
2020年9月23日現在　【537店舗】

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

貴宝商事 天ヶ瀬町1012 090-3246-5437 贈答品・古美術品販売

ヤマクニ工務店 天ヶ瀬町1157 22-4517 修理・リフォーム

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)柳丸 今井店 今井1-366-3 32-3549 青梅せんべい・オーメノーブル・和菓子

トーキョートメート(株)(青梅トマトガーデン) 今井1-441 080-5655-4663 ミニトマト他

海野水産 今井2-1047-7 85-8787 鮮魚 他

ボーダーライン 今井2-694-8 78-0835 自動車整備

茶のサシダ園 今井2-759 31-3861 お茶

ぷれべえる 今井2-830-13 31-3251 洋菓子

お茶の杉田園 今井2-913 31-3770 狭山茶・ギフト・急須

ファミリーマート青梅インター店 今井3-1-1 30-7088 コンビニエンスストア

セブンイレブン青梅インター店 今井3-2-1 33-6656 食品、生活雑貨

自家焙煎珈琲カフェ・プレット 今井3-27-19 32-8116 珈琲パン・焼菓子・お食事

relaxspace koharubi（ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽ ｺﾊﾙﾋﾞ) 今井5-2392-3 080-6758-9371 リラクゼーション業

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

みか築やパン工房 今寺2-491-5 090-3549-6952 パン・菓子

タイ料理プラーカポン 今寺3-382-1 27-4836 タイ料理

タイ古式リラクゼーションサロン fuanfaa 今寺3-382-1 2階 27-3019 リラクゼーション

セブン-イレブン青梅今寺4丁目店 今寺4-4-7 31-8550 コンビニエンスストア

なかま亭 今寺4-6-25 32-8825 お弁当・お総菜の販売

T＆N Dining 今寺4-22-9 080-5692-9128 ジャポネカジュアルフレンチ

わがまち応援券「つかおうよ！青梅」
　　　　　　　　　　　　　　　　(青梅市プレミアム付商品券)　登録店一覧

【今　井】

【天ヶ瀬町】

【今　寺】

共通券・専用券ともにご利用いただけます。
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https://www.ryumaru.jp/
https://www.tokyo-tometo.com/
https://sugitaen.com/
http://cafe-preto.com/
https://relaxkoharubi.jimdofree.com/
https://plaakapon.shopinfo.jp/
https://fuanfaathai.shopinfo.jp/
http://www.nakamatei.jp/
https://t-n-dining.jimdofree.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

藤屋 今寺5-3-24 33-6343 サンドイッチ

トンきち屋 今寺5-9-2 34-9299 キッチンカー・惣菜

パティスリーテロワール 今寺5-9-2 セントラルハイツ霞A102 34-9525 洋菓子

ウエルシア 青梅今寺店 今寺5-13-1 30-0621 医薬品・化粧品・食品・日用品等

靴のヤマナカ 今寺5-16-16 31-5271 膝・外反母趾対策靴

ease 今寺5-18-44 31-0266 理容業

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

蕎麦 榎戸 裏宿町629 21-0822 自家製粉手打ちそば

(株)大阪や商店 裏宿町669 22-2558 ギフト・寝具類販売

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)梅菓匠にしむら 大柳町1367-1 22-9340 和菓子

青梅大学いも学部 大柳町1373-1 サンハイツ大柳103号 25-0106 大学芋他芋菓子

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

古民家 いろり 小曽木1-135 74-7104 そば・うどん・定食

(有)アオティア 小曽木1-136-3 75-7160 天然酵母パン・菓子

かわなべ鶏卵農場 小曽木2-271 74-5492 鶏卵・卵を使った菓子

西東京農業協同組合 小曽木経済店舗 小曽木4-2244 74-5381 野菜・米・食品等

ゆば 小曽木5-3142 74-4405 飲食店・喫茶店・カフェ・雑貨

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)宏川屋酒店 勝沼1-27 24-2669 酒類・飲料水・食品

炭火やきとり火の鳥 勝沼1-27-5 21-0216 やきとり

アイデアルのいとう 勝沼1-31 22-3547 インテリア用品

アトリエyu 勝沼1-31-3 21-2267 美容室

【勝　沼】

【小曽木】

【裏宿町】

【大柳町】

【今　寺】
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http://tonkichiya.com/
https://www.patisserieterroir.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
https://made-in-japan-shoe-store.business.site/
https://www.kk-osakaya.com/
http://www.umedaifuku.com/
http://omemiyage.main.jp/
https://kominkairori.owst.jp/
http://www.ja-nishitokyo.or.jp/
https://cafeyuba.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

三昭堂薬店 勝沼1-32 22-2884 医薬品・化粧品・雑貨

手打ちうどん根岸屋 勝沼1-40-4 22-3083 カレーうどん・TokyoXカレー南ばんうどん

(有)火打屋本店 勝沼1-43 22-2483 菓子製造業

酒処 秋桜 勝沼1-185 22-4310 スナック

(有)三河屋 勝沼1-192 22-2716 うな重・会席料理

ヘアーサロンミント 勝沼2-243-5-33 24-4828 理容業

セブンイレブン青梅勝沼店 勝沼3-57-2 25-2911 飲食料品・酒

(有)丸伊商店 勝沼3-67 22-2703 青果物店

テーラー内山 勝沼3-69 22-3283 洋服店(注文服)

アニバース合同会社 勝沼3-69 080-7638-3283 衣料品の製作・販売

KTホール ぶらりカフェ 勝沼3-78 24-8981 ランチ・コーヒー等

(有)高山商店 勝沼3-79 22-2841 米・食品全般

創作呉服しらい 勝沼3-85 24-5291 呉服・反物・和装小物・草履・帯 等々

長谷川オートサイクル 勝沼店 勝沼3-92-5 22-4498 オートバイ

萬遊楽座 勝沼3-107 84-0710 衣料・和雑貨

野﨑かじや金物店 勝沼3-108 22-4313 刃物・農林具

(有)並木時計メガネ店 勝沼3-109 22-3632 時計・メガネ・補聴器

久保ラジオ商会 勝沼3-111 22-5151 家電・リフォーム空調工事

竹田印店 勝沼3-111 22-4461 実印・銀行印・認印

(有)本宿屋あいざき 勝沼3-112 22-4532 市内中学校体育着・制服

(有)中屋金物店 勝沼3-180 22-8158 日用品雑貨・金物

寿司忠 勝沼3-182 22-3549 寿司・うなぎ

メンズ＆レディースいわさき 勝沼3-182 22-0750 洋服全般販売

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

月与の童屋 河辺町1-800 23-6775 蕎麦

ハート＆アロー ダイアモンド 河辺町1-800 23-1888 宝石店

平塚工務店 河辺町1-891-1 21-3350 建築業

庵槻はり灸治療院 河辺町3-1134-20 78-3394 鍼灸・美容鍼・ホットストーン

加藤水産 河辺町4-2-6 24-3732 鮮魚店

【河辺町】

【勝　沼】
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https://www.3syodo.com/
http://www.t-net.ne.jp/~mikawaya/
https://anybirth.tokyo/
https://ome-bikes.com/
http://www.heart-and-arrow.co.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

