
平成２７年９月８日

国分寺市商工会

取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

セレオ国分寺 南町 3-20-3 327-1111 一部使用できない商品･サービスがあります

国分寺マルイ 南町 3-20-3 323-0101 一部使用できない商品・サービスがあります

西友　国分寺店 本町 2-10-2 322-3311 スーパーマーケット

オーケー㈱国分寺店 本多 2-3-1 323-6500 スーパーマーケット

㈱マルエツ国分寺南口店 南町 3-9-15 327-3540 スーパーマーケット

東武ストア　にしこくマイン 泉町 3-35-1 323-2211 スーパーマーケット

いなげやina21国分寺西恋ヶ窪店 西恋ヶ窪 3-27-1 327-5281 スーパーマーケット

コープみらい　国分寺店 日吉町 3-22-1 575-3349 スーパーマーケット

㈱Jマート国分寺店 日吉町 3-3-9 325-2442 ホームセンター

㈱マルエツ戸倉店 戸倉 4-45-2 321-8814 スーパーマーケット

ピーコックストア国立弁天通り店 580-4731 スーパーマーケット

そば処居酒屋　俵屋 本町 2-3-1 321-0478 そば処居酒屋

リオ　カフェ 本町 2-3-2 325-3767

パスタ　ピザ　ハンバーグ

※こくぶんじカードポイント５倍

shotbar hideout 本町 2-7-3-2F 090-4091-7871

ショットバー

※10％引き

ﾜｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ&ﾊﾞｰ　Vin Passion 本町 2-10-5　2F 325-0872 レストラン　バー

ケンタッキー・フライド・チキン 本町 2-10-6 359-7500 フライドチキン

魚菜　日本橋亭　国分寺店 本町 2-11-5　2F 328-4700 居酒屋　鮮魚　鮨

国分寺ワイン酒場ウシカミGabu 本町 2-11-5　B1 320-8067

居酒屋　ワイン

※お会計より１０％引き※宴会利用不可

イタリア料理　ボンジョルノ 本町 2-11-5　B1 325-7782 パスタ　ピザ　デザート　ワイン　その他

中華そば　ふうみどう 本町 2-12-1 070-5544-2334 中華そば専門店

寅”むすこ食堂 本町 2-12-1 327-1220 定食　居酒屋

居酒屋にんじん 本町 2-12-4 325-4078 居酒屋

フジランチ 本町 2-13-6 324-1589 洋食

ヘルマーズキッチンカフェ 本町 2-13-7 322-5154 カフェ　創作料理

博多串焼　もつ鍋　まる 本町 2-15-5 3Ｆ 328-0294 串焼　もつ鍋　一品料理

老舗焼肉　京城苑 本町 2-15-5 323-5746 焼肉専門店

ラヂオキッチン 本町 2-17-2 325-9907 ワインと手作り料理

元禄 本町 2-18-16 323-4388 居酒屋

irico 本町 2-22-2 325-8878 うどん

長五郎 本町 2-23-2 323-2121 もつ焼き

江戸前　亀寿司 本町 3-4-1 323-8111 寿司

裏国分寺　うさぎ亭 本町 3-6-9 323-2940 居酒屋

がぶ飲みワイン酒場　TIGER BAL 本町 3-6-10 326-8989 居酒屋

八縁(ﾊﾁｴﾝ)　国分寺北口店 本町 3-7-23 323-3143 居酒屋　焼鳥

鉄板焼　Chimpanzee 本町 3-8-20 325-3666 鉄板焼

鉄板焼　みやじま亭 本町 3-11-16　２F 325-3434

鉄板焼　お好み焼ダイニング

※１ドリンク無料(４名様まで）

かぐら組 本町 3-12-2 312-2986 焼肉　ホルモン

家庭料理　京 本町 3-12-2 325-5449 家庭料理　魚の焼物、煮付け　他

国分寺甚五郎 本町 3-12-2 325-6916 うどん　そば

風車 本町 3-12-12 323-9729 喫茶　定食　ランチ

中華料理　東八軒 本町 4-1-11 324-7275 ラーメン　中華料理

㈲柳屋 本町 4-1-18 321-0013 寿司

サラダバーB.C 本町 4-13-13 323-5385

喫茶

※ミニチーズケーキorミニティゼリーをサービス

国分寺市プレミアム商品券『ぶんじ商品券』取扱店（ご利用できるお店）一覧

住  所

国分寺駅ビル

スーパーマーケット・ホームセンター

飲食店

この一覧表以外でも「ぶんじ商品券取扱店ポスター・のぼり旗」があるお店でご利用いただけます

立川市栄町　1-36-1
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

GYUTON 本多 1-5-3 323-0308 ラーメン　餃子　つけ麺

焼肉煉瓦舎 本多 1-5-4 324-2742 焼肉

居酒屋　ほのぼの亭 本多 1-6-3 325-2073 居酒屋

めし処　新和 本多 1-6-3 320-5473 とんかつ　ハンバーグ

プー横丁の店 本多 1-6-3　2F 323-9937 喫茶　スナック

Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　ＭＴ． 本多 1-6-3　B-2F 312-4973 カウンターバー

