
下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

ステーキのどん　福生店 福生市牛浜43-1 ステーキ

福生　二見屋 福生市牛浜49 建築金物・道具・刃物

丸豊鰹節店 福生市牛浜54 カツオブシ

ケーユーインテリア 福生市牛浜63 内装工事

Patisserie　Prendre 福生市牛浜86-2 洋菓子

セブンイレブン　福生牛浜駅南店 福生市牛浜90 お弁当

福生ランドリー 福生市牛浜97 衣類等のクリーニング

若みや寿司 福生市牛浜99-9 寿司、うなぎ、一品料理

hair FRUH 福生市牛浜99-26 カットカラーパーマ

ウシハマクリーニング 福生市牛浜106 ワイシャツ

セイムス牛浜店 福生市牛浜109 薬・化粧品・日用品

アロマリラクセーションサロン　RIKAKO 福生市牛浜125　Fﾊｳｽ2階A フェイシャルとまつ毛

クロスイングリッシュスクール 福生市牛浜128コートアドバンス202 英会話・英検対策講座

庄や　牛浜店 福生市牛浜135-6 居酒屋

OOPARTS HAIR 福生市牛浜156-1 理美容

豚みそ丼専門店　増田家 福生市加美平1-6-11 国分ビル1F 豚みそ丼

生そば 田村 福生市加美平1-14-4 うどん・そば・ご飯類

ローソンストア100　福生加美平店 福生市加美平1-15-5 コンビニエンスストア

壱発ラーメン 福生市加美平1-18-19 ラーメン

トヨタ西東京カローラ福生店 福生市加美平1-19-4 自動車販売・整備

パリミキ　福生店 福生市加美平1-26-4 メガネ・補聴器

YSP福生東 福生市加美平1-26-5 バイク販売修理

ドラッグセイムス　加美平店 福生市加美平1-28-3 薬、化粧品、食品他

中華料理　洪記 福生市加美平2-1-8 中華料理

ビストロ　むく 福生市加美平2-1-8 西洋料理

西多摩の地酒　いずみや 福生市加美平2-1-9 日本酒　ビール　焼酎

たいやき　かずちゃん 福生市加美平2-3-10　花屋ビル105 たいやき

麺屋　頑徹 福生市加美平2-3-10　花屋ビル1F ラーメン、餃子他

ヤサカ　chouchou　福生店 福生市加美平2-4-1 ペットフード、用品

あゆ美容室 福生市加美平2-13-16-101アムールⅡ ヘアデザイン全般

タイヤ館　福生 福生市加美平2-13-19 タイヤ・オイル

株式会社栄和商事 福生市加美平3-5-2 仲介手数料

株式会社サイドサポートサービス西東京営業所 福生市加美平3-9-9　1階 旅行商品

ケーキの店　加美ミノン 福生市加美平3-13-13 生ケーキ・洋焼菓子・デコ

セブンイレブン福生加美平3丁目店 福生市加美平3-14-2 食料品

有限会社一心屋商店 福生市加美平3-29-12 米穀、灯油、ガス

やまぐち屋酒店 福生市加美平3-34-4 酒類・飲料水・食品・タバコ

STUDIO LABALL 福生市加美平3-39-23 エアコン家電取付工事

焼肉　万蔵 福生市北田園1-13-1 和牛焼肉

パソコンショップPC-Boh 福生市北田園1-20-7 パソコン
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下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

