１２ その他 建築業

566 ニューズ産業 183-0012 府中市押立町２丁目２６ー１１ その他 フェンス、門扉、反射材

567 一級建築士事務所　佐藤靖生建築研究室 183-0013 府中市小柳町１丁目２７ー１ その他 建築業

568 さかぐち工務店 183-0013 府中市小柳町４丁目２２ー２４ その他 火災報知機取付、給排水点検修理

569 光洋自動車 183-0014 府中市是政１丁目１６ー７ その他 自動車修理業

570 これまさ動物病院 183-0014 府中市是政３丁目１４ー７１ その他 動物病院

571 個別指導スクールＩＥ是政校 183-0014 府中市是政５丁目５ー１０ その他 学習塾

572 プレミア 183-0015 府中市清水が丘１丁目１ー１ その他 不動産賃貸斡旋
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573 小林ビル 183-0015 府中市清水が丘１丁目３ー６ その他 不動産賃貸

574 ダイワ不動産 183-0015 府中市清水が丘３丁目２４ その他 不動産

575 二階堂電気 183-0016 府中市八幡町１丁目４ー１ その他 照明器具、インターホン

576 大樹建設 183-0021 府中市片町１丁目１４ー９ その他 建築業

577 大内商事　分倍支店 183-0021 府中市片町２丁目２０ー３ その他 不動産仲介

578 高倉不動産 183-0021 府中市片町２丁目２２ー１ その他 不動産仲介

579 小島畳店 183-0022 府中市宮西町１丁目１２－１ その他 建設業

580 林工務店 183-0022 府中市宮西町１丁目２０ー１２ その他 建築業

581 京王観光トラベルプラザ府中 183-0023 府中市宮町１丁目１ー１０ その他 旅行業

582 エステート三松 183-0023 府中市宮町１丁目１ー３１ その他 不動産仲介

583 ラフィネ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ その他 リラクゼーション

584 交陽商事 183-0023 府中市宮町１丁目５０ その他 不動産

585 ＩＰＵ引越センター 183-0026 府中市南町６丁目３６ー３ その他 引越サービス

586 内山住宅 183-0027 府中市本町１丁目３ その他 総合建設業

587 府中観光交通 183-0031 府中市西府町３丁目２７ー１０ その他 タクシー

588 総合建設ケーツー工房 183-0031 府中市西府町４丁目６ー２０ その他 建築・リフォーム

589 猪股工務店 183-0032 府中市本宿町４丁目２８ー１６ その他 建築業

590 183-0034 府中市住吉町１丁目２３ー１１ その他 製造

591 宮岡建設 183-0035 府中市四谷２丁目２５ー２ その他 砕石、ブロック等

592 くに工務店 183-0036 府中市日新町２丁目３０ー２８ その他 建築業

593 山﨑工務店 183-0036 府中市日新町５丁目２ー１３ その他 工務店

594 小原工務店 183-0042 府中市武蔵台２丁目３３ー１１ その他 家屋補修、点検、建材

595 スタービジョン 183-0045 府中市美好町１丁目１４ー８ その他 旅行業

596 中田畳店 183-0045 府中市美好町１丁目２２ー１１ その他 畳工事

597 府中地所 183-0045 府中市美好町２丁目２１ー１ その他 不動産仲介

598 水野商会 183-0045 府中市美好町２丁目７ー１３ その他 不動産仲介

599 カナタ建築 183-0045 府中市美好町３丁目１９ー１ その他 建築業

600 西村工務店 183-0046 府中市西原町１丁目１７ー１８ その他 建築業

601 くじら動物病院 183-0052 府中市新町１丁目５２ー１ その他 動物病院

602 末広工務店 183-0052 府中市新町１丁目５６ー４ その他 建築業

603 門馬工務店 183-0054 府中市幸町１丁目１９ー１２ その他 建設業

604 門馬 183-0054 府中市幸町１丁目２５ー１６ その他 建設業

605 十全交通 183-0054 府中市幸町２丁目１３ー７ その他 タクシー

606 大内商事　南口支店 183-0055 府中市府中町１丁目１００ー４ その他 不動産仲介

607 京王観光府中営業所 183-0055 府中市府中町１丁目３ー１ その他 旅行業

608 大内商事 183-0055 府中市府中町１丁目５ー７ その他 不動産仲介

609 ＩＴサポート協会 183-0056 府中市寿町１丁目１ー３ その他 ＰＣメンテナンス・スクール

610 京王自動車 183-0056 府中市寿町２丁目１ー２８ その他 タクシー

611 伊藤工務店 183-0056 府中市寿町２丁目８ー１９ その他 建設業

612 共同印刷所 183-0056 府中市寿町３丁目１３ー８ その他 印刷業

613 明星商事 183-0057 府中市晴見町３丁目１６ー７ その他 不動産

614 水上畳店 183-0057 府中市晴見町３丁目１７ー７ その他 畳工事