シレーナ　イタリア料理の店 本多 1-6-6 401-0737 イタリアンレストラン

羅漢果 本多 2-1-12 326-5141 中華料理

居酒屋ほくと 本多 2-1-21 325-6789 居酒屋　串焼　串揚

居酒屋たっこ 本多 2-1-15 406-1325 にんにく料理　刺身　焼き物他

欧風料理KAI 本多 2-16-18 325-6695 レストラン

料理とお酒　一滴 本多 2-16-4 324-6736 和食

ピーナツハウス 南町 1-14-6 323-5294

炭火バーベキュー＆やきとり

※マスターより一品サービス

トラットリア　カレラ 南町 2-1-27 325-3348 イタリアンレストラン

ちゃぷすい亭 南町 2-1-27 327-0032 中華料理

らいおん亭 南町 2-1-36 323-6261

ラーメン　餃子　つけ麺

※トッピング（味玉･のり･ワカメ・コーン・バター）のうち１点サー

ビス

お料理　結い 南町 2-6-12　 324-6933

和食

※お連れのお客様全員にワンドリンク無料（日本酒以外)

Sapo 南町 2-11-28 323-4519

バル　イタリアン

※ファーストドリンク無料

創作酒菜工房　月と猫 南町 2-16-19　2,3F 328-5063

創作料理　和食

※酒類ファーストドリンク半額

蕎麦　てる久 南町 3-1-2 313-8797 手打ち蕎麦

欧風カレー工房　すぷ～ん 南町 3-4-11 301-5405

カレー

※ライス・ルー大盛り無料

米寿司 南町 3-4-20 321-3934 寿司

チャイニーズレストランオトメ 南町 3-13-10 326-0678 中華料理

スナック雪 南町 3-14-5　B1 329-3199 スナック

北海道らーめん国分寺　味源 南町 3-16-5 329-3571

らーめん　餃子　酒類

※味付け半熟玉子サービス

そば処　豊年屋 南町 3-16-5 321-5847 そば　他

梅酒とワインの創作ダイニング　みやと・・・ 南町 3-16-5　3F 326-3737 梅酒･ワイン･その他約300種のお酒と創作料理

焼肉くろべこ国分寺店 南町 3-17-1　B1 329-1008 焼肉

日本料理　天松 南町 3-18-1 323-9734 和食　てんぷら　うなぎ

国分寺とんき 南町 3-18-4 325-3892 とんかつ

串焼スタンド芳一国分寺店 南町 3-19-6 326-9401 炭火串焼

㈲ガリバー 南町 3-23-2 325-5433 喫茶

くいしん坊　国分寺 南町 3-27-10 312-0395 居酒屋

元町広場カーニバル 東元町 2-8-6 326-3244 カラオケスナック

若松屋 東元町 2-13-19 325-5647 うなぎ　寿司

餃子　天福居 東元町 2-18-16 304-1029 餃子　ラーメン

カフェスロー 東元町 2-20-10 401-8505 カフェ　雑貨

サロン・ド・カフェ・ベルビュー 東元町 3-1-20 325-3791 レストラン　カフェ

演歌スナック美穂 東元町 3-1-20 323-9898 スナック

タラちゃんのCURRY KITCHEN 東元町 3-1-22 カレー

ドリームポケット 東元町 3-13-10 328-1210 コーヒー店＆教室

ふくろう茶房 東元町 3-15-1 208-3400 カフェ　ふくろう生体販売

町の居酒屋　西菜 泉町 3-26-27　B1 323-6330 居酒屋

高知・長崎の魚　まるひで 泉町 3-32-6 300-0220 高知･長崎の鮮魚居酒屋

酒蔵　一葉松 泉町 3-33-14 324-9610

和風居酒屋

※デザート人数分

ビストロ千俵 泉町 3-33-16　B1 325-0072

洋食

※オリジナル粗品進呈（はし置)

㈱ロッテリア　西国分寺レガ店 泉町 3-35-1　レガ１F 324-9660 ハンバーガー

うまいもんSAKABAちょこり 泉町 3-37-1 359-5380 居酒屋

㈲鳥芳 泉町 3-37-25 323-9956 炭火串焼居酒屋
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

酒々や 泉町 3-37-33 359-0338 串焼　おでん　他一品料理

味の民芸　西国分寺店 西元町 3-8-9 324-9816 うどん　そば　お膳を揃えた飲食店

茶房　蝸牛洞 東恋ヶ窪 6-27-1 321-2984 古民家カフェ＆ギャラリー

nonowa西国分寺　タリーズコーヒー 西恋ヶ窪 2-1-18 320-7250 コーヒー店

nonowa西国分寺　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　ＣＡＦＥ 西恋ヶ窪 2-1-18 359-1128 カフェ

