
■スーパーマーケット・量販店
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

マルフジ熊川南店 熊川158-1 食品スーパー D9
ジェーソン福生熊川店 熊川265-1 食品・飲料・生活雑貨 D9
マルフジ南田園店 南田園2-15-1 食品スーパー C7
マルフジ福生店 武蔵野台1-9-8 食品スーパー D2
合同会社西友福生店 東町5-1 食料品衣料品住居用品 B3
コジマ×ビックカメラ福生店 本町36-1 電気製品 C4
いなげや福生銀座店 本町54 スーパーマーケット B4
オザムバリュー牛浜店 牛浜118-1 食料品・日用雑貨 C5

■ドラッグストア
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

スギ薬局福生店 熊川981番7号 薬、化粧品、日用雑貨 C6
クリエイトエス・ディー福生南田園店 南田園3-4-10 医薬品・食料品 C6
ウェルシア薬局福生北田園店 北田園2-18-5 医療品・化粧品 A4
サンドラッグ福生店 福生965 ドラッグストア B3
ドラッグセイムス加美平店 加美平1-28-3 医薬品、化粧品、日用品 A1
ウェルシア薬局東福生店 武蔵野台1-8-10 医療品・化粧品 C2
ウェルパーク福生本町店 本町24-1-10 ドラッグストア B4
ホッタ晴信堂薬局 本町142 医薬品、化粧品など B3
ドラッグセイムス牛浜店 牛浜109 医薬品、化粧品、日用品 C5

■コンビニエンスストア
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

セブンイレブン福生熊川神社前店 熊川638-1 コンビニエンスストア D7
セブンイレブン東福生駅南店 福生2131-1 コンビニエンスストア D3
セブンイレブン福生加美平3丁目店 加美平3-14-2 コンビニエンスストア A2
セブンイレブン福生武蔵野台1丁目店 武蔵野台1-15-4 コンビニエンスストア C2
ファミリーマート福生駅前店 東町2-7 コンビニエンスストア B3
セブンイレブン福生西口店 本町142 コンビニエンスストア B3
セブンイレブン福生志茂店 志茂37-4 コンビニエンスストア B4
セブンイレブン福生牛浜郵便局前 牛浜41-1 コンビニエンスストア C5

■その他　販売　製造
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

直売店 酒世羅 熊川1 清酒、ビール C8
ハーツヒグチ（樋口商店） 熊川904 工具、建築金物販売 D6
株式会社うちくら呉服店 熊川944-1 呉服販売&レンタル店 D5
トヨタモビリティ東京㈱　福生店 熊川1070-3 自動車販売整備 E5
ミスタータイヤマン福生店 熊川1086 タイヤ販売 E5
キングファミリー福生店（有限会社エコパーク）熊川1499-1 古着・服飾・小物 F7
文具のブンゾウ福生南田園店 南田園2-8-7 文具販売店 C7
有限会社ウィズ 北田園1-2-9 自動車販売 B6
株式会社チヨダ東京靴流通センター福生店 北田園1-13 靴 B5
紳士服コナカ 北田園2-11 紳士服用品店 A5