615 プラザ　ヘアー　エクス 183-0001 府中市浅間町２丁目３ー２ サービス 理容

616 理容室ファミリーサロンＫＥＮ 183-0001 府中市浅間町２丁目３ー７ サービス 理容

617 シマナカクリーニング店 183-0001 府中市浅間町３丁目１０ー１０ サービス クリーニング

618 ヘアーサロンウェザーコック 183-0002 府中市多磨町１丁目２４ー２１ サービス 理容

619 ドライクリーニングさとう紅葉丘店 183-0004 府中市紅葉丘１丁目２２ー２２ サービス クリーニング

620 スズキ理容 183-0004 府中市紅葉丘１丁目２９ー３７ サービス 理容

621 サロン　ド　イブ 183-0004 府中市紅葉丘３丁目３４－１８ サービス 美容院

622 ヘアーサロン　オオツキ 183-0004 府中市紅葉丘３丁目３４ー１ サービス 理容

623 美容室アンジェ 183-0004 府中市紅葉丘３丁目４０ー１４ サービス 美容

624 ヘアーサロンカネコ 183-0005 府中市若松町１丁目１９ー１１ サービス 理容
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625 ファッションクリーニング池 183-0005 府中市若松町１丁目１９ー３ サービス クリーニング

626 よしの美容室 183-0005 府中市若松町１丁目２３ー１２ サービス 美容

627 美容室ＴＭクラブ 183-0005 府中市若松町１丁目３ー２８ サービス 美容

628 クリーニングカワサキ若松店 183-0005 府中市若松町２丁目１３ー１ サービス クリーニング

629 美容室暖家 183-0006 府中市緑町１丁目３ー３ サービス 美容

630 Ｈａｉｒ　Ｃｕｔ　ゆう 183-0006 府中市緑町２丁目１６ー１４ サービス 理容

631 葬儀の三晃 183-0006 府中市緑町２丁目２０ー１０ サービス 葬儀

632 クリーニングカワサキ駅前店 183-0011 府中市清水が丘１丁目９ー５６ サービス クリーニング

633 クリーニング　ウッディー 183-0011 府中市清水が丘３丁目２３ー１９ サービス クリーニング

634 メンズヘアーえの本 183-0011 府中市白糸台１丁目１１ー３０ サービス 理容

635 アルファ美容室 183-0011 府中市白糸台１丁目２７ー１１ サービス 美容

636 ファッションクリーニング日光 183-0011 府中市白糸台１丁目７０ー７ サービス クリーニング

637 ヘアースタジオストーン 183-0011 府中市白糸台２丁目５９ー１６ サービス 美容

638 革研究所府中店 183-0011 府中市白糸台３丁目２２ー３ サービス 皮革製品のリペア

639 エステティックサロン　ドラセナ 183-0011 府中市白糸台４丁目１３ー７ サービス フェイシャル・ボディートリートメント

640 ＰＯＯＭ　ｈａｉｒ 183-0011 府中市白糸台５丁目２５ー１ サービス 美容

641 ドクター関塾府中押立町校 183-0012 府中市押立町４丁目３４ー２１ サービス 学習塾

642 メンズサロンラグーン 183-0013 府中市小柳町２丁目１５ー１ サービス 理容

643 サロンドオガタ 183-0013 府中市小柳町２丁目２１ー９ サービス 美容

644 とよだクリーニング 183-0013 府中市小柳町４丁目２７ー５ サービス クリーニング

645 カットサロンはしもと 183-0013 府中市小柳町５丁目８ー７６ サービス 理容

646 ヘアーサロンサムソン 183-0014 府中市是政１丁目２０ サービス 美容

647 美容室ライオンズ 183-0014 府中市是政５丁目６ー６ サービス 美容

648 クリーニング伊万里　京王リトナード東府中店 183-0015 府中市清水が丘１丁目８ー３ サービス クリーニング

649 理容ラッキー 183-0015 府中市清水が丘２丁目２ー１０ サービス 理容

650 こうづ美容室 183-0015 府中市清水が丘２丁目９ー１ サービス 美容

651 ヘアーサロン  イルカ 183-0015 府中市清水が丘３丁目２３ー１ サービス 理容

652 メーロー舎クリーニング店 183-0015 府中市清水が丘３丁目２５ー２ サービス クリーニング

653 イルカ 183-0015 府中市清水が丘３丁目２９ー５ サービス 理容

654 万勝堂整体院 183-0016 府中市八幡町１丁目４－１ サービス

655 カットスタジオ　ソフィア 183-0016 府中市八幡町１丁目４ー９ サービス 理容

656 ドライクリーニングさとう 183-0016 府中市八幡町２丁目１ー７ サービス クリーニング

657 片野理容店 183-0016 府中市八幡町２丁目２０ー４ サービス 理容

658 Ｌ’Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｂｉｒｄ 183-0016 府中市八幡町２丁目５ー８ サービス 美容