ＨＡＮＡＭＡＲＵ　UDON　nonowa西国分寺店 西恋ヶ窪 2-1-18 320-8708 うどん　天ぷら

西国分寺　芳一 西恋ヶ窪 2-3-1 301-2234 炭火串焼居酒屋

麺処　更科 西恋ヶ窪 4-30-26 321-0144 そば　うどん　丼物

花子茶屋 日吉町 3-2-6 323-8412 そば　うどん

手打ち中華　孫市 日吉町 3-31-2 502-7051 手打ち中華そば

ぐるめらん 内藤 1-7-15 576-9948 レストラン

晩酌家　さんま 戸倉 1-2-13 201-7040 居酒屋

居酒屋　一成 富士本 1-21-9 572-2236 居酒屋

うなぎ　天好 富士本 1-21-44 575-7861 うなぎ　天ぷら

味の民芸　国分寺店 北町 2-19-3 325-5462 うどん　そば　お膳を揃えた飲食店

マクドナルド五日市街道北町店 北町 3-24-4 359-5691 ハンバーガー

麺場なっくる 光町 1-37-18 574-5156

ラーメン　つけめん

※味付け玉子サービス

嶋寿司 光町 1-38-22 576-2424 寿司　うなぎ　会席料理

とりいづか 光町 1-38-23 577-0395 和食

萬月 光町 1-38-33 574-5133 釜飯　うまい酒　うまい魚

ワインバルうららかくにたち 光町 1-39-19 573-8503 ワインバル　

手打うどん　やすけ 光町 1-40-1 576-1166 手打うどん　うどん製造販売　宴会

㈲ひらよし 光町 1-40-5 576-5256 とんかつ

レオーネ・ドーナツ 本町 2-7-3 323-6955

焼きドーナツ製造販売

※お会計より５％引き

ローソン国分寺本町２丁目店 本町 2-12-6 328-2115 コンビニエンスストア

セブンイレブン国分寺本町2丁目店 本町 2-13-1 321-5535 コンビニエンスストア

多根果実店 本町 2-23-2 321-0180 洋菓子

パンの家　ラ・ママン 本町 2-23-3 325-5107

パン製造販売

※オリジナルスタンプ１つおまけ

茶金 本町 3-4-3 321-0286 茶　乾物

㈲浅見畜産 本町 3-10-13 321-0128 精肉屋

サーティワンアイスクリーム国分寺店 本町 3-11-1 326-3731 アイスクリーム　関連商品

なかむら屋 本町 3-11-16 321-2263 和菓子製造販売

だんごの輪島　国分寺本店 本町 4-1-12 323-1611 季節の和菓子　だんご　太巻　おにぎり　他

くだものや 本町 4-13-12 322-3408

果物

※おたのしみ！

ろばや 本多 1-6-5 321-6190 オーガニック珈琲豆自家焙煎

喫茶ｃｏｆｆｅｅスペース21 本多 1-6-8 321-1977

珈琲サイホン器具　紅茶ニナス

※珈琲豆粉・紅茶・器具の物販は１０％引き

リカーショップあさみ＆おため酒や 本多 1-8-4 321-0175 酒類

㈲ファンフル洋菓子店 本多 2-1-1 325-5722 洋菓子製造販売

美好　国分寺店 本多 2-1-11 326-3896 のり巻　まんじゅう　だんご　各種

セブンイレブン国分寺本多2丁目店 本多 2-1-15 325-8610 コンビニエンスストア

ゲミュートリッヒ 本多 2-12-21

パン　焼菓子製造販売

※9/1よりお好きな焼菓子プレゼント

フランス菓子ロンポワン 本多 2-16-19 322-2267

洋生菓子　焼き菓子等　ご進物など

※当店のスタンプカードに１０００円分のスタンププレゼント

サンクス国分寺本多五丁目店 本多 5-12-1 300-0035 コンビニエンスストア

le fournil 木もれび 本多 5-22-6 325-7569 パン製造販売

パン屋キィニョン本店 南町 2-11-19 318-2139

パン　焼き菓子

※当店のオリジナルポイント２倍

ミニストップ国分寺南町２丁目店 南町 2-17-1 323-9661 コンビニエンスストア

御菓子司さかもと 南町 3-15-4 321-1864 和菓子製造販売

すぎもと米店 東元町 1-19-15 322-4838 店頭精米（玄米･七分搗・無洗米）

飯田米店（南口店） 東元町 3-1-16 321-0228 米

食品販売
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

肉の丸愛 東元町 3-13-10 321-5995 精肉　手作り惣菜　コロッケ　サラダ　等

セブンイレブン国分寺街道店 東元町 4-16-21 323-2255 コンビニエンスストア

セブンイレブン西国分寺駅前店 泉町 2-9-1 324-3755 コンビニエンスストア

ファミリーマート海田西国分寺店 泉町 3-6-3 327-1792 コンビニエンスストア

セブンイレブン西国分寺駅南口店 泉町 3-17-15 322-3220 コンビニエンスストア

