
スーパー 書店 パン 洋食店 写真館 電気関係
㈱いなげや秋津駅前店 野塩 Ｂooksいいだｸﾚｱ店 元町（1丁目） パンのみせ ｱﾝﾇｱﾝﾈ 上清戸 東ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ ムクティ 元町（1丁目） 遠藤写真館 松山（2丁目） ㈲秋津電気商会 野塩
サカガミ 清瀬店（ｽｰﾊﾟｰ） 元町（1丁目） 文房具 丸栄ベーカリー 松山（3丁目） キッチンスズキ 松山（1丁目） 整体・整骨・マッサージ ㈲小林電気 野塩
コンビニエンスストア さかえや文房具店 中里 ﾍﾞｰｶﾘｰｼｮｯﾌﾟどんぐり 松山（3丁目） ﾌﾟﾃｨﾎﾟﾜﾝ じょうねん（洋食） 松山（2丁目） カタクリ整骨院 野塩 ㈱大久保無線電機 松山（2丁目）

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬野塩1丁目店 野塩 ㈲宮崎文房堂 中里 和菓子 ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ　ﾊﾟﾅｽ 元町（1丁目） 松村接骨院 元町（1丁目） 清掃業
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬中清戸5丁目店 中清戸 文具の幸文堂 松山（1丁目） せんべ味億本舗 下清戸 ｲﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ　ｶﾝﾃﾞﾙ 野塩 おやま接骨院 元町（1丁目） おうちの掃談士カワサキ 野塩
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬駅北口店 元町（1丁目） 文具の坂田雅光堂 松山（2丁目） 創作和菓子 ほのか 元町（1丁目） 焼肉店 佐々木整体院 元町（1丁目） ㈲渋谷商事 中清戸
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬元町１丁目店 元町（1丁目） 常岡商店（文具・雑貨） 竹丘 御菓子司 奈か里 元町（1丁目） 焼肉  ホルモン ごっち 元町（1丁目） ふわっtto治療院清瀬店 元町（1丁目） おそうじ本舗　清瀬店 松山（2丁目）

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬梅園2丁目店 梅園 ドラッグストア・薬局 英（和菓子） 松山（1丁目） 焼肉 摩周 松山（1丁目） ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝいけだや。 松山（1丁目） 運輸業
食料品 ウエルシア清瀬中里店 中里 清月（和菓子） 松山（1丁目） 炭火ﾎﾙﾓﾝ焼 MIYAGI 松山（1丁目） リフレふれあい通り治療院 松山（1丁目） ＫＥＮドリーム 観光バス 中里
村正商店（宝くじ・食品） 上清戸 ケンコー堂薬局 野塩 清瀬 風月堂（和菓子） 松山（1丁目） はりとお灸の豐春堂 松山（2丁目） 不動産業
島田商店（菓子・食品） 下清戸 サンドラッグ清瀬下清戸店 下清戸 あられ・おせんべい専門店 栄草庵 松山（3丁目） 中華料理 ﾘﾌﾚｯｼｭｻﾛﾝ やすらぎ 松山（3丁目） ㈱田中地所部清瀬（不動産） 松山（2丁目）

小糸うどん 松山（1丁目） 漢方の池田紅参堂 元町（1丁目） 洋菓子 中国料理同心居 清瀬店 元町（1丁目） はりきゅうﾏｯｻｰｼﾞエール 梅園 医療・介護関係
丸城園（お茶） 竹丘 ココカラファイン清瀬店 松山（1丁目） ｽｨｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ ノイ 元町（1丁目） ラーメンそうすけ 元町（1丁目） もみの匠　清瀬店 元町（1丁目） 松村歯科医院 野塩
フードピアたけし（食品） 竹丘 ㈲あくつ薬局 松山（1丁目） 理容業 喜楽飯店 元町（1丁目） クリーニング 岩崎歯科医院 元町（1丁目）