OKリカー 北田園2-17-3 酒類食品飲料水販売 A4
おもちゃのふるや 福生767-1 カードゲーム B3
二木の菓子福生駅前店 福生768 菓子食品ペットフード B3
ザ・ダイソー福生駅前店 福生768 食品雑貨 B3
株式会社福生ハム 福生789 食肉製品 C3
クラウドナインベーカリー 福生798佐藤ビル1F パン C3
リカーベースフッサ有限会社瀬古本店 福生963 お酒 B3
カフェ・ドゥ・ジャルダン福生駅西口店 福生1044 洋菓子店 B3
有限会社川島時計店 福生1044 時計・宝石・眼鏡 B3
茶の新藤園 福生1046 お茶・焼のり・急須類 B3
井上眼鏡時計店 福生1047 眼鏡時計補聴器店 B3
寝具の店大井屋 福生1100番地 寝具 B3
メガネストアー福生店 福生1109-2 眼鏡コンタクトレンズ補聴器 B3
（株）マルミ運動具店 福生1112 スポーツ用品店 B3
(有)氏井タイヤ商会 福生1713 タイヤ販売修理、車検 A2
有限会社ヨコタ無線センター 福生2212 無線機器 D3
ヨコタクラフト 福生2364-3 陶磁器、漆器、布小物 D4
カフェ・ドゥ・ジャルダン16号本店 福生2403-14 洋菓子店 D4
福生ホンダ販売 福生二宮2464 オートバイ販売・修理 E5
パリミキ福生店 加美平1-26-4 メガネ・補聴器 B1
西多摩の地酒　いずみや 加美平2-1-9 酒類販売店 B2
タイヤ館福生 加美平2-13-19 タイヤ・カー用品 B1
有限会社一心屋商店 加美平3-29-12 米穀、燃料店 A1
やまぐち屋酒店 加美平3-34-4 酒小売店 A1
銀座コージーコーナー 東町5-1西友福生店1F 洋菓子店 B3
リブロ福生店 東町5-1 西友福生店パート2 1F 書籍 B3
ブティック トコ 東町11-1 婦人服店 B3
ラトリエ サクラ 東町14-3 焼菓子店 B2
（株）西多摩新聞社 本町33 西多摩新聞 C4
ササモトデンキ 本町68 家電販売・電気工事 B4
サイクルベースうちだ 本町72 自転車店 B4
フォルテ 本町72-2 ワコーレ福生104号 パン屋 B4
ハッピーランド 本町86-4 ペットショップ B4
中森生花店 本町91 お花屋さん B3
有限会社島田屋 本町134 仏壇仏具線香ローソク B3
メガネの井上 志茂35-2 眼鏡補聴器店 B5
大谷洋傘店 志茂46 洋傘・エプロン・小物 C4
三ツ木屋酒店 志茂79 日本酒ワイン本格焼酎 C4
株式会社山下酒店 志茂160 酒類全般、茂蔵豆腐 B4
有限会社サイクルメイトカミヤ 志茂179 自転車販売・修理 C4
やまみ屋 志茂184 文具・事務用品・日用品 C4
市川履物店 志茂193 履物 C4
フラワーモーション 志茂202 生花店 C4
だいまつ 志茂202番地 婦人服店 C4
二見屋 牛浜49番地 刃物販売、研磨 C5
丸豊鰹節店 牛浜54 鰹節店 C5
パティスリー プランドル 牛浜86-2 洋菓子店 C5

■医療関連
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

マスイ薬局 熊川139番地店舗10号 薬局 D9
中村調剤薬局 熊川156-4 医薬品 D9
富士薬局 熊川420-13 保険調剤薬局 D8
中屋薬局 熊川店 熊川928-6 保険調剤及び医薬品 D6
てもみ庵太陽 福生874フォレストビル2F 整体、フットマッサージ C3
さかい鍼灸接骨院 福生1046 第2STハウス1F 鍼灸、美容鍼 B3
爽深整体院 加美平3-23-11 整体院 A2
MJG接骨院 福生東口院 東町6-8 MEビル1階 指圧、骨盤矯正 B3
中村マッサージ療院 本町95-9 サンライズ福生203 鍼灸・指圧マッサージ B3
ホッタ晴信堂薬局堂薬局本町店 本町95番地15 医薬品等 B3
島井内科小児科クリニック 牛浜118-1コートエレガンスElle-K 2F 医療 C5

■建築関連
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

髙木畳工業所 熊川973-5 畳工事業 C5
鳥海畳店 福生1034 畳工事一式 B3

株式会社塩田組 福生2033番地 リフォーム・外構工事 D2
安藤畳店 福生2457-6 畳店 D5
有限会社トミタカ 武蔵野台2-11-9ヴェルデビア1F 住宅リフォーム業 C2