丸芳青果店 河辺町4-2-6 22-4527 青果物店

チャコグリル 河辺町4-10-6 21-6234 洋食

cinnamon(シナモン) 河辺町4-12-9 21-5578 レストラン

大衆割烹 ひのき茶屋 河辺町4-12-10 22-7622 飲食

レストラン ガンバ！ガンバ！！ 河辺町4-16-1 青梅市総合体育館1階 22-4400 洋食・スパゲッティ

アジアンカフェダイニング・シェルパ 河辺町4-21-5-101 23-8989 南アジア圏料理

あべ理容室 河辺町5-2-10 22-0795 理容店

ふるさわ河辺店 河辺町5-5 22-5221 婦人服

伊勢屋 河辺町5-5-15 23-4562 和菓子

マルエイ・インターナショナル 河辺町5-8-2 島田マンション102号 24-0980 不動産取引

サロンド・アップル 河辺町5-8-3 24-3999 美容院

シェルパ カバブハウス 河辺町5-8-8 23-8989 チキンカバブ

ぱん吉 河辺町5-8-8 23-0323 パン製造・販売

セブンイレブン青梅河辺駅南口店 河辺町5-9-1 22-0745 コンビニエンス店

太田精肉店 河辺町5-9-5 24-8068 食肉店

STUDIO髪工房 河辺町5-9-7 コーポツカサ 22-4809 理容店

まさるや手芸店 河辺町5-11-5 22-0739 毛糸編物・和洋裁材料

豊泉園茶舗 河辺町5-11-6 22-0741 茶販売

テーラー・イワタ クリーニング美洗館 河辺町5-17-24 24-1836 仕立直し

ヘアーサロンタカラ 河辺町5-21-13 24-1160 理容店

吉川釣具店 河辺町5-25-16 22-2467 つり具・つりえさ

魚民 河辺南口駅前店 河辺町5-29-1 JR河辺駅南口ビル2階 22-0488 居酒屋（TAKEOUT実施中）

目利きの銀次 河辺南口駅前店 河辺町5-29-1 JR河辺駅南口ビル1階 21-0488 居酒屋（TAKEOUT実施中）

BAR BASIS ーベーシスー 河辺町5-29-26 27-0058 バー

クレープコロモ 河辺町5-29-27 21-5378 クレープ ドリンク

鮨処 美登里家 河辺町6-3-15 22-7507 寿司・うなぎ・お刺身

ドラッグセイムス 青梅河辺6丁目店 河辺町6-10-1 20-1765 医薬品・化粧品・雑貨・食品

セブンイレブン青梅河辺町6丁目店 河辺町6-10-2 22-0260 弁当・雑貨・加工食品・酒類等

つけ蕎麦 KATSURA 河辺町6-12-1-104 24-1723 蕎麦

ヘアーサロン スチージ 河辺町6-19-6 23-4649 理容業

山崎酒店 河辺町6-22-6 24-8766 酒店

【河辺町】
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https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=802336
https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=855165
http://crepecoromo.com/
https://omesusi.jimdofree.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

カットショップハート 河辺町7-1-9 32-7155 カット・パーマなど

イエローハット 河辺店 河辺町7-5-6 31-9141 カー用品・タイヤ・オイル

セブンイレブン青梅河辺東店 河辺町7-6-11 32-3975 飲食料品全般

ドラッグセイムス 青梅河辺店 河辺町7-7-1 30-7441 医薬品・化粧品・雑貨・食品

岡ちゃんサイクル 河辺町7-10-10 32-1808 自転車

(有)三州屋酒店 河辺町7-12-9 31-0578 酒・米・小売配達・野菜

アーユルヴェーダ＆ヒーリング hanauta 河辺町7-22-3-702 050-5507-8797 ストレスケア

モスバーガー 河辺店 河辺町8-3-8 32-0022 ハンバーガー・ポテト等

セブンイレブン青梅河辺町8丁目店 河辺町8-9-3 32-0885 食品・日用品

あぁす薬局 河辺町8-13-33 84-0284 一般薬・調剤・日用品

Pro Shop Kawai (プロショップカワイ) 河辺町8-19-29 31-3066 タイヤ・レカロシート

ピザーラ 青梅店 河辺町9-5-5 24-1500 ピザ・パスタ・パエリア

マシェリ―アンジュ 河辺町9-7-77 78-3478 洋菓子・焼菓子

チャイナ ハウス シマ 河辺町9-6-8-101 21-5441 中国料理

セブンイレブン 河辺駅北口店 河辺町10-1-2 23-2617 食料品など

うさぽんCAFE 河辺町10-1-3 スプリング河辺駅前ビル１階 84-2475 コーヒー・軽食

(有)フレッシュグリーン マルシン 河辺町10-1-4 25-8750 青果業

タマエステティックサロン 河辺店 河辺町10-3-1池田マンション1階 23-3932 美容業

(株)ポランオーガニックフーズデリバリ 河辺町10-3-11 24-6089 有機生産物等の販売

三恵苑 河辺町10-3-15 22-5729 焼肉

AFFECt. 河辺町10-4-9 1階 25-8581 美容室

レストラン トスカーナ 河辺町10-5-4 24-3755 イタリア料理・ワイン

サロン・デ・ジム・レイール 河辺町10-6-9 金子ビル2階 27-4199 脱毛・痩身・エステ

シナリー千花営業所 河辺町10-8-12-801 090-1126-5534 エステ・アロマ・化粧品

セイントニコラス 河辺町10-10-3 24-9525 子供服

one thousand 河辺町10-11-4 橋本ビル202 84-0810 アウトドア商品・釣具

自転車コーキ屋 河辺町10-11-4-101 78-3658 自転車販売・修理

食堂みやもと 河辺町10-13-20 84-2520 昼は和定食・夜はモダン居酒屋

【河辺町】
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http://hanauta-supporter.work/
http://www.pskawai.com/
https://www.pizza-la.co.jp/
http://www.e-pod.jp/
http://www.affect-hn.com/
https://st-kids.com/
http://kokibikeshop.web.fc2.com/
http://shokudomiyamoto.owst.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(株)甲州屋 上町340 22-5125 日用品・雑貨・つり具