アマネシ 泉町 3-28-11 321-4524 酒　米　駄菓子

不二家　西国分寺駅前店 泉町 3-35-1　レガ１F 322-9903 洋菓子製造販売

青果　しむら 泉町 3-35-1　レガ１F 326-0181 野菜　果物

Ann　Bee 西元町 3-6-14 359-4555 菓子　石けん　製造販売

手作りパンの店ボンジュール 東恋ヶ窪 2-14-3 323-3425 食パン　菓子パン　サンドイッチ

国分寺ファーマーズ・マーケット 東恋ヶ窪 4-23-8 324-2115 市内産農産物　国分寺ブランド

加藤精肉店 東恋ヶ窪 5-22-3 321-0604

精肉　焼とり（焼とりメインです）

※こくぶんじカードポイント2倍

㈲鈴木栄太郎商店 東恋ヶ窪 6-8-11 321-0379

米　他

※お米5㎏につき50円のサービス券・持ち帰りの方にはキャッ

シュバック

㈲おおもり 東恋ヶ窪 6-15-11 322-2161 枇杷の葉免疫自然療法ビワキュー

㈲宮寺酒店 西恋ヶ窪 1-38-2 321-5829 酒類

サンクス国分寺西恋ヶ窪店 西恋ヶ窪 1-46-7 320-4049 コンビニエンスストア

ビアードパパnonowa西国分寺店 西恋ヶ窪 2-1-18 326-2277 シュークリーム製造販売

にしこくマルシェ　しゅんかしゅんか 西恋ヶ窪 2-1-18 505-7315 地元野菜の直売

FOOD　PEDIA　nonowa西国分寺店 西恋ヶ窪 2-1-18 080-3480-3947 加工食品　酒

nonowa西国分寺　ドンク　ミニワン 西恋ヶ窪 2-1-18 316-8608 パン　ミニクロワッサン

p３pocket　nonowa西国分寺店 西恋ヶ窪 2-1-18 322-1130 加工食品　酒　スイーツ

ミスタードーナツ　nonowa西国分寺 西恋ヶ窪 2-1-18 320-7260 ドーナツ製造販売

NEWDAYS西国分寺１ 西恋ヶ窪 2-1-18 320-7255 コンビニエンスストア

NEWDAYS西国分寺２ 西恋ヶ窪 2-1-18 327-2756 コンビニエンスストア

KIOSK西国分寺 西恋ヶ窪 2-1-18 キオスク

フロプロステーシュnonowa西国分寺 西恋ヶ窪 2-1-18 320-1020 ケーキ製造販売

セブンイレブン国分寺西恋ヶ窪4丁目店 西恋ヶ窪 4-30-1 328-7303 コンビニエンスストア

お茶の静海苑 日吉町 2-15-2 575-9632 茶　乾椎茸　海苔　茶道具　陶磁器

Ｙショップ　日吉 日吉町 3-31-2 576-1505 パン　菓子　食品　日用品

青果小売㈲森田屋 日吉町 3-31-2 576-0996 青果物

鮮魚　仕出し　魚大 日吉町 3-31-2 572-3542 鮮魚　

肉のやざわ 日吉町 3-31-2 576-0144 精肉　千代幻豚

森田屋米店 内藤 1-10-50 572-0260 米

松本園製茶工場 東戸倉 1-6-3 321-1668 国分寺茶各種

㈲なべや清水商店 戸倉 1-23-8 321-2623 酒類

セブンイレブン国分寺戸倉２丁目店 戸倉 2-27-9 576-7255 コンビニエンスストア

セブンイレブン国分寺富士本２丁目店 富士本 2-23-3 572-6739 コンビニエンスストア

サークルK国分寺北町店 北町 2-24-1 329-1218 コンビニエンスストア

セブンイレブン国分寺北町２丁目店 北町 2-29-6 325-2610 コンビニエンスストア

八重垣 光町 1-38-29 576-2507 和菓子製造販売

セブンイレブン国分寺光町1丁目店 光町 1-39-19 577-1133 コンビニエンスストア

原青果 光町 1-43-23 572-3411 野菜　果物

ワインショップ　ユンヌ・ペルル 光町 1-45-12 540-0401 ワイン販売　オーガニック食材販売

スリーエフ国分寺光町店 光町 1-45-12 577-5554 コンビニエンスストア

㈲佐伯今男米店 光町 2-18-9 575-2022

米　酒　灯油販売

※５００円以上のお買い上げで配達します

髙島屋原田酒店 高木町 2-1-19 572-2751 酒　食品

織田島酒店 高木町 2-18-32 572-8858 酒　米　飲物　地場野菜

サークルK国分寺西町店 西町 3-16-20 576-2300 コンビニエンスストア

パティスリー　イチリン 西町 3-31-1 505-5008 洋菓子製造販売

ドン・キホーテ　ピカソ国分寺店 本町 2-2-8 320-5411 ディスカウントストア

薬の龍光堂 本町 2-2-11 321-7122 漢方薬　医薬品　健康食品

生活用品販売
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

和真メガネ　国分寺店 本町 2-9-8 325-4509