659 Ｆｏｉｚ　ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘｉｎｇ 183-0016 府中市八幡町３丁目１７ー１５ サービス 美容

660 クリーニングカワサキ 183-0016 府中市八幡町３丁目２ー３ サービス クリーニング

661 ハト理容館 183-0021 府中市片町２丁目１５ー５ サービス 理容

662 金子式典 183-0021 府中市片町２丁目３ー１ サービス 葬祭

663 クリーニング　たんぽぽ２ 183-0022 府中市宮西町２丁目１１ー１１ サービス クリーニング

664 べる美容室 183-0022 府中市宮西町２丁目１１ー１２ サービス 美容

665 ビューティ京王Ｙｏｕｒレモン 183-0022 府中市宮西町２丁目２ー１２ サービス 美容

666 ヘアーエステサロン　イスト 183-0022 府中市宮西町３丁目１ー６ サービス 理容

667 旭湯 183-0022 府中市宮西町３丁目６ー２ サービス 公衆浴場

668 ドライクリーニングさとう宮町店 183-0023 府中市宮町１丁目２４ー８ サービス クリーニング

669 リラ美容室 183-0023 府中市宮町１丁目３４ー１４ サービス 美容

670 アトリエＪＤ 183-0023 府中市宮町１丁目４１ サービス 美容

671 シャルム 183-0023 府中市宮町１丁目４１ー１ サービス リペア

672 ステージナイン 183-0023 府中市宮町１丁目５０ サービス 洋服リフォーム

673 理容ナガツカ 183-0023 府中市宮町２丁目１ー１５ サービス 理容

674 ヘアメイクパッセージ府中店 183-0023 府中市宮町２丁目１６ー１ サービス 美容

675 カットハウス　ピープル 183-0026 府中市南町１丁目４９ー４４　　　　 サービス 理容

676 ヘアーサロンミヨシ 183-0026 府中市南町４丁目１７ー３ サービス 理容
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677 ビューティサロン片岡 183-0027 府中市本町１丁目１３ー３ サービス 美容