ファミリーマート福生北田園店 福生市北田園1-21-3 コンビニエンスストア

紳士服コナカ 福生市北田園2-11 紳士服用品

ウエルシア薬局福生北田園店 福生市北田園2-18-5 医薬品・化粧品・食品

食道いし川 福生市熊川1　石川酒造内 刺身

福生のビール小屋 福生市熊川1 クラフトビール

酒世羅 福生市熊川1 日本酒・ビール

マスイ薬局 福生市大字熊川139　店舗10号 薬、化粧品、雑貨

マルフジ　熊川南店 福生市熊川158-1 食料品・日用品

フレンドマートミロツ 福生市熊川1687-1 野菜、食品、雑貨、菓子

セブンイレブン福生熊川店 福生市熊川206-1 コンビニエンスストア

クリーニング　ばんどう 福生市熊川367-20 一般クリーニング

富士薬局 福生市熊川420-13 保険調剤薬局

ヒロ 福生市熊川444-1 理容業

かくれ家 福生市熊川479-4 居酒屋

菊千代 福生市熊川509-1 おさけ

ニットハウス　こじま 福生市熊川540 婦人服

らいら美容室 福生市熊川590-7 美容室

有限会社スギヤマ 福生市熊川600-4 寝具

セブンイレブン福生熊川神社前店 福生市熊川638-1 コンビニエンスストア

石川燃料店 福生市熊川898 プロパンガス、灯油

ハーツヒグチ（樋口商店） 福生市熊川904 電動工具・建築金物

セブンイレブン福生牛浜駅東店 福生市熊川943-1 コンビニエンスストア

髙木畳工業所 福生市熊川973-5 畳工事全般

飯田商店 福生市熊川973-8 包装用品・食品容器

スギ薬局 福生店 福生市熊川981番地7 医薬品、日用品

活魚料理　幸楽園 福生市熊川1018 日本料理

ミスタータイヤマン　福生店 福生市熊川1086 自動車タイヤ

冨田屋 福生市熊川1305-1 作業服・Tｼｬﾂ・空調服

ファミリーマート福生山王橋通り店 福生市熊川1389-12 コンビニエンスストア

セブンイレブン横田基地前店 福生市熊川1411-6 コンビニエンスストア

新東京ダイヤモンドボウル 福生市熊川1499-1 ボウリング

あいはし施術院 福生市熊川1616-13 施術

日本プロカラー 福生市熊川1616-30 写真現像焼付

ハオミサイクル 福生市熊川1646-1　サンライズマルヤマB 自転車販売・修理

ENEOS拝島駅北口前　 福生市熊川1654 ガソリン・軽油・灯油

ファミリーマート拝島駅北店 福生市熊川1703-1 コンビニエンスストア

鶏豚居酒屋　友寄家 福生市志茂169-1ライオンズマンション福生103 沖縄料理・お酒

メガネの井上 福生市志茂35-2 眼鏡、補聴器

セブンイレブン福生志茂店 福生市志茂37-4 コンビニエンスストア

大谷洋傘店 福生市志茂46 洋傘、エプロン、小物雑貨
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下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