眼鏡販売

※粗品進呈

もり薬局　国分寺本店 本町 2-9-12 329-1786 医薬品販売

呉服のはたまん 本町 2-9-12 321-0039

呉服　ブラウス、パンツ等の洋装

※こくぶんじカードポイント５倍　又は正絹物５万円以上お買い

上げの方２～４割引

インテリア扇屋 本町 2-9-15 323-3002

カーテン　カーペット　クロス

※オーダーカーテン20～30%引き

浅見京染店 本町 2-10-1 321-2797

和服　和服小物　関連小物類

※日本手拭１本進呈（ご利用金額2,000円以上）

㈱メガネスーパー　国分寺店 本町 2-10-6 320-2225 メガネ　コンタクトレンズ　補聴器

内野家具店 本町 2-10-7 324-0565 家具　インテリア販売

ドコモショップ国分寺店 本町 2-10-8 0120-512-608 携帯電話販売

ココカラファイン国分寺駅前通り店 本町 2-10-9 300-0588 ドラッグストア

サンドラッグ国分寺本町店 本町 2-11-5 300-1707 ドラッグストア

３．１４カンパニー 本町 2-11-5　B1 325-3656 婦人服販売

はんこ屋さん２１　国分寺店 本町 2-12-3 300-1234 印鑑　ゴム印　印刷全般　表札等

K-1るり太 本町 2-25-5 323-8151 婦人服

シモダ薬局 本町 2-25-6 321-0669 医薬品　エステ（顔）

メガネライフ国分寺店 本町 3-4-3 325-0039

メガネ　コンタクトレンズ　補聴器　その他　小物

※粗品進呈　メガネ一式１０％引き

クリス・モア 本町 3-4-7 325-3454 婦人服　小物

たまや質店 本町 3-5-7 321-0720 ブランドリサイクル

ZOO　FACTORY　タケイ 本町 3-5-15 321-1332 洋服

ひゃくえん屋　大野企画 本町 3-6-14 328-5523 100円均一

auショップ国分寺 本町 3-11-1 0800-700-0755 携帯電話販売　ひかり回線受付　携帯関連商品販売

アカシア薬局 本町 3-11-14 329-8580 医薬品

本のリサイクル　ら　ぶかにすと 本町 3-11-16 359-0830 古本

㈲斉藤スポーツ 本町 3-12-2 321-3821

スポーツ用品全般

※こくぶんじカードポイント３倍

シナリーラルジュ営業所 本町 4-7-4 325-2401

シナリー化粧品　フェイシャルエステ

※パウチトラベルセットプレゼント

ジーンズメイト国分寺店 本町 4-13-6 359-3318 カジュアル衣料品販売

わかば薬局 本町 4-14-3 328-1122 医薬品

御影フラワー 本多 1-5-4 326-8783 生花　鉢花　植木販売　造園

トパーズ 本多 1-5-5 313-4371

ウィッグ　ケア用品

※店内商品１０％引き

はと屋洋品店 本多 1-5-7 321-1195 婦人・紳士洋品　肌着　靴下

エコメッセ・国分寺店 本多 1-5-8 313-8578 リ・ユース品販売

㈲尾崎金物店 本多 1-5-9 321-0110 建築資材・家庭金物　合鍵作成

東京靴流通センター国分寺本多店 本多 1-5-11 321-4396 靴

東陽堂印房 本多 1-6-3 324-2255

はんこ製造直販　各種印刷

※粗品進呈

いとう薬局 本多 1-13-14 324-1917

医薬品　医療雑貨

※粗品進呈

リサイクルブティックABC　国分寺店 本多 2-1-18 324-5959 婦人服　バック　ブランド品

Flower　Shop　ZILL 本多 2-1-18 324-3401 生花　鉢花

クィーンメリーアロマテラピーショップ（フレーバーライフ社）
本多 2-1-19 323-2677 エッセンシャルオイル販売

ルーシーズスタイル 本多 2-1-21

婦人服販売当店

※オリジナルスタンプ５倍

ファッションコパンマキ 本多 2-1-22 323-7077 婦人服販売

㈱ノムラ薬局　国分寺店 本多 2-3-3 312-4241 医薬品販売

キレイ工房　こまや 本多 2-15-25 321-2793 化粧品　エステ

パックマート国分寺店 本多 2-15-25 359-1989 ポリ袋　紙袋　食品容器　梱包資材

かじ萬 本多 4-18-1 321-2320 大工・左官道具

はなひろ 本多 5-1-24 326-0728 切花　鉢物

㈲井口葬儀店 本多 5-4-5 323-6920 仏壇　仏具　線香　ローソク

三立電器 南町 2-10-16 324-2262 家電販売

ポットバウンド 南町 2-11-16 328-3006 メンズ･レディース衣料品

㈱ブックセンターいとう(国分寺店） 南町 2-14-3 327-8968 書籍　雑誌
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