(有)桑田商店 上町350 23-2221 米穀・灯油・LPガス

伊東麹店 上町361 22-2973 こうじ(麹)

わぁーみー動物病院 上町362 24-7703 動物病院

(株)元木屋 上町365 22-3613 一般衣料クリーニング

413cafe 上町374 090-2220-8099 喫茶・軽食

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

武藤治作酒店 木野下1-404 31-4886 酒類販売

SINBOW 木野下1-404 070-1054-6601 飲食店

(株)まるしん 木野下1-425 33-3337 パン・お菓子・雑誌・飲料

(有)ヤマザキホンダ販売 木野下2-161 31-4783 自動車整備販売

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

KIMIZU MOTORS 駒木町1-15-5 24-4349 自動車整備・販売

高橋酒店 駒木町1-847 22-3032 食品・酒類・雑貨

大下ランドリー 駒木町3-644 25-1055 クリーニング

かんぽの宿 青梅 駒木町3-668-2 23-1171 温泉・お食事・お土産

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)横手商店 沢井1-408 78-8811 米・燃料(LPガス・灯油)他

アトリエ・パセ 沢井1-3010-1 85-8077 美容室

福島屋酒店 沢井2-724 78-8452 酒店

(株)澤乃井ままごと屋 沢井2-748 78-9523 豆腐・ゆばの会席料理

豆らく 沢井2-748 78-8223 ゆば・豆腐ご膳

小澤酒造(株)清流ガーデン澤乃井園(蔵元売店) 沢井2-770 78-8210 清酒・食品

みたけ歩楽里道 ちとべ 沢井2-866 78-8773 沢井柚子加工品販売

髙野商店 沢井2-914 78-8401 酒類・食品・販売業

【沢　井】

【上　町】

【木野下】

【駒木町】
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http://www.t-net.ne.jp/~kohshuya/
https://www.facebook.com/motokiya
https://www.facebook.com/413cafe/
https://ja-jp.facebook.com/610saketen
https://ja-jp.facebook.com/sinbow610/
https://www.kanponoyado.japanpost.jp/oume/
http://www.mamagotoya102.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

ちゃんちき堂 塩船63-8 080-5491-4400 シフォンケーキ

野の花 塩船160-2 22-1871 パン・ケーキ・クッキー

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(株)甲州屋新町店 新町1-1-19 34-9983 つり具

ストレッチ専門店 ルンルン stretch 新町1-14-23 ケイオウビル1階 090-8108-4631 ストレッチ・パーソナルトレーニング

シャディサラダ館青梅新町店 新町1-41-10 31-2539 ギフト贈答品全般

JOY PET MART 新町1-42-3 33-5551 ペットフード・用品

セブンイレブン 青梅新町2丁目店 新町2-1-8 31-0755 コンビニ全品

マシェリーアンジュ プラス 新町2-13-9 28-1177 洋菓子・焼菓子

青梅耳鼻咽喉科 新町2-16-2 34-9833 耳鼻咽喉科・小児科・予防接種

南国カフェ　シエスタ 新町2-16-15 34-8939 フード・ドリンクなど

西東京農業協同組合 かすみ直売センター 新町2-28-19 31-1115 野菜・米・食品・花卉・植木

山下水産 新町2-4-4 31-6507 鮮魚

(株)しまむら アベイル青梅店 新町2-40-8 30-0370 衣料品とシューズ

auショップ小作 新町3-3-1 宇源ビル1階 30-0121 携帯電話

(株)釜屋 新町営業所 新町3-8-8 31-5151 建材・建築金物・工具

(有)半田屋菓子店 新町3-16-1-702 080-3088-6228 コーヒー＆レストラン

レストランピエモンテ 新町3-16-12 31-5411 ピザ・パスタ・イタリア料理

Café Pecora 新町3-20-1 ロイヤル大口101 78-0097 日替りランチ・洋菓子

菓子工房 パルティール 新町3-21-14 32-5562 洋菓子・焼菓子

メンズヘアー ヒロセ 新町3-41-10 32-0571 理容業

ウエルシア薬局 青梅新町店 新町3-69-4 30-7285 医薬品・化粧品・食品・日用品等

伊太利亭 (株)Fiorile 新町4-7-14 33-5022 ピザ・パスタ・肉料理

(有)創研教育研究所 新町4-14-17 31-2424 小中高生の学習指導

(有)マスヤ酒店 新町4-18-12 31-5441 酒店

個別学習のセルモ 新町桜株教室 新町4-18-8 30-0961 教育サービス

(株)カシワ 新町4-19-9 32-0678 事務機器販売

GOLF FIT 新町4-29-3 32-7204 ゴルフ用品販売

サンドラッグ 青梅新町店 新町4-30-2 32-9279 医薬品・化粧品・雑貨

【塩　船】

【新　町】

7

http://www.chanchikido.jp/
http://www.t-net.ne.jp/~kohshuya/
https://www.ekiten.jp/shop_65539163
https://omejibika.com/
https://omesiesta.shopinfo.jp/
http://www.ja-nishitokyo.or.jp/
https://mb-station.com/
https://www.piemonte1.com/
https://foodplace.jp/pecora/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
http://sokenweb.com/
http://www.selmo.jp/sc/sakurakabu
https://kashiwa-corp.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

セブンイレブン青梅平松店 新町4-30-3 32-7676 飲食料品全般

メンズ・カット SADA 新町5-1-20 32-6737 理容業

魚民 青梅新町店 新町5-4-3 プライムプラザ1階 33-1388 居酒屋（TAKEOUT実施中）

古民家むく 新町5-4-8 33-9558 カフェ・レストラン

パティスリー シャロン 新町5-26-2 32-3555 洋菓子(生・焼)