■サービス
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

hiro 熊川444-1 理容店 E8
新東京ダイヤモンドボウル 熊川1499-1 ボウリング F7
ENEOS 株式会社SHIRATORI 熊川1654番地 ガソリンスタンド E8
ラ・ペッシュ 南田園3-13-23D 美容業 B6
江上オート 南田園3-18-35 自動車整備業 B6
立川トラベルセンター 南田園1-9-24 国内旅行業 C7
ヘアーサロン田中 南田園2-4-18 理容業 C7
美容室ビアンカ 福生693-1 美容室 B4
美容室CREW 福生779 美容室 C3
京王自動車多摩西株式会社福生営業所 福生800 旅客運送業タクシー B3
オークスヘルパーステーション 福生2348-6 訪問介護事業 D4
理容室ちぐさ 加美平1-28-11 理容業 B1
クリーニング フィール 加美平3-1-1 一般クリーニング B3
ラ・ガーディア英会話スクール 東町2-3-101 英会話スクール B3
株式会社トヨタレンタリース多摩福生駅前店 東町2-8 レンタカー B3
読売センター福生 東町6-6 新聞販売店 B3
武陽ガス株式会社 本町17-1 都市ガス・機器販売 B4
学研CAIスクール福生校 本町34-1フェリース福生1F 学習塾 C4
セントラルフィットネスクラブ福生 本町46 スポーツクラブ C3
HAIR X CAFÉ KUMA 本町66 1F 美容業 B4
ミナミロックセンター 本町115 鍵の交換修理、合鍵 B3
プロトライフケア福生 志茂57-1 介護福祉用具販売 C5
クリーニングハウスタカ 志茂121 クリーニング品全般 C4

■飲食店
名　　　　称 住　　所 主な取扱品目 地図

福生のビール小屋 熊川1 イタリアン C8
ぞうぐら 熊川1 おむすび C8
しゃぶしゃぶどん亭 福生店 熊川986-1 しゃぶしゃぶ店 C5
料亭幸楽園 熊川1018 日本料理店 C6
いけすレストラン浜膳 熊川1018 日本料理店 C6
Caféどす 南田園2-4-13 飲食店 C7
NONDE幸 南田園3-18-4フォンティーヌ南田園1FA号 居酒屋 C6
シュトゥーベン・オータマ 福生785 洋食・食肉加工品販売 C3
鮨処 長楽 福生908-1 鮨　天ぷら C3
創作ダイニングたつあん 福生1046-1 1F 居酒屋、食事、お酒 B3
Brain 福生1046-1-2F 飲食店 B3
中華料理五六苑 福生2436-27 中国料理店 D5
福生 増田屋 福生2477-7 日本そば店 D4
木を植えるレストランオーロラ 福生二宮2477 洋食店 E5
ビストロむく 加美平2-1-8 西洋料理店 B2
麵屋頑徹 加美平2-3-10花屋ビル1階 ラーメン・餃子・酒類 B2
明月館 福生店 加美平3-14-10 焼肉店 A2
Cochidou Café 千の春 加美平3-40-1 カフェ　アクセサリー A1
福生的中華食堂50 東町2-1 50番ビル4F 中国料理店 B3
カレーハウス CoCo 壱番屋　JR福生駅東口店 東町4-8 カレー B3
イタリアントマトカフェJr. 西友福生店 東町5-1 西友福生店2F ケーキ・パスタ B3
小料理 ひとよ 本町23 家庭料理居酒屋 B4
バーG 本町19-3 オーセンティックバー B4
玄米ごはんとお酒ごしま 本町45マンションハピネス107 本物食材の飲食店 C4
手打そば喜郷 本町72-2 手打そば B4
志向庵 志茂68 酒・天ぷら・二八そば C4
大佐渡寿司 志茂80-14 寿司店 C4
十割そばきさらぎ 志茂209-1 そば B4
ピッツェリア ア・グー 志茂213-4-101 イタリアン B4
鮮菜厨房まきの 牛浜35-2 釜飯、和食店 C5
ステーキのどん　福生店 牛浜43-1 ステーキ C5
カラオケまねきねこ福生店 牛浜91-2 カラオケ C5
炭火やきとり火の鳥牛浜編 牛浜125 居酒屋 C5
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