尾作生花店 南町 3-9-15 321-5839

生花　園芸用品　花鉢　観葉鉢

※こくぶんじカードポイント２倍

はやし屋 南町 3-9-25 322-4947 事務用品　包材

なかむら薬局 南町 3-9-25 321-5911 医薬品

吉田スーツ 南町 3-11-2 323-8383 オーダースーツ販売

アルソアオーノ 南町 3-11-19　３F 325-2313

化粧品　浄水器

※オリジナルスタンプ2倍

みづほ薬局 南町 3-15-10 329-8508 医薬品

コレクション・ギャラリー＆茶 南町 3-18-10 325-1107 輸入雑貨

多摩薬局 南町 3-18-17 321-0837 薬局　化粧品

㈱イトウ 南町 3-23-12 323-0073

時計パーツ卸売業

※腕時計電池交換通常600円のところ500円

文具･事務用品　山水堂 南町 3-23-3 324-1221 文房具　事務用品

京秀LaLa振袖館 南町 3-23-3　7F 316-8292

振袖　袴　浴衣　その他着物・小物類

※粗品進呈

日之出屋寝具店 南町 3-26-33 321-5229 寝具一般　布団リフォーム

㈲渡嘉 南町 3-27-9 323-6515 ガソリンスタンド

金井無線電機 南町 3-28-9 322-3874 家電販売　電気工事

サンコーテーラー 東元町 2-9-23 325-6103

洋服

※粗品進呈

もとまち漢方薬局 東元町 2-10-25 326-8780 漢方煎じ薬　漢方製品　健康茶

手作り陶芸　小物　さつき 東元町 3-4-19 326-3775 陶芸　革細工　ビーズ細工

SURF&SPORTS GREEN ROOM 東元町 4-14-25 325-2026 サーフ用品

サンドラッグ西国分寺店 泉町 2-9-1 300-2317 ドラッグストア

職人のいる店天章堂 泉町 2-9-3 324-0563 印鑑製作　ゴム印　各種印刷

カメラ＆ソニーのお店　スマイル 泉町 3-35-1　レガ１F 325-7789 蛍光灯　電池交換　写真　ソニー

ＢＯＯＫＳ　隆文堂 泉町 3-35-1　レガ２F 324-7770 書籍　雑誌

㈲橘電気商会 東恋ヶ窪 2-14-8 323-3315 家電販売

ミスタータイヤマン金井国分寺 東恋ヶ窪 2-15-4 323-1616

自動車タイヤ･ホイール･部品販売

※入替工賃サービス

㈲村野自動車整備工場 東恋ヶ窪 2-32-5 324-1639 自動車販売修理

ミツイキサイクル 東恋ヶ窪 2-33-8 322-0756

自転車販売修理

※自転車お買い上げの方に粗品進呈

モトスポーツ国分寺 東恋ヶ窪 3-19-25 323-3597 オートバイ販売修理

㈱サン・オーツ 東恋ヶ窪 4-20-14 322-9936 家電販売

AOKI恋ヶ窪店 東恋ヶ窪 5-13-4 325-9888 衣料品

ＢＯＯＫＳ　ORION　nonowa西国分寺店 西恋ヶ窪 2-1-18 312-2561 書籍

nonowa西国分寺　JINS 西恋ヶ窪 2-1-18 325-6700 メガネ　サングラス

森のなか 西恋ヶ窪 3-14-14 201-3156 生花店

三愛フラワー 西恋ヶ窪 4-30-13 321-7968 生花販売（切花・鉢物)

パナピットきよとも 西恋ヶ窪 4-30-28 321-4885

家電販売

※１万円以上のご利用でお醤油かサランラップをプレゼント

成美堂薬品 日吉町 2-13-13 575-7691 医薬品　化粧品　雑貨

佐久間サイクル 日吉町 2-15-6 572-2818 自転車販売修理

松下でんき 日吉町 2-15-18 572-6792 家電販売修理

㈲大竹建材 日吉町 2-34-9 572-3035

砂　セメント　ブロック　物置販売

※市内配達サービス

大久保でんき 日吉町 3-8-13 324-5832

家電販売

※粗品進呈

洋服の青山　国分寺店 日吉町 3-12-16 328-1156 メンズ･レディス衣料品

サンドラッグ国分寺日吉店 日吉町 3-14-28 300-2122 ドラッグストア

㈲中村自動車 日吉町 3-24-12 572-8915

自動車販売　整備　車検

※エンジンオイル50％引き

コスメバーひまわり 日吉町 3-31-15 572-5069 化粧品　エステ

野口電器　国分寺店 日吉町 4-30-15 324-3533 家電販売

はんこ屋さん２１　恋ヶ窪店 東戸倉 1-14-25 321-1415 印鑑　ゴム印　印刷全般　表札等

シグマ自動車㈱ 東戸倉 1-20-5 321-5444 自動車整備　販売

㈲フラワーペコ 富士本 1-20-2 575-1172

生花販売

※こくぶんじカード スタンプ2倍
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

㈲矢沢モータース 富士本 1-21-1 577-2160 自動車販売　整備

㈱ココカラファインヘルスケア

デイリーケアセイジョー国分寺並木

店

並木町 1-24-12 320-2351 ドラッグストア

ジャパン国分寺店 並木町 3-23-2 300-4566 酒、食品、医薬品、化粧品

㈲こうやま 北町 2-24-2 321-2420 自転車販売修理

㈲橋本電機商会 北町 4-16-28 321-3155 家電販売修理　電気工事　エアコン　換気扇

㈱Do２１くにたち 光町 1-27-7 572-1144 家電販売

アダチデンキ 高木町 1-21-27 572-7872

家電販売　修理

※粗品進呈

ウェルパーク国分寺西町店 西町 2-36-1 501-1305 ドラッグストア

サンドラッグ国分寺西町店 西町 3-24-11 580-0831 ドラッグストア

美容室･化粧品･花椿 本町 2-3-2 321-6739

美容室･資生堂・オリリー・カバーマーク・グラファー

※こくぶんじカードスタンプ２倍　資生堂化粧品２０％引き

美容室ポイントフォー 本町 2-3-5　2F 327-4776

美容室　お茶カラー　クセストパー専門店

※空クジなしクーポンとオリーブオイル付き

ビジネス千成ホテル 本町 2-4-5 325-5588 ビジネスホテル

カットスタジオ　ツカモト 本町 2-6-10-102 322-2543 理容室

㈱リョウシンホーム 本町 2-9-1 320-2900

不動産仲介　住宅リフォーム

※10％引き

いづみクリーニング 本町 2-9-20 321-2250 クリーニング

NICEクリーニング　国分寺北口店 本町 2-11-5 325-2929 クリーニング

写真工房　Ｐｒｉｎｔ　Ｗｏｒｌｄ 本町 2-12-3 321-0716

写真用品　プリント　証明写真

※デジカメプリント無料券進呈

税理士法人横溝会計パートナーズ 本町 2-12-2　6F 321-9583 税務相談　相続税シミュレーション

国分寺みんなの整骨院 本町 2-25-6 312-2332 整骨院

美容室CREAM 本町 4-1-10 359-3186 美容室

美容室　S'Asshu 本町 4-9-6 327-3033

美容室

※こくぶんじカードスタンプ２倍押し（TEL予約に限る)