青鹿呉服店 福生市志茂53 呉服・和装品

Library ED 福生市志茂62 コーヒー、紅茶など

もっとあなたの蕎麦に　志向庵 福生市志茂68 手打ち蕎麦

三ツ木屋酒店 福生市志茂79 地酒、本格焼酎、ワイン

清水屋肉店 福生市志茂79 食肉全般　豚牛鶏

クリーニングハウスタカ 福生市志茂121 クリーニング品

有限会社ビューティナナ 福生市志茂135 美容業

道とん堀　福生本店 福生市志茂136-1 お好み焼き

麺や　田むら 福生市志茂143-7 ラーメン・つけ麺

酒のやました 福生市志茂160 酒類全般、茂蔵豆腐等

有限会社サイクルメイトカミヤ 福生市志茂179 自転車販売・修理

やまみ屋 福生市志茂184 文具事務用品

柘植表具店 福生市志茂192-2 内装工事一般

市川履物店 福生市志茂193 サンダル、雪駄、下駄

だいまつ 福生市志茂202 婦人服・小物全般

フラワーモーション 福生市志茂202 生花・鉢植

ピッツェリア　ア・グー 福生市志茂213-4 飲食業

福生的中華食堂50 福生市東町2-1　50番ビル４F 中華料理

たこやき　うみ 福生市東町3-10　栄和ビル1B たこやき

カレーハウスCoCo壱番屋 ＪＲ福生駅東口店 福生市東町4-8 カレー

読売センター福生 福生市東町6-6 読売新聞

株式会社ときわスポーツ福生店 福生市東町10-9 スポーツ用品

iPhone修理屋福生店 福生市東町1-1　KTDキョーワビル2-1 携帯電話

ブティック　トコ 福生市東町11-1 婦人服

L'ATELIER SAKULA 福生市東町14-3 焼き菓子・ギフト・紅茶

Hair Saloon Flamingo 福生市福生554-10　101 美容サービス

遊輪館 福生市福生660-5 自転車販売・修理

美容室ビアンカ 福生市福生693 美容業

鍼灸・シェアサロン　TEEDA 福生市福生693-1 エアーシリウス105 鍼灸治療（全身）

ファッションショップ　吉池 福生市福生767 婦人用品

おもちゃのふるや 福生市福生767-1 カードゲーム

セブンイレブン福生駅前東口店 福生市福生781-1 コンビニエンスストア

シュトゥーベン・オータマ 福生市福生785 自家製ハム・ソーセージ

株式会社福生ハム 福生市福生789 ハム・ソーセージ

クラウドナインベーカリー 福生市福生798佐藤ビル1F パン

京王タクシー 福生市福生800 タクシー

徳寿 福生市福生866 日本そば

有限会社山上商店 福生市福生867 氷・米・燃料

ギターショップ　キャットロック 福生市福生867-14-101 ギター、ウクレレ

てもみ庵太陽 福生市福生874 フォレストビル2F 整体マッサージ
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下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