678 クリーニング工房きらら 183-0027 府中市本町１丁目２ー１ サービス クリーニング

679 ＳＭＩＬＥ　ＣＵＴ 183-0027 府中市本町２丁目２０ー１ サービス 理容

680 クリーニング　サンプラザ 183-0027 府中市本町２丁目２０ー１０７ サービス クリーニング

681 クリーニング　あさひ 183-0027 府中市本町２丁目２０ー１０７ サービス クリーニング

682 ＫａＰｉｌｉｎａ 183-0027 府中市本町２丁目２０ー１１ サービス 美容

683 日の出屋 183-0027 府中市本町２丁目２０ー４４ サービス クリーニング

684 ヘアサロンベル 183-0027 府中市本町２丁目２０ー７６ サービス 理容

685 サカエヤクリーニング店 183-0027 府中市本町４丁目４ー１３ サービス クリーニング

686 榎本理容室 183-0031 府中市西府町２丁目１９ー１０ サービス 理容

687 理容ヒラサワ 183-0032 府中市本宿町２丁目１８ー１２ サービス 理容

688 クリーニング　さわい 183-0032 府中市本宿町２丁目７ー７ サービス クリーニング

689 株式会社サクラライフ 183-0034 府中市住吉町１丁目２９ー９ サービス 不動産、リフォーム

690 クリーニング伊万里　ライフ店 183-0034 府中市住吉町１丁目８４ー１ サービス クリーニング

691 はるみ美容室 183-0034 府中市住吉町２丁目１１ー２７ サービス 美容

692 日光クリーニング（住吉町ひがし通り店） 183-0034 府中市住吉町２丁目１１－１７ サービス クリーニング取次業

693 ヘアーサロン・サン 183-0034 府中市住吉町２丁目１３ー９ サービス 理容

694 る～む 183-0034 府中市住吉町２丁目１７ー８ サービス 理容

695 増田自動車 183-0034 府中市住吉町２丁目８ー５ サービス 自動車整備

696 聖和葬儀社 183-0034 府中市住吉町３丁目２１ー４ サービス 仏具

697 美容室カットハウスゆぅ 183-0034 府中市住吉町４丁目１８ー７ サービス 美容

698 カットイン・シミズ 183-0034 府中市住吉町４丁目８ー１９ サービス 理容

699 日光クリーニング　中河原店 183-0034 府中市住吉町５丁目１７ー３６ サービス クリーニング

700 あばれんぼキャンプ事務局 183-0035 府中市四谷３丁目２７ー１ サービス 夏のあばれんぼキャンプin猪苗代湖

701 クリーニング伊万里　本店工場 183-0035 府中市四谷３丁目４２ー２１ サービス クリーニング

702 常松クリーニング 183-0035 府中市四谷３丁目５０ サービス クリーニング

703 おしゃれサロン　プリンス 183-0041 府中市北山町２丁目９ー３４ サービス 理容

704 垣内クリーニング店 183-0042 府中市武蔵台３丁目３９ー３ サービス クリーニング

705 新生舎クリーニング店 183-0045 府中市美好町１丁目１５ー１ サービス クリーニング

706 ルモンド理容室 183-0045 府中市美好町１丁目１８ー９ サービス 理容

707 理容アポロ 183-0045 府中市美好町１丁目３４ー９ サービス 理容

708 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＬＭＡ府中店 183-0045 府中市美好町１丁目６ー６ サービス 写真撮影、貸衣装、美容支度

709 クリーニング　ジョイ 183-0045 府中市美好町２丁目１８ー１０ サービス クリーニング

710 クリーニング　マーブル 183-0045 府中市美好町３丁目１ー４ サービス クリーニング

711 HAIR attirer 183-0045 府中市美好町３丁目２ー２ サービス 美容

712 京王ドライクリーナー 183-0045 府中市美好町３丁目２８ー２９ サービス クリーニング

713 クリーニングカワサキ西原店 183-0046 府中市西原町１丁目３ー１ サービス クリーニング

714 日東土建 183-0046 府中市西原町２丁目２６ー７ サービス リフォーム工事

715 ビューティーサロンＮＡＲＡ 183-0046 府中市西原町４丁目４１ー２９ サービス 美容

716 帆輪異斗美容室 183-0051 府中市栄町３丁目２６ー１５ サービス 美容

717 ヘアーサロン牧 183-0052 府中市新町１丁目３６ー２１ サービス 理容

718 理容ソラ 183-0052 府中市新町１丁目６６ー３８ サービス 理容

719 サロン．ド．ホサカ 183-0052 府中市新町１丁目７１ー２７ サービス 美容

720 大国自動車工業 183-0052 府中市新町３丁目１４ー５ サービス 販売・修理

721 松の湯 183-0052 府中市新町３丁目６ー５ サービス 公衆浴場

722 はっぴーているずｄｏｇｓ　ｒｏｏｍ 183-0053 府中市天神町３丁目８ー１１ サービス ペットホテル

723 クリーニング伊万里　幸町店 183-0054 府中市幸町１丁目１ー２１ サービス クリーニング

724 美容室ｅｎｎ・エン 183-0054 府中市幸町１丁目９ー１０ サービス 美容

725 理容サム 183-0055 府中市府中町１丁目１８ー１２ サービス 理容

726 ハピークリーニング 183-0055 府中市府中町１丁目２７ー７ サービス クリーニング

727 ファミリーショップ府中町店 183-0055 府中市府中町２丁目１８ー３１ サービス クリーニング

728 Hair Studio CHERISH 183-0055 府中市府中町２丁目２１ー１０ サービス 美容
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729 府中はり・きゅう院 183-0055 府中市府中町２丁目３ー６ サービス はり・灸

730 ドライクリーニングさとう府中駅前東口店 183-0055 府中市府中町２丁目７ー２ サービス クリーニング

731 サロンドボヌール 183-0055 府中市府中町２丁目７ー２ サービス 美容

732 クリーニング　たんぽぽ１ 183-0056 府中市寿町１丁目６ー３ サービス クリーニング

733 曙湯 183-0057 府中市晴見町１丁目１１ー１ サービス 公衆浴場

734 クリーニング　あさや 183-0057 府中市晴見町１丁目１１ー１ サービス クリーニング

735 フサノ美容室 183-0057 府中市晴見町１丁目１３ー２０ サービス 美容

736 街のとこやさん 183-0057 府中市晴見町１丁目１３ー２２ サービス 理容

737 ヘアーサロンチダ 183-0057 府中市晴見町１丁目１８ー６ サービス 理容

738 理容室スズキ 183-0057 府中市晴見町１丁目２４ー１９ サービス 理容

739 晴見町パソコン教室 183-0057 府中市晴見町１丁目２７ー３４ サービス パソコン教室

740 ヘアーサロン　オオカワ 183-0057 府中市晴見町１丁目２９ー１７ サービス 理容

741 カガミクリーニング 183-0057 府中市晴見町１丁目３４ー８ サービス クリーニング

742 ベンリー府中駅店 183-0057 府中市晴見町１丁目５ー３ サービス ハウスクリーニング、引越

743 日ノ出クリーニング 183-0057 府中市晴見町３丁目１７ー２ サービス クリーニング

15