HAIR　SHOP　KINDAICHI 本町 4-12-19　B1 325-5477 美容室

美容室　ニューリーフ 本町 4-12-22 323-3263 美容室

阿南税務会計事務所 本多 1-5-5-302 323-9933 税務相談　等

シンカイ写真館 本多 1-6-6 321-0289

七五三、成人式等記念写真撮影

※こくぶんじカードポイント５倍

㈱フェアーアルファー 本多 2-1-9 328-1586 人材派遣

㈲ホクシンハウスプランニング 本多 2-1-13 325-2345

不動産業　建築

※仲介･更新･内外装工事でクオカード贈呈

Indiba　Salon　Siesta 本多 2-1-22　２F 321-0202 エステサロン

美容室アルテ　国分寺店 本多 2-14-2 321-5250

美容室　ヘアケア商品の販売

※当店オリジナル商品券(500円相当)プレゼント（技術料金の

み使用可）

ピーウィット 本多 2-16-22 326-5055 美容室

モナミどうぶつ病院 本多 3-3-5 316-8631 動物病院

ヘアーサロンナグモ 本多 4-1-15 322-5456 理容室

川木屋クリーニング 本多 5-11-1 321-0453 クリーニング

ニューはとやクリーニング 本多 5-12-4 326-8782 クリーニング

㈱相互開発　本店 本多 5-12-5 321-0535 住宅リフォーム　不動産

ヘアモード　エスプリ 本多 5-13-9 321-3493

理容室

※５％引き

ヘアーサロンまるやま 南町 2-1-25 321-4781

理容室　カット　シャンプー　顔剃り

※大人２，０００円　子供１，２００円

バランス整体　孝 南町 2-1-26　２F 316-8384 整体業

㈱プリントショップ国分寺 南町 2-10-8 327-4311 年賀状ほか印刷物全般

みのる商事不動産 南町 2-11-18 321-3262

不動産仲介

※「みのりん」チョコレートプレゼント

国分寺駅前整骨院 南町 2-18-3-101 349-6095 整骨院　骨盤調整　マッサージ

熊谷かすみ礼法きもの学院 南町 3-4-16　３Ｆ 315-2795

着物着付け教室

※着付小物またはポーチ進呈（先着25名様）

㈲興洋エステート 南町 3-9-15 326-5124 不動産業

サービス
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

NICEクリーニング　国分寺南口店 南町 3-9-25 322-1143 クリーニング

エヌ・ケイ　ヘア　ガレージ 南町 3-12-5 329-3559 理容室

美容室アン 南町 3-15-1 321-4368 美容室　ネイル　着付け　ワックス脱毛

㈱西都建物 南町 3-22-11 300-2111 不動産業

こだまや法律事務所 南町 3-23-12　3F 300-2355 法律相談（相続・交通事故・一般民事・債務整理・離婚・税務等）

あおい鍼灸接骨院 南町 3-28-1 323-8800 鍼灸等　自費施術のみ使用できます

スタジオジャパネスク 南町 3-28-3 090-8018-8425 貸し会議室

パーマハウスあるるかん 東元町 1-19-31 324-7553 美容室　着付

つぼつぼ整骨院 東元町 2-8-2 312-4369

全身マッサージ　骨盤調整

※フットケアサービス

学びの森J-STUDIO国分寺校 東元町 2-13-10 349-6738 学習塾

ゆうき屋 東元町 2-13-12 321-1188 着物のクリーニング　しみ抜き

㈱BUNJI　保育スクールぶんぶん 東元町 2-13-15 301-2111 保育　パソコンスクール

桃の湯 東元町 3-1-20 321-2610 銭湯

クローバーペットクリニック　トリミング＆ホテル 東元町 3-4-21 325-5548 動物病院

宮坂洗濯本舗 東元町 3-13-8 323-2268 クリーニング

サロンドボエム 東元町 3-13-9 400-5720 美容室

おおなる整骨院 東元町 4-14-25 327-3446 鍼・マッサージ　自費診療のみ『ぶんじ商品券』利用可

㈲やまいち 東元町 4-14-28 321-1007 不動産業

フォト・ユー＆アイ　写真の雪岡 東元町 4-16-10 321-0849 写真撮影

セルモ国分寺西元町教室 西元町 2-9-28 312-0592

学習塾

※入塾料（21,600円）無料　受講料1ヶ月半額

泉シューズ靴修理店 泉町 3-9-1 323-2874 靴修理

理容フジノ 泉町 3-13-1 322-0992 理容室

美容室ムーンボゥ 泉町 3-37-1　２F 326-4153 美容室

岡孝土地㈱ 泉町 3-37-2 323-0300 不動産業

美容室アルテ　西国分寺店 泉町 3-37-31 328-0161

美容室　ヘアケア商品販売

※当店オリジナル商品券(500円相当)プレゼント（技術料金の

み使用可）

はたのクリーニング店 東恋ヶ窪 2-31-24 321-3219 クリーニング

ランドリー白誠舎 東恋ヶ窪 3-3-1 321-2722 クリーニング

丸菱クリーニング 東恋ヶ窪 4-18-7 322-0830 クリーニング

ヴィアコスタ 東恋ヶ窪 5-14-1 329-4210 美容室

ビューティショップクイーン 東恋ヶ窪 5-17-12 323-7906 美容室

研数会個別指導塾　西国分寺教室 西恋ヶ窪 1-36-3 322-0699 学習塾

nonowa西国分寺　リラクゼメイト 西恋ヶ窪 2-1-18 359-3351 リラクゼーション

ヘアープレイス　ユー 西恋ヶ窪 3-5-11 322-4655 美容室　ヘアケア　健康グッズ

理容　エルモ 西恋ヶ窪 4-30-27 322-2052 理容室　　