仲町呑み処みんみん家(ミンミンチ) 新町5-29-2 27-1202 居酒屋

じょう鍼灸整骨院 新町5-32-15 シムラビル1階 33-0099 接骨院での施術

エース電気 新町5-41-4 31-8974 家電販売

そば處 津久茂 新町5-45-2 32-1230 そば・飲物

フレッシュタウンふかぼり 新町5-48-6 31-7877 酒・菓子

回転寿し活鮮 青梅新町店 新町6-5-7 32-9151 回転寿し

とん㐂 新町6-5-32 32-5151 とんかつ

ひらまつストア（べんとう工房ひらまつ） 新町7-1-16 31-1518 仕出し弁当・惣菜他

オニキス 新青梅店 新町7-5-4 33-6771 自動車販売・整備業

セブン-イレブン 青梅新町店 新町7-6-8 33-3603 酒・食品

温石亭 いちゑ 新町7-47-13 32-4590 割烹・小料理・寿司・うなぎ

セブンイレブン青梅日立前店 新町7-63-3 33-6405 コンビニエンスストア

(株)フィールド パティスリーミシェル 新町8-10-2 84-2980 洋菓子

そば処 和樂 新町8-20-9 33-0141 蕎麦

カレーハウスCoCo壱番屋 青梅新町店 新町8-26-3 30-0851 カレー

カーコンビニ倶楽部ビゴップ 新町8-29-3 78-0757 自動車板金塗装

ドン・キホーテ 青梅新町店 新町9-1-1 30-7011 菓子・日用品・家電等

(株)しまむら シャンブル青梅店 新町9-2-3 30-7187 雑貨

バースデイ 青梅店 新町9-2-4 33-9231 子供・マタニティ用品

(株)しまむら ディバロ青梅店 新町9-2-4 30-7273 靴

サプリメントショップ ハーベスト 新町9-4-2 33-1159 サプリメントの販売

(有)夢翔 新町9-4-2 33-1192 メガネ・補聴器

BAR BER SHOP ROUTE 新町9-4-30 78-2819 理美容

ウエルシア薬局 ラーレ青梅新町店 新町9-2016-14 30-3301 医薬品・化粧品・食品・日用品等

美光印刷(株) 新町9-2183-5 30-5433 商業印刷全般

プラス・トゥイル(株) 新町9-2183-5 美光ビル4階 080-3466-6433 オーダー家具・グッズ

【新　町】
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https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=802684
https://kominka-muku.jp/
https://www.patisserie-chalon.jp/
https://www.josinkyu.com/
https://ton-ki.com/
http://www.hirama2.com/
http://www.c-bigup.com/
https://www.donki.com/store/shop_detail.php?shop_id=123
https://www.s-birthday.com/
https://doctor-supple.com/
https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

車検のコバック青梅店 新町9-2203-4 32-3100 自動車整備

らーめん いつ樹 本店 新町9-2211 34-9424 らーめん・つけ麺・和え麺

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)丸芳 幻燈館 住江町9 24-2465 博物館・グッズ・食品

Caffé aki 住江町49-5 23-0321 パン・カレー・ビーフシチュー弁当

青梅日光堂 住江町55 22-4402 写真プリント・撮影

玉川屋 住江町55 22-2645 飲食店

力屋 住江町59 22-3933 祭江戸一 作業は富士姿

(株)間坂屋紙店 住江町60 22-6195 文具・事務用品

㐂代志寿司 住江町61-1 22-2219 寿司

道味 住江町68 22-3201 和菓子

リサイクルショップ ザッカマート 住江町74 78-0567 衣類・陶器・雑貨

津雲邸 住江町72-2 27-1260 歴史資料館

Come se' EpisodeⅡ 住江町72-1-1階 78-4802 美容業

リンパ療法MAKI整体院 住江町97-3 090-7425-4148 リンパ療法整体院

事業所名 住所 電話番号 主な取扱品目

(株)ふとんのハマノ 滝ノ上町1237 22-3563 寝具

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

カットサロン きむら 大門1-501-1 31-6658 理容業

大門米店 大門1-562-2 31-3781 米・食品

小山製菓 大門1-570-3 31-2700 万頭・焼き団子等

サイクルスポーツのざき 大門1-761-13 24-8128 自転車・バイク・販売・修理

多摩ワールドコーヒー 大門2-183-5 31-5334 レギュラーコーヒー・販売

(株)石川畳店 大門2-224 31-4011 畳・襖・障子

YZ(ワイズ)治療院 スポーツ鍼灸マッサージ 大門2-251-1 090-4525-1830 美容鍼・スポーツ鍼灸

【大　門】

【住江町】

【滝ノ上町】

【新　町】
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https://come-se.com/
https://tamaworldcoffee.com/
http://www.tatami-i.com/
https://yzchiryouin.jimdofree.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

橋本商店(まんまる亭) 大門3-2-9 31-8243 定食・野菜販売

ファミリーマート 海田大門三丁目店 大門3-1-9 21-3650 コンビニエンスストア

パッケージプラザ 青梅店 大門3-3-3 33-9133 食品容器・事務用品

ドラッグセイムス 青梅大門店 大門3-16-22 34-9531 医薬品・化粧品・雑貨・食品

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

理容マルイ 千ヶ瀬町2-186-3 23-3442 理容業

旬菜と手打ち蕎麦・うどんの店 稀星 千ヶ瀬町2-190-2 24-3266 蕎麦・うどん・ガレット

すし処 呑み処 「大将」 千ヶ瀬町2-193-1 25-2339 寿司・お刺身・焼き物・揚げ物など

津軽 千ヶ瀬町2-214 サンリーブMK105 23-0876 炉ばた焼

眼鏡市場 青梅千ヶ瀬店 千ヶ瀬町2-238-1 20-8041 眼鏡・補聴器・コンタクト

アイラッシュサロン キュート 千ヶ瀬町2-258-10 エステート千ヶ瀬103 090-1763-5762 まつ毛エクステ・ラッシュリフト・出張ヘアカット

手もみらあめん十八番 千ヶ瀬町3-471-1 24-4824 ラーメン・餃子

千ヶ瀬食糧販売 千ヶ瀬町3-553 22-2978 米・食料品

川よし釣具店 千ヶ瀬町4-259 22-3311 釣具

クリーニング アニカ 千ヶ瀬店 千ヶ瀬町4-288-4 24-4727 クリーニング

大龍軒 千ヶ瀬店 千ヶ瀬町4-313-2 24-2074 長崎ちゃんぽん

ジンギスカン七福 千ヶ瀬町4-313-2 MFビル2階 20-8747 飲食店

ドラッグストア マツモトキヨシ 青梅千ヶ瀬店 千ヶ瀬町4-326-1 20-8822 医薬品・日用品・化粧品

ライフステーションガレージK 千ヶ瀬町4-329-9 メゾンジュネス1階 21-1500 リサイクル商品販売

カット・スタジオ・Muku 千ヶ瀬町4-355 25-2702 理容業

セブンイレブン青梅千ヶ瀬4丁目店 千ヶ瀬町4-378-8 23-7702 食品・雑貨

とんかつ太郎 千ヶ瀬町5-604-1 23-4017 とんかつ・定食・アルコール提供など

レンタルレイアウト Tb青梅千ヶ瀬店 千ヶ瀬町5-627-2ホーユウパレス青梅107 090-8441-9532 模型鉄道車両のジオラマ内走行体験　等

(有)御菓子司 あら井 千ヶ瀬町5-634 22-3855 和菓子

酪王乳業 岸野牛乳店 千ヶ瀬町5-650 22-5727 乳製品

セブンイレブン青梅千ヶ瀬6丁目店 千ヶ瀬町6-805 25-3031 食品・雑貨

(有)榎沢商店 千ヶ瀬町6-856 22-3274 LPガス・灯油等販売

【千ヶ瀬町】

【大　門】
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https://shimojima.jp/shop/default.aspx
https://kirara0701.jimdofree.com/
http://ramen18ban.com/
https://www.garagek.jp/
https://coffeetb.jimdofree.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