鮮魚店 泰仙堂薬局 竹丘 理容ミッキー 中里 そば・うどん クリーニングハウスポピンズ 下宿 麦倉靴白衣店 梅園
魚三九（鮮魚） 松山（2丁目） 生花店 ヘアサロン　スニップ 中清戸 松庵（そば） 松山（1丁目） イーグルクリーニング 元町（1丁目） きこころ皮ふ科 竹丘
㈲高橋水産 竹丘 ブンガコテージ（生花） 松山（1丁目） ﾏｲﾍｱｰｻﾛﾝ 髪ｉｎｇ 野塩 そば処 尾張屋 松山（1丁目） ハマウラｸﾘｰﾆﾝｸﾞ松山店 松山（2丁目） たけのこ（介護施設） 竹丘
精肉店 山下花店 松山（2丁目） サミー理容室 上清戸 田舎うどん篠新 松山（2丁目） サンクリーニング 竹丘 ㈱ﾎｰﾑｹｱｾﾝﾀｰｲﾜｻｷ（介護用品） 中里
ミートマート オオシマ 元町（1丁目） 衣料品 ヤング理容 下清戸 うどん亭　なべきち 竹丘 ヨークリ（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ） 竹丘
肉の大丸 松山（1丁目） 太田屋呉服店 中清戸 ワイズヘアー 元町（1丁目） 寿司店 建設関係
シカゴチキン（焼鳥総菜） 松山（1丁目） リアルト（婦人服）西友２Ｆ 元町（1丁目） ﾒﾝｽﾞｻﾛﾝ たかみ 元町（2丁目） 喜久寿司 野塩 ㈲岩田工務店 下宿 新聞販売
㈲吉池精肉店 松山（1丁目） ジュピター（婦人服） 元町（1丁目） カットインホワイト 元町（2丁目） 寿し・うなぎ 三英 元町（1丁目） 自由設計の家㈱内田工務店 下宿 読売ｾﾝﾀｰ清瀬東久留米 松山（2丁目）

ﾌﾞﾃｨｯｸ マルマツ 松山（1丁目） 川村理容店 松山（1丁目） きんぺい寿し 元町（1丁目） ㈲Ｎハウスエンジニア 下宿 ガソリンスタンド
野菜・青果販売 ㈲ともや（婦人服） 松山（2丁目） ﾍｱｰｻﾛﾝ ふかざわ 竹丘 清瀬旭鮨 松山（1丁目） 中島清瀬畳店 中里 松村石油㈱清瀬給油所 中里
ひまわりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ農産物直売会 上清戸 雑貨店 理容タカス 竹丘 秀寿し 松山（1丁目） ㈲山下実工務店 中里 空手道場
㈱神明青果 松山（1丁目） 生活を彩る雑貨屋さんEFT.SIZ 元町（1丁目） ﾒﾝｽﾞｻﾛﾝ ウイング 竹丘 鮨梅忠 松山（2丁目） 渋谷工務店 中里 誠真会館 清瀬道場（空手） 元町（1丁目）

関川くだもの店 松山（2丁目） 自転車 美容業 二葉寿司 松山（3丁目） ㈱優美設備（水道工事） 中里 その他
ｻｲｸﾙﾃﾝﾎﾞｽ（自転車） 上清戸 ビューティー岩田 中清戸 喫茶 ㈲中村工務店 中里 渋谷けいし事務所 中里

酒類販売 松村輪業 松山（1丁目） ヘアモード・ルーツ 中清戸 カフェギャラリー縁 野塩 ㈲古名工務店 中里 ㈱ソーシン（美容健康商品） 松山（1丁目）

加寿屋酒店 下宿 村越自転車店 松山（2丁目） ㈲フリーダム（美容） 元町（1丁目） Caｆeふわっとん 上清戸 ㈲美建 中里
澁谷酒店 中里 車関係 美容室ホットスタッフ 元町（1丁目） 珈琲亭 梓 松山（1丁目） ㈱ワンダークラフト 中里
元町　藤小西（酒類） 元町（2丁目） 車検のコバック　清瀬店 下宿 シェモア美容室 松山（1丁目） みんなのタコ公園 松山（1丁目） ㈲大新工務店 中清戸 きよせ健幸ポイント
藤小西酒店 竹丘 ㈲アイズオート 下宿 カトレア美容室 松山（1丁目） カフェ　サンハウス 梅園 ㈲和哲設備工業 野塩
牛乳販売 朝日自動車㈱ 下宿 HAIR LOUNGE　EN（美容） 松山（1丁目） 清瀬療護園内CAFÉﾃﾗｽ honobono 竹丘 松村鉄工所 野塩 地域商品券参加店
㈱ムーヴ・オン 中里 ㈲山一自動車商会 中里 ﾊﾞﾗのｼｬｰﾘｰ美容室 松山（2丁目） 居酒屋・酒処 ㈲松村建具店 野塩
前田乳業 上清戸 田中自動車工業所 中清戸 絵夢美容室 松山（3丁目） 居酒屋ひーくん家 中里 ㈲小久保畳店 野塩 令和４年5月27日現在
明治牛乳清瀬販売所 野塩 横山自動車販売㈱ 松山（1丁目） 美容室コスモ 松山（3丁目） 西のやかた（焼鳥居酒屋） 野塩 ㈲内野鈑金工業所 野塩 　　　　　　（業種別）
メガネ・時計販売 ㈲西舘自動車 旭が丘 ﾋﾞｭｰﾃｨ・レイクシャイン 竹丘 和食居酒屋　力 上清戸 大熊工務店 上清戸
メガネ　パインビレッジ 中里 家電販売 フィットネス イカバル×肉バルＨaru 元町（1丁目） ㈱田中住宅設備 上清戸 商品券取扱店は随時更新されます。

