
住まいるアシスト 建設関係 ミートマート オオシマ 精肉 ココカラファイン清瀬店 ドラッグストア 清瀬 旭鮨 寿司

創作和菓子 ほのか 和菓子 佳慶中華物産 食料品 秀寿し 寿司

ムーヴ・オン 牛乳・乳製品 御菓子司 奈か里 和菓子 肉の大丸 精肉 珈琲亭 梓 喫茶

メガネパインビレッジ メガネ スイーツガーデン ノイ 洋菓子 シカゴチキン 精肉 みんなのタコ公園 喫茶

中島畳店 建設関係 ふとんのリビングショップ河口 ふとん 吉池精肉店 精肉 くぅ 喫茶

漢方の池田紅参堂 薬局 しんめい青果 青果 ラウンジ グランシャリオ スナック

ウエルシア 清瀬中里店 ドラッグストア リアルト 衣料品 英 和菓子 サン★ミュール スナック

山下実工務店 建設関係 ジュピター 衣料品 清月 和菓子 健康遊戯たんぽぽ 健康麻雀

優美設備 建設関係 佐藤俊雄眼鏡時計店 メガネ 清瀬 風月堂 和菓子

中村工務店 建設関係 東京PCサービス 家電 文具の幸文堂 文房具 魚三九 鮮魚

㈱ホームケアセンターイワサキ 医療・介護関係 岩崎商店 燃料 栄貫堂薬局 清瀬店 薬局 関川くだもの店 青果

リユースマイル リサイクル Booksいいだクレア店 書店 ㈲あくつ薬局 薬局 ヤマシタ お茶

吉縁 医療・介護関係 ブンガコテージ 生花 文具の坂田雅光堂 文房具

理容ミッキー 理容室 ふわっtto治療院 整体・整骨・マッサージ ブティック マルマツ 衣料品 山下花店 生花

居酒屋ひーくん家 居酒屋 おやま接骨院 整体・整骨・マッサージ 松村輪業 自転車 ともや 衣料品

もみの匠 清瀬店 整体・整骨・マッサージ 日昭電気 家電 村越自転車店 自転車

セブンイレブン清瀬野塩1丁目店 コンビニエンスストア 佐々木整体院 整体・整骨・マッサージ I.BIKEN 建設関係 スガハラ印刷 印刷・印鑑

中村良元商店 燃料 ワイズヘアー 美容室 はりきゅうGスポーツマッサージ治療院 整体・整骨・マッサージ 石塚 燃料

市川工務店 建設関係 美容室ホットスタッフ 美容室 リラクゼーションサロンいけだや。 整体・整骨・マッサージ 水道ポンプ細山営業所 建設関係

小久保畳店 建設関係 ボワール 美容室 もみ丸 整体・整骨・マッサージ はりとお灸の豊春堂 整体・整骨・マッサージ

マイヘアーサロン髪ing 理容室 ネイルサロン PURE CUORE ネイルサロン リフレふれあい通り治療院 整体・整骨・マッサージ バラのシャーリー 美容室

カットハウス JUN 美容室 イーグルクリーニング クリーニング 川村理容店 理容室 遠藤写真館 写真館

焼き鳥 西のやかた 居酒屋 EKUBO no KIOKU 写真館 荒川理容館 理容室 楓 居酒屋

Indian Restaurant Darbar インド料理 炭火焼鳥さんぽ 居酒屋 tip top 美容室 楽笑 居酒屋

喜久寿司 寿司 イカバル×肉バル Haru 居酒屋 シェモア美容室 美容室 トラットリア ディ ルッソ 洋食

カフェギャラリー縁 喫茶 旬菜魚 hiro 居酒屋 ヘア メイク リプル 美容室 田舎うどん篠新 そば・うどん

歌広場つなぎ 居酒屋 Verde Bambi 美容室 そば処 朝日屋 そば・うどん

村正商店 食料品 Indian Restaurant Panas インド料理 カトレア美容室 美容室 北欧風カフェ雑貨 リントゥ・クッカ 喫茶