イップク亭 富岡2-583-10 090-7190-6200 食品・飲料・アイス

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)日成エンジニアリング(ニッセイプリント) 友田町1-841-1 20-1888 オリジナルプリント

モバワン友田店 友田町2-759-1 25-0166 携帯電話

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

マミー美容室 仲町272 24-1491 美容室

金時 仲町276 22-5369 飲食店・天ぷら・うなぎ

ヘアープレイス ミュー 仲町293 いちご白書1階 23-5350 美容院

三升商事(いとはりや・ます屋) 仲町299 24-7531 婦人服・手芸・総合

清水時計店 仲町299 22-2712 時計店

青龍kibako 仲町303-2 78-4947 喫茶・軽食

(株)駒屋書店 仲町305 22-2017 書籍

みんみん家 仲町306 27-2055 飲食

近江屋商店 仲町309 24-6193 鞄

石原製菓 仲町317 24-6660 菓子・小売卸

和み処 ふくちゃん 仲町321-4 090-9325-3545 居酒屋

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

セブンイレブン青梅長淵1丁目店 長淵1-1022-1 21-2112 食品・生活雑貨

(有)八木燃料 長淵3-311 22-3039 水道工事・LPガス・灯油

(有)イシダオートサイクル 長淵3-758 24-1206 二輪車販売・整備

西東京代行社 長淵4-215-12 0120-17-2410 運転代行

セブンイレブン長渕店 長淵4-229-1 22-4618 お弁当・飲み物など

dailydish＆meatひきだ 長淵4-239-13 22-1714 揚物・惣菜

カフェレストラン縁 長淵4-481-6 78-4897 創作フレンチ

ホットマン青梅店 長淵5-251 24-9142 タオル製品

岩田ランドリー 長淵6-421 22-4758 クリーニング

【仲　町】

【友田町】

【長　淵】

【富　岡】

11

https://www.nissey-e.com/
https://mb-station.com/
https://www.facebook.com/guesthouse.seiryuukibako
https://enishi-2011.jp/
http://www.hotman.co.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

藍染工房 壺草苑 長淵8-200 24-8121 藍染商品

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

内沼きのこ園 成木1-90 74-4528 椎茸・きのこ料理・その他きのこ(秋のみ)

(有)野口商店 成木2-259 74-5245 燃料全般・ガソリンスタンド

(有)金子石油 成木5-627 74-4283 ガソリン・灯油・軽油

割烹 うらしま 成木8-30 74-5055 すし・うなぎ・手打ちそば

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

滝嶋塗装店 西分町1-26-7 23-0318 塗装

クレッシェンドやまだや 西分町1-29 22-2833 洋品店

ヘーゼル洋菓子店 西分町1-36 22-6967 菓子店(洋菓子)

ヘアサロンおしきり 西分町1-36 22-9018 理容院

居酒屋 常宿 西分町1-97 22-9242 やきとり・焼魚・揚物・煮物

炙り鶏 とりばこ 西分町1-98 27-0710 居酒屋

井上クリーニング 西分町1-113 22-3652 クリーニング

6月ハウス 西分町1-115 - アート

松竹理容 西分町1-117 22-8080 理容業

(有)三好屋 西分町2-61 23-3311 つり具・建材

緑樹園 西分町2-62 24-4187 生花店

美容室ひまわり 西分町2-63-1 25-2332 美容院

齋藤園 西分町2-74 22-3253 日本茶・海苔・茶道具

山﨑畳店 西分町2-87-3 22-2805 畳店

(有)柳丸 西分店 西分町3-104 22-5349 青梅せんべい・オーメノーブル・和菓子

梶燃料(株) 西分町3-119 23-2247 燃料販売

(有)繭蔵 西分町3-127 21-7291 創作和食

【西分町】

【成　木】

【長　淵】

12

https://www.kosoen-tennenai.com/
http://u-kinoko.jp/
https://www.ryumaru.jp/
https://kajinenryou.wixsite.com/ryujuan
http://www.mayugura.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(有)柳丸 野上店 野上町1-35-10 090-4828-8133 青梅せんべい・オーメノーブル・和菓子

(株)クリエイトエス・ディー 野上町2-4-7 20-5050 医薬品・化粧品等

セブンイレブン青梅野上2丁目店 野上町2-18-2 25-1125 弁当・おにぎり・洋菓子・和菓子など

(有)下田燃料 野上町2-267-1 22-0733 灯油・給湯器工事

(株)棚川工務店 野上町2-267-16 20-1331 工事(新築・リフォーム)

サンドラッグ 河辺店 野上町3-1-5 20-5031 医薬品・化粧品・雑貨

体のほぐし 野上町3-1-17 78-4768 リラクゼーションマッサージ

AOKI青梅店 野上町3-7-3 23-6888 紳士服・婦人服

クリーニング アニカ 野上店 野上町3-7-31 22-1975 クリーニング

由香里絵 野上町3-7-32 23-3559 洋菓子・焼き菓子

ヘアーサロン GRACE 野上町3-14-13 21-2400 理容業

業務スーパー 青梅店 野上町3-22-4 84-0840 食料品・飲料・お酒

そば処 つくも 野上町3-23 24-5000 そば・うどん・丼物

(株)サムライTシャツ 野上町4-5-5 74-9202 服飾品・マスク・印刷

エアシャレン 野上町4-8-15 84-2031 整体・リフレサロン

(有)でんきのアミ 野上町4-9-6 23-5045 家電品販売

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

(株)マルケイ 畑中1-128-5 22-1734 総合ギフト販売

縞竹屋酒店 畑中1-346-1 22-1865 酒類・食品・宅急便

シェ・タスケ 畑中2-169-3 21-1506 コース料理・洋食店(昼のみ営業)