㈲佐藤俊雄眼鏡時計店 元町（1丁目） デンキチ清瀬店 上清戸 ARK24FITNESS GYM（ジム） 松山（1丁目） 旬菜魚 hiro 元町（1丁目） ㈱小山工務店 上清戸 商工会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認下さい。

メガネストアー清瀬店 松山（1丁目） 東京ＰＣサービス（家電） 元町（1丁目） ガス販売 はなの舞清瀬南口店（居酒屋） 松山（1丁目） ㈲センバ建装 下清戸 新型コロナウィルスの影響により

阿部時計店 松山（1丁目） ㈲日昭電気 松山（1丁目） ㈲及川燃料店 上清戸 食呑楽 きまぐれ 松山（1丁目） 伊藤工務店 元町（2丁目） 休業等で利用できないこともあります

㈲笠原デンキ 竹丘 ㈲岩崎商店（酒ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ） 元町（1丁目） 食楽 おばこ 松山（1丁目） ㈱ヤマシタ（お茶・建築） 松山（2丁目）

ふとん販売 ㈱石塚（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ） 松山（2丁目） いざかや 楽笑 松山（2丁目） ㈲水道ポンプ細山営業所 松山（2丁目）

ふとんのﾘﾋﾞﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ河口 元町（1丁目） 印刷業 和食 スナック 大寿技建㈱ 竹丘
㈲まつや寝具店 松山（2丁目） ㈲スガハラ印刷 松山（2丁目） ふぐ・すっぽんと美味い肴すゞき 元町（2丁目） サン★ミュール（ｽﾅｯｸ） 松山（1丁目） ㈱山崎工務店 竹丘

小池印房 松山（3丁目） 和食さと　清瀬店 下清戸 ㈲トキワ（ｽﾅｯｸ） 松山（1丁目） ㈲大澤建具店 旭が丘
娯楽ハウス トキワ 松山（1丁目） ㈲高橋鈑金 旭が丘



　　　　　　　　　　　　　　　　　きよせ健幸ポイント地域商品券取扱店名簿　　　              　　　　　　　　　　　　　　  令和４年5月27日現在

№ 店名又は屋号 № 店名又は屋号 № 店名又は屋号 № 店名又は屋号 № 店名又は屋号 № 店名又は屋号
1 ク リ ーニングハウスポピンズ 1 明治牛乳清瀬販売所 1 松村接骨院 1 阿部時計店 1 はり と お灸の豐春堂 1 麦倉靴白衣店

2 車検のコ バッ ク 　 清瀬店 2 西のやかた（ 焼鳥居酒屋） 2 ｽｨ ﾂーｶﾞ ﾃー゙ ﾝ ノ イ 2 松庵（ そば） 2 村越自転車店 2 ｾﾌﾞ ﾝｲﾚﾌﾞ ﾝ清瀬梅園2丁目店

3 加寿屋酒店 3 ㈲秋津電気商会 3 中国料理同心居 清瀬店 3 珈琲亭 梓 3 ㈱石塚( ﾌﾟ ﾛﾊ゚ ﾝｶﾞ ｽ） 3 カ フ ェ 　 サン ハウス

4 ㈲岩田工務店 4 カフェギャラリー縁 4 リ アルト （ 婦人服） 4 そば処 尾張屋 4 いざかや 楽笑 4 はり き ゅ う ﾏｯｻー ｼﾞ エール

5 自由設計の家㈱内田工務店 5 ㈱いなげや秋津駅前店 5 Ｂ ooksいいだｸﾚｱ店 5 ブンガコ テージ（ 生花） 5 ㈱ヤマシタ （ お茶・ 建築）

6 ㈲アイ ズオート 6 ケンコ ー堂薬局 6 創作和菓子 ほのか 6 肉の大丸 6 田舎う どん篠新

7 朝日自動車㈱ 7 ㈲和哲設備工業 7 ミ ート マート  オオシマ 7 ㈲日昭電気 7 関川く だも の店

8 ㈲Ｎ ハウスエンジニア 8 ｾﾌﾞ ﾝｲﾚﾌﾞ ﾝ清瀬野塩1丁目店 8 ふと んのﾘﾋﾞ ﾝｸﾞ ｼｮｯﾌﾟ 河口 8 コ コ カ ラ フ ァ イ ン 清瀬店 8 ㈱田中地所部清瀬（ 不動産）