アンヌアンネ パン MUKTY インド料理 HAIR LOUNGE EN 美容室 おそうじ本舗 清瀬店 ハウスクリーニング

サイクルテンボス 自転車 焼肉ホルモンごっち 焼肉・鉄板焼 美容室ぴゅあ 美容室

田中住宅設備 建設関係 中国料理同心居 清瀬店 中華料理 ラ・クルー 美容室 丸栄ベーカリー パン

理容こくぼ 理容室 ラーメン そうすけ 中華料理 Bell Hair 美容室 ベーカリーショップどんぐり パン

和食 力 和食 喜楽飯店 中華料理 Animus 美容室 手焼きせんべい 栄草庵 和菓子

Cafe ふわっとん 喫茶 三英寿司 寿司 ヘアーポート リファイン 美容室 小池印房 印刷・印鑑

きんぺい寿司 寿司 ネイルサロン・リーティー ネイルサロン リフレッシュ サロン やすらぎ 整体・整骨・マッサージ

セブンイレブン清瀬中清戸5丁目店 コンビニエンスストア スナック New K スナック 魚ツキ 居酒屋 絵夢美容室 美容室

スズキ空調 建設関係 やき鶏 おさ田 居酒屋 美容室コスモ 美容室

ヘアサロン スニップ 美容室 元町 藤小西 酒類 串焼 えん 居酒屋 金の家 韓国料理

ビューティー岩田 美容室 渋谷自動車工業所 車関係 中華居酒屋 福 居酒屋 二葉寿司 寿司

ヘアモード・ルーツ 美容室 メンズサロン たかみ 理容室 きまぐれ 居酒屋 Goody Goody スナック

グリルド東京 和食 カットインホワイト 理容室 居酒屋なかちゃん 居酒屋 ■梅園

ハマウラクリーニング松山店 クリーニング 居酒屋大ちゃん 居酒屋 セブンイレブン清瀬梅園２丁目店 コンビニエンスストア

せんべ 味億本舗 和菓子 吉家 居酒屋 食楽 おばこ 居酒屋 はり・きゅう・マッサージ エール 整体・整骨・マッサージ

センバ建装 建設関係 ふぐ・すっぽんと美味い肴 すゞき 和食 和食 壱まる 和食 森のカフェ アイビー 喫茶

ヘアーサロン ヤング 理容室 レストラン アルブル 洋食 ■移動販売

S café（ドッグカフェ） 喫茶 フードピアたけし 食料品 洋食 キッチンスズキ 洋食 Office A Tiny May キッチンカー

高橋水産 鮮魚 NABIN インド料理

クリーニングハウス ポピンズ クリーニング 丸城園 お茶 焼肉 摩周 焼肉・鉄板焼

中華料理 幸楽 中華料理 藤小西酒店 酒類 炭火ホルモン焼 MIYAGI 焼肉・鉄板焼

■旭が丘 サイクルショップ ルート610 自転車 鉄板倶楽部Papas＆Mamas 焼肉・鉄板焼

大澤建具店 建設関係 笠原デンキ 家電 らーめん蝦夷 中華料理

俺のめし 和食 山﨑工務店 建設関係 中華そば 和凡 中華料理

メンズサロン ウイング 理容室 香建大飯店 中華料理

ビューティ・レイクシャイン 美容室 韓国家庭料理 姫 韓国料理

うどん亭 なべきち そば・うどん 松庵 そば・うどん

そば処 尾張屋 そば・うどん

■中里（3丁目）

■中里（4丁目）

がんばるお店応援キャンペーン　チケット取扱店一覧（地区別）

参加店 194店

【令和４年９月１日 現在】

■松山（1丁目）

■元町（2丁目）

■松山（2丁目）

■松山（3丁目）

■上清戸

■中清戸

■下清戸

■下宿

■元町（1丁目）

■野塩

■竹丘

■中里（1丁目）

■中里（2丁目）

■松山（1丁目）