セブンイレブン青梅畑中3丁目店 畑中3-515-1 85-8117 酒・飲料・食料品・雑貨

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

青梅クラフト館 梅郷2-177 76-0609 工芸品

Nail Salon 7×3〈ナナトリア〉 梅郷3丁目(詳細は予約時にご連絡いたします) 070-5374-4173 ネイルサロン

BBQ SPACE T-ROCK VILLAGE 梅郷3-846-5 76-0590 バーベキュー

紅梅苑 梅郷3-905-1 76-1881 和菓子製造・販売・飲食

ラフティング クルーソー 梅郷3-921-6 74-9386 ラフティング・喫茶

【野上町】

【畑　中】

【梅　郷】
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https://www.ryumaru.jp/
https://www.create-sd.co.jp/
https://ome-yukarie.com/
http://grace.vivian.jp/
http://samurai-tshirts.com/
https://erschallen.net/
https://denkino-ami.crayonsite.com/
https://marukei-gift.com/
https://www.chez-tasseke.com/oume/
https://totoki.exblog.jp/
https://nanatria.crayonsite.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

西東京農業協同組合 グリーンセンター 梅郷3-930-1 76-1325 野菜・米・食品等

ドラッグセイムス 吉野梅郷店 梅郷4-678-1 76-2816 医薬品・化粧品・雑貨・食品

HIBACHIYA 梅郷4-702-2 74-9393 飲食店

須崎商店 梅郷4-708-1 76-0725 日用品等

オートサービスオオギミ 梅郷5-955 76-1633 自動車販売・修理

伊藤薗 梅郷5-956-2 76-0755 梅干・お土産・工芸品

TAIRAYA吉野店 梅郷5-1111 76-1521 小売業(スーパー)

カットショップのり 梅郷5-1114-1 76-3150 理容室

七福 梅郷5-1115-1 76-0461 飲食店

獅子口屋梅郷支店 梅郷6-1330-1 76-0747 みやげ品小売

美よしの園 梅郷6-1331-2 76-0790 梅干し製造・販売

(有)ホンダ 梅郷6-1336 76-0220 ガソリン

手打ちそば 梅の内 梅郷6-1596 76-2358 手打ちそば

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

ファミリーマート 東青梅駅前店 東青梅1-7-1 20-0275 食品・日用品 他

Body&aroma salon-IZUMI- 東青梅1-10-13-303 090-1737-2465 リラクゼーションサービス

訪問サロン クローバー 東青梅1-14-1 グランツ東青梅203 080-4663-9608 健康維持サービス

青梅スイート・プラム 東青梅1-177-3 23-2155 レストラン・宴会飲食

(有)柳丸 東青梅センタービル店 東青梅1-2-5 1階 24-5349 青梅せんべい・オーメノーブル・和菓子

モスバーガー 東青梅センタービル店 東青梅1-2-5 20-1350 ハンバーガー・ポテト等

(有)山中米穀 東青梅1-7-2 22-2635 米類

レストランbee 東青梅1-8-6 84-2703 飲食(ライブ)

ファミリーマート 青梅成木街道店 東青梅2-1-7 20-8651 食品・日用品 他

vivace nail ＜ヴィヴァーチェネイル＞ 東青梅2-1-7 080-9713-2703 ジェルネイル・爪ケア専門

(株)佐藤スポーツ 東青梅2-2-7 24-8661 スポーツ用品・ランニング用品

麻屋とうふ店 東青梅2-4-3 23-0551 とうふ及びその加工品

(有)みちくさ 東青梅2-5-19 22-1300 焼き肉

海鮮火の鳥 東青梅2-5-27 20-0139 飲食店

shiki 東青梅2-5-30 78-4091 美容室

【梅　郷】

【東青梅】
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http://www.ja-nishitokyo.or.jp/
http://www.omeitouen.com/
http://www.menouchi.tokyo/
https://izumi-aroma.net/
https://clover-clayaroma.com/
https://www.ryumaru.jp/
https://ameblo.jp/vivace-heart/
http://satoh-sports.com/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

井川眼鏡店 東青梅2-11-19 NTビル1階 22-1038 メガネ・補聴器・時計電池

(有)火打だんご本舗火打庵 東青梅2-12-6 24-0122 和菓子・茶道具

味が自慢のお店 こいずみ 東青梅2-13-8 22-0222 居酒屋(焼鳥・寿司・刺身)

(株)マルフジ 東青梅店 東青梅2-14-2 23-0151 青果・鮮魚・精肉・惣菜・加工食品など

読売センター東青梅 東青梅3-4-21 22-7628 新聞・書籍・食料品等

寿司勝 東青梅3-8-31 22-4494 海鮮丼・おすすめにぎり

(有)ナミキトレイディング 東青梅3-9-3 22-9181 婦人服・毛糸・織物用具

グランドスラムヤマカワ（有）山川タイヤ商会 東青梅3-10-3 24-2388 自動車タイヤ・ホイール販売業

セブン-イレブン青梅東青梅3丁目店 東青梅3-12-1 21-6732 コンビニエンスストア

六万通りはりきゅう接骨院 東青梅3-15-1 21-2215 整体・はり・きゅう

（有）オフィスマナカ 東青梅3-17-28 21-0635 食品・日用品 他

(有)桑田商店東青梅給油所 東青梅3-24-11 22-4818 ガソリンスタンド

Bisteria Gufo 東青梅4-9-3 21-3150 イタリア料理・ワイン

マッサージルーム コリトル 東青梅4-9-7-1階 36-9316 鍼灸・マッサージ・指圧・整体

(株)金子商店 東青梅4-13-11 22-2792 わさび漬など

日本の心青梅店 東青梅4-14-13 22-8111 仏壇・仏具・墓石・葬儀

青梅薬剤センター薬局 東青梅4-17-32 23-8880 調剤薬局・OTC販売

清水燃料(株) 東青梅4-19-7 22-5205 ガス・灯油・器具

(株)成電社 東青梅5-20-3 23-0271 家電製品

セブンイレブン東青梅5丁目北店 東青梅5-23-1 23-7100 米飯惣菜加工食品等

長谷川オートサイクル 東青梅店 東青梅5-23-23 22-8008 オートバイ

青柳自販 (株)あおやぎ 東青梅5-26-5 23-6110 車両販売・車検・整備

セブンイレブン青梅四小前店 東青梅6-28-2 22-8687 食品・雑貨など

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

京王自動車多摩西（株） 青梅営業所 日向和田1-69-18 25-2112 タクシー

山城屋 日向和田2-306-4 24-4763 そば・川魚・うなぎ

(株)フクダオイル 日向和田3-526 23-0138 揮発油(ガソリン・軽油・灯油)