9 喜久寿司 9 サカ ガミ  清瀬店（ ｽー ﾊ゚ ）ー 9 はなの舞清瀬南口店（ 居酒屋） 9 ㈲スガハラ 印刷

10 松村歯科医院 10 喜楽飯店 10 ㈱神明青果 10 ㈲まつや寝具店 № 店名又は屋号
11 松村鉄工所 11 誠真会館 清瀬道場（ 空手） 11 ﾘﾗｸｾ゙ ｼーｮﾝｻﾛﾝいけだや。 11 読売ｾﾝﾀｰ清瀬東久留米 1 丸城園（ お茶）

12 ㈲松村建具店 12 ㈲フ リ ーダム（ 美容） 12 川村理容店 12 ﾊ゙ ﾗのｼｬ ﾘーｰ美容室 2 ﾍｱー ｻﾛﾝ ふかざわ

№ 店名又は屋号 13 ㈲小林電気 13 寿し ・ う なぎ 三英 13 ﾌﾞ ﾃｨｯｸ マルマツ 13 遠藤写真館 3 理容タ カ ス

1 松村石油㈱清瀬給油所 14 ㈲小久保畳店 14 生活を 彩る 雑貨屋さ んEFT. SI Z 14 メ ガネスト アー清瀬店 14 ㈲と も や（ 婦人服） 4 泰仙堂薬局

2 中島清瀬畳店 15 カタクリ整骨院 15 き んぺい寿し 15 英（ 和菓子） 15 ﾌﾟ ﾃｨﾎ゚ ﾜﾝ じ ょ う ねん（ 洋食） 5 ㈲高橋水産

3 メ ガネ　 パイ ン ビ レ ッ ジ 16 ﾏｲﾍｱー ｻﾛﾝ 髪ｉ ｎ ｇ 16 イ ーグルク リ ーニング 16 シェ モア美容室 16 文具の坂田雅光堂 6 ﾒﾝｽ゙ ｻﾛﾝ ウイ ング

4 ㈱ムーヴ・ オン 17 おう ちの掃談士カ ワサキ 17 ㈲岩崎商店（ 酒ﾌﾟ ﾛﾊ゚ ﾝｶﾞ ｽ） 17 清月（ 和菓子） 17 おそう じ 本舗　 清瀬店 7 フ ード ピアたけし （ 食品）

5 ㈲山下実工務店 18 ㈲内野鈑金工業所 18 岩崎歯科医院 18 食呑楽 き まぐ れ 18 山下花店 8 き こ こ ろ 皮ふ科

6 渋谷工務店 19 イ カ バル×肉バルＨ aru 19 ㈱ソ ーシン （ 美容健康商品） 19 魚三九（ 鮮魚） 9 ㈲ﾋﾞ ｭ ﾃーｨ・ ﾚｲｸｼｬｲﾝ

7 さ かえや文房具店 20 ジュ ピタ ー（ 婦人服） 20 サン★ミ ュ ール（ ｽﾅｯｸ） 20 鮨梅忠 10 サンク リ ーニング

8 ウエルシア清瀬中里店 21 東ｲﾝﾄﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ　 ムク ティ 21 文具の幸文堂 21 ㈱大久保無線電機 11 藤小西酒店

9 ㈱優美設備（ 水道工事） 22 ワイ ズヘアー 22 食楽 おばこ 22 ハマウラ ｸﾘ ﾆーﾝｸﾞ 松山店 12 常岡商店( 文具・ 雑貨）

10 澁谷酒店 № 店名又は屋号 23 焼肉 ホルモン ごっ ち 23 シカ ゴチキン（ 焼鳥総菜） 23 ㈲水道ポン プ細山営業所 13 ヨ ーク リ （ ｸﾘ ﾆーﾝｸﾞ ）