ビューティ髪形 日吉町 2-13-8 573-4551 美容室

富士印刷㈱ 日吉町 2-15-2 575-1104 一般印刷物

美容室ジャルディーノ 日吉町 2-15-4 575-3517 美容室

美容室アプリコット 日吉町 3-31-13 573-9645

美容室

※こくぶんじカードポイント３倍

クリーニングショップひまわり 日吉町 3-31-15 572-5069 クリーニング取次店

dogsalon KotaKuna 日吉町 4-18-37 313-8133 ペット　トリミング

進学塾　アルファ 東戸倉 1-28-4 401-0860

学習塾（小･中･高校生対象）

※入塾金（21,600円）無料

ヘアーサロンカキタ 東戸倉 2-11-9 324-4047 理容室　カット　シェービング　パーマ　カラー

美容室ロベ 戸倉 1-2-18 325-4569 美容室

NICEクリーニング　恋ヶ窪店 戸倉 1-3-3 323-2937 クリーニング

ゆき美容室 戸倉 1-7-5 323-3845 美容室

上道クリーニング 富士本 1-19-8 575-7708 クリーニング

Lovely Jolly 富士本 1-20-6 574-2238 美容室

フォトスタジオ　めるへん 富士本 1-21-15 576-1061 記念写真　証明写真

キュアヘアー 富士本 1-21-51 576-5455 理容室　訪問美容・理容の出張サービス

ナイスクリーニング新町店 新町 1-2-1 301-6869 クリーニング

髪処ささはら 新町 1-11-4 315-5598

理容室　男性カット、女性お顔剃

※特価「眉ほぐし」他ご新規様にも特典あり！
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取 扱 店 名

電話番号

局番は(042)です

お 取 扱 品 等

（※ぶんじ商品券利用時のお得情報）

住  所

㈱興和不動産 光町 1-1-1 572-5635 不動産業　賃貸　売買

安藤接骨院 光町 1-27-7 577-5004 接骨院

研数会個別指導塾　国立北教室 西町 2-37-36 575-4866 学習塾

佐伯畳店 本町 3-12-15 321-1042 畳

白木建設㈱ 本町 4-24-28 323-5714 住宅リフォーム　ホームライフサポーター（便利サービス）

㈱シノカツホーム 本多 2-1-14 326-5078 住宅リフォーム

㈲鈴木商事 本多 5-13-7　 321-0528

住宅リフォーム及び住宅機器販売

※住宅設備機器30％～６５％引き

㈱ハウスクルーズ 南町 3-16-7　10F 326-6401 住宅リフォーム

㈲大川畳店 東元町 1-19-29 321-7263 畳

㈱タカシマ 東元町 1-40-11 321-6044 耐震診断　耐震改修　リフォーム

㈲伸光工務店 東元町 2-2-12 323-6498 建設　住宅リフォーム　他

㈲平岡ホーム 東元町 3-13-10 325-1434 住宅リフォーム　他

タナカ塗装㈱ 西元町 2-9-13 321-1197 塗装

㈲本多工務店 西元町 2-14-18 321-2680 建設　リフォーム

㈲丸忠工務店 東恋ヶ窪 3-19-13 321-0525 住宅リフォーム　修理等

㈲栄組 西恋ヶ窪 1-46-1 325-1563 フェンス・カーポート等外構工事

篠﨑畳店 西恋ヶ窪 3-21-14 323-0132 畳

ファミリー塗装 日吉町 3-27-9 502-7364 塗装・リフォーム

㈱サカウエ 東戸倉 2-10-1 321-3587 住宅設備機器販売取付　水廻りリフォーム

清水畳店 東戸倉 2-12-39 321-4956 畳

㈲関口十一畳店 富士本 3-3-24 572-7977

畳

※粗品進呈

つかもとガーデン 富士本 3-22-56 806-9878 造園　剪定　植栽　庭仕事全般

内田建設㈱ 新町 3-20-11 323-2621 住宅リフォーム

飯沼電気㈱ 並木町 1-18-30 323-5414 電気　防犯　防災　空調工事

㈲大和工務店 並木町 3-3-6 321-7123 住宅リフォーム

㈱アットホーム 北町 2-25-39 304-0943 水廻り修理　住宅リフォーム

エネフィット㈱市川住設 光町 1-44-3 572-2904 住宅設備機器　関連商品

㈲大勝工業 光町 2-12-21 572-3308 住宅リフォーム等

㈱川島塗装 光町 2-13-13 576-3029 マンション･一般住宅の塗装

㈱ピュアフラットアート 高木町 3-10-18 510-1805

住宅塗装

※10％引き

◎商品券の有効期間は平成２７年８月２８日(金)～平成２７年１２月３１日(木)です。

　有効期間を過ぎた場合は理由にかかわらず無効となります。

◎この商品券は『ぶんじ商品券取扱店』の表示のある店舗のみで利用できます。

◎この商品券の表面に番号のないものは無効です。

◎この商品券で利用できないもの

・換金性の高いもの（商品券・ビール券・おこめ券・図書券・文具券・ギフト券などの各種商品券、切手、印紙、プリペイドカードなど）

・性風俗関連特殊営業に係るもの

・国や地方公共団体への支払い

◎この商品券の額面に利用が満たない場合は、つり銭がでません。

◎商品券の交換または売買はできません。

◎商品返品の際、返金はできません。

◎商品券の買戻し、現金とのお引き換えはできません。

◎商品券の紛失および盗難などに対し、発行者はその責を負いません。

◎汚損・破損等により商品券として利用できない場合は無効となります。

『ぶんじ商品券』をご利用にあたってのお願い

住宅関連
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