蓬莱屋支店 日向和田3-528-2 23-4129 お酒・ビール配達します

自転車人の店クロチェリスタ 日向和田3-535-11 27-4261 自転車

【東青梅】

【日向和田】
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https://www.hiuchian.jp/
http://namiki-tr.com/
https://6hariseitai.com/
http://corridor-acu.com/
https://www.kaneko-inc.com/
http://www.n-kokoro.co.jp/
http://www.myph.jp/aoyaku/pc/index.html
http://www.shimizu-nenryo.co.jp/
https://ome-bikes.com/
http://aoyagi-grp.com/
http://www.ome-yamashiroya.co.jp/
https://crocerista.grupo.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

セブンイレブン 青梅日向和田3丁目店 日向和田3-566 25-1020 食品

は万の製菓 日向和田3-720 22-5620 和菓子

(株)四谷自動車 日向和田3-773-1 22-4749 自動車整備

BARBER 武 日向和田3-875-8 22-0089 カット・シャンプー・シェービング

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

吹上薬局 吹上340-2 24-9283 調剤・医薬品・雑貨

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

ファミリーマート 海田岩蔵街道店 藤橋1-396-2 30-0282 コンビニエンスストア

ヘアーサロンクジライ 藤橋2-78-7 31-3819 理容業

静蕎庵 藤橋2-531-3 31-9887 蕎麦

ドラッグセイムス 青梅藤橋店 藤橋2-561-4 32-5001 医薬品・化粧品・雑貨・食品

セブン-イレブン青梅藤橋2丁目店 藤橋2-563-3 31-0255 コンビニエンスストア

英弘自動車 藤橋3-5-10 31-8145 自動車整備・販売

青梅オートサービス興業(株) 藤橋3-7-4 31-6541 ガソリンスタンド・自動車販売整備

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

武田商店 二俣尾1-297 78-8319 米穀・燃料・ガス

東京・青梅石神温泉 清流の宿 おくたま路 二俣尾2-371 78-9711 日帰温泉入浴・土産販売

しゅう家 二俣尾2-373-1 74-9320 会席料理・甘味喫茶

セブンイレブン青梅二俣尾店 二俣尾3-913-1 78-8962 食品・酒・雑貨

(株)でんきのえんどう/メルテスえんどう 二俣尾4-956-4 78-9595 家電販売・設備工事・リフォーム

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

コスメティックハウス　うめや 本町117 22-2622 化粧品・化粧雑貨

cafeころん 本町117 080-5491-4400 カフェ

【日向和田】

【二俣尾】

【本　町】

【吹　上】

【藤　橋】
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http://sakamanjyu.jp/
http://www.tokyo-okutamaji.jp/
http://www.umeya-o.co.jp/
http://www.chanchikido.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

カラコロ堂治療院 本町117-12 080-5549-1153 鍼灸治療

理容橋伝 本町120 22-2084 理容室

グラスワークスタジオminamo 本町120 24-5544 ガラス工芸

ブーケ 本町120 24-6566 洋品店

青梅駅前耳鼻咽喉科 本町120 84-0506 耳鼻咽喉科クリニック

(株)釜屋 本町123 24-5135 建築金物・家庭金物・塗料

まちの駅青梅 本町126 22-0888 物産店

宣ちゃんキムチ 本町126 22-2282 飲食

廣瀬商店 本町130 22-3233 くだもの店

小林整骨院 本町130 24-5608 整骨院

桑田茶海苔舗 本町130-14 22-3739 茶販売

あゆみ歯科 本町130-19 21-7178 歯科

鈴木歯科 本町130-24 22-5555 歯科

うめや青梅店 本町130-25 24-0107 化粧品

小峰時計店 本町130-25 22-2354 時計店

喫茶ここから 本町130-25 福島学園ビル2階 84-0678 食事・デザート・飲物

つぶあんカフェ 本町131 21-7887 飲食

丸梅花店 本町131 22-4534 生花店

ニューミスターラーメン 本町131 23-0310 ラーメン店

和気あいあい 本町131 23-1525 婦人服・子供服店

魚民 青梅駅前店 本町131-1 岸田屋ビル 1階 21-0388 居酒屋（TAKEOUT実施中）

みどりや文具 本町131-7 22-3637 文具・画材・デザイン用品

フルーツ・野菜専門　やおうめ 本町131-12 22-2719 フルーツ・野菜専門店

青梅駅前歯科 本町131-14 23-6600 歯科

ぜん 本町131-14 22-8549 飲食

鶴家 本町131-21 22-4839 飲食

かねやま水産 本町131-23 青梅中央ビル1階 21-1046 惣菜・鮮魚販売

ままや 本町131-24 23-0882 居酒屋

セブンイレブン青梅駅前店 本町131-26 25-1855 コンビニストア

岩浪石材店 本町131-26 岩浪ビル 22-3212 石工品

かみやはきもの店 本町133 22-4405 婦人シューズ・サンダル

【本　町】
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https://www.karakorodou.com/
https://www.matinoeki-oume.com/
http://www.umeya-o.co.jp/
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事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

サイクルハーバー青梅 本町134 84-0075 サイクリングスタジオ

久保家電青梅店 本町134 23-5151 電器店

回春堂薬局 本町137 22-3200 薬局

清光堂 本町137 22-2316 書店

梅文社 本町138 22-2824 葬祭業

カワスギ陶器店 本町139 22-2874 食器一般・花瓶・招き猫他

ホテイヤ傘店 本町142 22-3214 雨傘・晴雨兼用傘・バック

ふとん三田屋 本町144 22-2923 羽毛ふとん・パジャマ・綿打直し

青梅麦酒 本町145 78-3106 飲食店

十字堂 本町148 22-2237 薬局

萩原商店 本町149 22-2955 衣料品店

家具工房BUTLER 本町150 76-3592 家具

青柳商店(青柳自転車店) 本町152 22-2610 自転車販売及び自転車の修理

伊勢屋豆腐店 本町152 22-3714 豆腐

八百一 本町152 22-2056 青果物店

大野金物店 本町152 22-2350 金物店

寿々喜家 本町153 22-2064 和食・うなぎ・天ぷら

偕楽 本町154 22-2211 飲食

スナックひろせ 本町160 22-3648 スナック

一松肉店 本町160 22-7295 食肉店

D/W COFFEE 本町160-18 27-9129 コーヒー・パスタ・ケーキ

バーバーはまなか 本町198-18 22-8077 理容業

とんかつ宗八 本町201 22-2054 飲食

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

井上商店 御岳1-88-2 78-9518 酒店

(有)清水モータース 御岳1-109 78-8481 自動車整備

隼 御岳1-165-10 090-5498-3486 飲食店

渓竜 御岳1-167 78-7151 飲食店

ビックスマイル奥多摩ベース 御岳1-178-1 0771-29-5370 ラフティング

【本　町】

【御　岳】
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https://www.facebook.com/omebeer.tokyo/
https://www.gekiryu.com/okutama/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