11 ㈲中村工務店 1 大熊工務店 24 ふわっ t to治療院清瀬店 24 清瀬 風月堂（ 和菓子） 14 う どん亭　 なべき ち

12 ㈱ﾎー ﾑｹｱｾﾝﾀ ｲーﾜｻｷ 2 和食居酒屋　 力 25 おやま接骨院 25 清瀬旭鮨 15 大寿技建㈱

13 ㈲美建 3 ㈱田中住宅設備 26 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ清瀬駅北口店 26 焼肉 摩周 16 ㈱山崎工務店

14 渋谷けいし 事務所 4 村正商店（ 宝く じ ・ 食品） 27 ラ ーメ ンそう すけ 27 ㈲ト キワ（ ｽﾅｯｸ） 17 たけのこ ( 介護施設）

15 居酒屋ひーく ん家 5 ｻｲｸﾙﾃﾝﾎ゙ ｽ（ 自転車） 28 佐々木整体院 28 娯楽ハウス ト キワ 18 ㈲笠原デンキ

16 理容ミ ッ キー 6 サミ ー理容室 29 ㈲佐藤俊雄眼鏡時計店 29 カ ト レア美容室 19 清瀬療護園内CAFÉﾃﾗｽ honobono

17 Ｋ Ｅ Ｎ ド リ ーム 観光バス 7 Caｆ eふわっ と ん 30 旬菜魚 hi r o 30 HAI R LOUNGE　 EN（ 美容）

18 ㈲山一自動車商会 8 パンのみせ ｱﾝﾇｱﾝﾈ 31 ｾﾌﾞ ﾝｲﾚﾌﾞ ﾝ清瀬元町１ 丁目店 31 みんなのタ コ 公園

19 ㈲宮崎文房堂 9 ひまわりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ農産物直売会 32 美容室ホッ ト スタ ッ フ 32 小糸う どん № 店名又は屋号
20 ㈲古名工務店 10 前田乳業 33 東京Ｐ Ｃ サービス（ 家電） 33 キッ チンスズキ 1 二葉寿司

21 ㈱ワンダーク ラ フ ト 11 ㈲及川燃料店 34 漢方の池田紅参堂 34 リ フ レ ふれあい通り 治療院 2 絵夢美容室

12 ㈱小山工務店 35 御菓子司 奈か里 35 秀寿し 3 あら れ・ おせんべい専門店 栄草庵

13 デンキチ清瀬店 36 も みの匠　 清瀬店 36 炭火ﾎﾙﾓﾝ焼 MI YAGI 4 小池印房

37 ㈲吉池精肉店 5 リ フ レ ッ シュ サロ ン やすら ぎ

38 松村輪業 6 丸栄ベーカ リ ー

№ 店名又は屋号 39 ㈲あく つ薬局 7 美容室コ スモ

1 ㈲渋谷商事 40 横山自動車販売㈱ 8 ﾍ゙ ｶーﾘ ｼーｮｯﾌﾟ どんぐ り

2 ヘアサロ ン 　 スニッ プ № 店名又は屋号 41 ARK24FITNESS GYM（ジム）

3 ㈲大新工務店 1 ㈲センバ建装 № 店名又は屋号
4 太田屋呉服店 2 島田商店（ 菓子・ 食品） № 店名又は屋号 1 ㈲大澤建具店

5 ビュ ーティ ー岩田 3 ヤング理容 1 ふぐ ・ すっ ぽんと 美味い肴すゞ き 2 ㈲高橋鈑金

6 田中自動車工業所 4 和食さ と 　 清瀬店 2 元町　 藤小西（ 酒類） 3 ㈲西舘自動車

7 ヘアモード ・ ルーツ 5 サン ド ラ ッ グ清瀬下清戸店 3 ﾒﾝｽ゙ ｻﾛﾝ たかみ

8 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ中清戸５丁目店 6 せんべ味億本舗 4 カ ッ ト イ ンホワイ ト

5 伊藤工務店

新型コロナウィルスの影響等により休業等の場合は、ご容赦下さい 問い合わせ：　清瀬商工会　　　０４２-４９１－６６４８

地域商品券取扱店は随時更新さ れますので、 こ こ に掲載さ れていても 諸事情によ り 利用でき ない場合も あり ます。 清瀬商工会ホームページにてご確認く ださ い。

●旭が丘●

●元町(1丁目）●

●中清戸●

 

●梅園●

●中里●

●下宿● ●松山（２丁目）●

●下清戸●

●松山（3丁目）●

●元町（2丁目）●

●松山（1丁目）●

●上清戸●

●野塩●
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