炭鳥蔵IKADA 御岳2-313 85-8726 炭火焼鳥

奥多摩フィッシングセンター 御岳2-333 78-8393 管理釣場・バーベキュー施設

御岳登山鉄道(株)滝本売店 御岳2-483 78-8121 各種土産品

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

御岳登山鉄道(株)御岳山売店 御岳山17 78-8497 各種土産品

宝亭支店 御岳山17 78-8450 みやげ品

富士峰軒 御岳山17 78-8451 みやげ

静山荘 御岳山43 78-8445 日帰り滝行

登奈利荘 御岳山49 78-8447 予約での食事

うつぼや荘 御岳山50 78-8462 日帰りの食事提供・要予約

丸山荘 御岳山51 78-8441 食事

東馬場 御岳山54 78-8446 茶処・軽食

片柳荘 御岳山56 78-8461 飲食

嶺雲荘 御岳山57 78-8501 昼食(和食)

秋山荘 御岳山59 78-8463 各種御膳・会席膳

藤本荘 御岳山64 78-8464 食事

原島荘 御岳山65 78-8973 会席料理

憩山荘 御岳山75 78-8566 食事

能保利 御岳山95 78-8443 手づくりおさしみコンニャク付き

山楽荘 御岳山108 78-8439 昼食・お土産

南山荘 御岳山111 78-8449 ピザ・サワ―ドリンク他

山楽茶屋 古狸山 御岳山119 78-8439 カフェ・喫茶店

御岳山荘 御岳山123 78-8474 食事

民芸の宿 山香荘 御岳山137 78-8476 食事

西須崎坊 蔵屋 御岳山142 78-8473 食事処

千本屋 御岳山143 78-8746 そば・うどん・お土産品

駒鳥売店 御岳山146 78-9298 お土産品・飲食

亀屋 御岳山148 78-8570 わらびもち・飲食・土産品販売

紅葉屋 御岳山151 78-8475 そば店

【御　岳】

【御岳山】
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事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

寿屋 御岳山152 78-8703 そば・ラーメン・カレー

宝寿閣 御岳山161 78-8448 飲食

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

手打ちそば きり山 御岳本町138-6 78-7424 飲食店

武田商店 御岳本町257 78-8327 米店

ミタケ電気商会 御岳本町266 78-8540 電器店

師岡洋品店 御岳本町266 78-8655 洋品店

お宿とごはん処 やお九 御岳本町266 78-8411 飲食

手打ち蕎麦ごろう 御岳本町266 74-9419 飲食店

リバーベースHALAU 御岳本町266 74-9266 フィールドスポーツ

リバーボードクラブ 御岳本町266 080-6064-6638 フィールドスポーツ

青梅市観光協会 御岳インフォメーションセンター 御岳本町332 85-8652 地元物産・ビール・パンなど

手打ちラーメン 東峯園 御岳本町334-17 78-8376 飲食店

MITAKETERRACE(ミタケテラス) 御岳本町339-1 85-9012 飲食店

のしこん本舗 御岳本町340 31-3225 こんにゃく

ヘアーサロンタナカ 御岳本町343 78-8519 理容室

B-YARD 御岳本町359 050-5372-8491 BBQサービス

マウンガ 御岳本町359 74-9235 アウトドアショップ

みたけ大学いも学部 御岳本町359 31-5951 飲食店

café monaca 御岳本町359 090-7816-3371 飲食店

駅前山小屋A-yard 御岳本町359 74-9453 ラフティングツアー

みたけレースラフティングクラブ 御岳本町359 74-9453 ラフティングツアー

玉川屋 御岳本町360 78-8345 飲食店

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

柳屋 森下町526 22-2271 米・狭山茶

【御岳山】

【御岳本町】

【森下町】
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https://www.omekanko.gr.jp/
http://mitakerc.net/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

Come se' 師岡町2-395-4 ラフォーレディテ1階 78-4866 美容業

手打ちうどん ときわ 師岡町3-11-10 24-5773 うどん

ドラッグセイムス 師岡店 師岡町3-18-1 24-1939 医薬品・化粧品・雑貨・食品

COMODO(コモド) 師岡町3-19-1 23-6616 婦人服

中華 天龍 師岡町3-19-1 24-4728 中華料理店

餃子火の鳥 師岡町3-22-4 84-2056 飲食店

（株）マツモトキヨシ 青梅野上店 師岡町3-23-12 24-9571 医薬品・日用品・化粧品

（株）コナカ 青梅店 師岡町4-9-16 24-7499 スーツ・フォーマル

楽家 師岡町4-11-1 ヴィラ・エイジ103 23-4311 リラクゼーション

YC河辺 師岡町4-11-9 22-2937 新聞

にしやま動物病院 師岡町4-11-14 22-1199 動物病院

メガネポート 河辺店 師岡町4-2-13 22-5434 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

ビストロ ペンタ 師岡町4-2-8 ホテルコンフェスタイン河辺1階 24-5558 洋食・イタリアン

やきとり ふうちゃん 師岡町4-7-1 25-3121 焼鳥・ステーキ・牛まん

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

さぬきうどん 柚木町1-26 76-1536 うどん・ご飯もの

サチヘアースペース理美容室 柚木町1-52-8 76-3253 理美容業

そばと茸の里 じゃもの 柚木町1-78-3 27-0973 そば

美lieve 柚木町1-148-11 080-2028-1013 エステサロン

(有)鳥居前商店 セブンイレブン青梅柚木店 柚木町1-148-2 76-0435 食料品他小売業

市川商店 柚木町2-328-6 76-0828 ガス・灯油・器具

ドラッグセイムス 青梅柚木町店 柚木町2-330-3 77-7671 医薬品・化粧品・雑貨・食品

ラフティングwinds 柚木町2-411-1 85-9210 ラフティングなどのアウトドアツアー

お好み焼 久ちゃん 柚木町2-418-2 74-9205 お好み焼・もんじゃ焼

澤乃井櫛かんざし美術館 柚木町3-764-1 77-7051 美術館・売店

カヌースクールグラビティ 柚木町3-787-9 76-0981 カヤック体験

【柚木町】

【師岡町】
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https://come-se.com/
http://lakuya-ome.o.oo7.jp/


事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

MAGNOLIA 和田町2-240 78-3356 コーヒー・ケーキ・軽食

いなりや 和田町2-419-7 76-0915 飲食店

事業所名 住　所 電話番号 主な取扱品目

藤波結花ミュージック・プロダクション 所在地は複数の為、ご連絡の上ご確認ください。 03-6869-7839 演奏・ピアノレッスン

【その他】

【和田町】
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