バーディー 福生市福生891-12 栗原ビル2F スナック

すし処　長楽 福生市福生908-1 寿司

鰻・天ぷら　くぼた 福生市福生910 鰻・天ぷら

有限会社瀬古本店（リカーベース福生） 福生市福生963 酒類

あみやき亭　福生店 福生市福生965 焼肉店

セブンイレブン福生駅東店 福生市福生965 コンビニエンスストア

サンドラッグ福生店 福生市福生965 医薬品・化粧品・雑貨

鮨和 福生市福生887-7 すし

メガネストアー福生店 福生市福生1109-2 眼鏡・補聴器

たい焼きカフェ　おもちどっと 福生市福生1015-25　ボヌール101 たい焼き

鳥海畳店 福生市福生1034 畳工事一式

ペットサロン＆ショップSweet　Carrot 福生市福生1043 ペットトリミング

ごはんと酒菜　ごえん 福生市福生1043-1 101 居酒屋

Daidokoro-BAR あおや 福生市福生1043-1キョーワパレス1FB号 生ビール

クリーニング　ピア 福生市福生1044 一般クリーニング

川島時計店 福生市福生1044 時計・眼鏡・電池交換

カフェ・ドゥ・ジャルダン　福生駅西口店 福生市福生1044 アメリカンカステラ

新藤園 福生市福生1046 お茶・海苔・茶器

居酒屋まるちゃん 福生市福生1046 KHスパイラルビル102 やきとり・おでん

ブレッドガーデン 福生市福生1046 NTビル1F パン

さかい鍼灸接骨院 福生市福生1046　第2STハウス1F はりきゅう、美容鍼など

tatsu-an 福生市福生1046-1 1F お食事　お酒

井上眼鏡時計店 福生市福生1047 眼鏡、時計、宝飾

アンティークダイニング甘蔵 福生市福生1047 お酒各種・創作料理

C.V.Sちから 福生市福生1062-12 酒

ガスト福生 福生市福生1066-1 ファミリーレストラン

ブックスタマゲオ福生店 福生市福生1076 書店・DVDレンタル

麺処しんすけ 福生市福生1103 ラーメン

ふとんの大井屋 福生市福生1110 寝具・ふとん全般

株式会社マルミ運動具店 福生市福生1112 スポーツ用品

清水園 福生市福生1113-1 お茶・米・粉・雑穀・豆

寿司・ふぐ・吉田 福生市福生1179-1 寿司

有限会社氏井タイヤ商会 福生市福生1713 タイヤ・ホイール・車検

細胞美容サロン　CB 福生市福生2023-18-101 鍼・アロマ

株式会社　塩田組 福生市福生2033 ブロック・土の処分等

セブンイレブン東福生駅南店 福生市福生2131-1 コンビニエンスストア

有限会社柳川ガレーヂ 福生市福生2169番地 車検・板金・整備

GOOD　KING’S 福生市福生2172 US古着・雑貨

サンゴット 福生市福生2172-1 アクセサリー

ミリタリーショップClumsy 福生市福生2212 US衣料品・雑貨
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下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

有限会社ファーイースト 福生市福生2213-1ベルハンドヴィラ211 国内・海外旅行ツアー

夕陽のTシャツ 福生市福生2215大久保ビル1階 ギフトショップ

セブンイレブン横田第2ゲート店 福生市福生2262-1 コンビニエンスストア

APRIL TONE 福生市福生2355-2 ミリタリー関係

APRIL FLASH 福生市福生2364-1 アメリカ雑貨

ヨコタクラフト 福生市福生2364-3 家具・陶磁器・木工品

THE FIXXERS 福生市福生2364-3 靴鞄修理・Ｔシャツ

Pizza & イタリアンレストラン　NICOLA 福生市福生2402 イタリア料理ピザ

カフェ・ドゥ・ジャルダン　16号本店 福生市福生2403-14 アメリカンカステラ

中華料理　五六苑 福生市福生2436-27 中華料理

四十雀カフェ 福生市福生2455福生市民会館１F コーヒー・軽食

安藤畳店 福生市福生2457-6 畳

フレッシュベーグルHOOP 福生市福生2475 ベーグル

ブルーシール福生店 福生市福生2475 アイス

THE　MINT　MOTEL 福生市福生2477 ワッフル・カップケーキ

西東京アイビー化粧品 福生市福生2478 化粧品、健康食品

ホッタ晴信堂薬局　横田店 福生市福生二宮2461 医薬品、日用雑貨

RAYDY 福生市福生二宮2476-6河辺ビル1F アパレル

木を植えるレストランオーロラ 福生市福生二宮2477 洋食

BIG　MAMA 福生市福生二宮2485-1 アンティーク雑貨

北村ゆびわ店 福生市本町8-4 宝飾品加工修理

JAにしたま福生支店直売所 福生市本町16 野菜・米・茶・肥料等

武陽ガス株式会社 福生市本町17-1 ガス機器・住宅設備

うな扇 福生市本町19 鰻

髪美人 福生市本町19鳥源ビル1F 美容一般

小料理　ひとよ 福生市本町23 お酒おつまみ

洋菓子ミノン 福生市本町28番地 洋菓子、洋焼菓子、生デコ

株式会社西多摩新聞社 福生市本町33 西多摩新聞

ベーカリーレストラン　サンマルク福生店 福生市本町36 レストラン・パン販売

TSUTAYA　福生店 福生市本町36 書籍等販売・レンタル

ローソンストア100　福生本町店 福生市本町41-4 コンビニエンスストア

セントラルフィットネスクラブ福生 福生市本町46 スポーツクラブ

吉井生花店 福生市本町66 生花販売

美容室Hair×Cafe　KUMA 福生市本町66　1F 美容施術・商品

サイクルベースうちだ 福生市本町72 自転車販売及び修理

ジェシージェイムス福生店 福生市本町72-2ワコーレ福生106 ステーキ

ペット＆ファンシーハッピーランド 福生市本町86-4 ペット用品

中森生花店 福生市本町91 生花販売

博多もつ鍋　蓮根 福生市本町91 博多もつ鍋

MAXIM to wave 福生市本町95 ヘアデザイン全般

令和３年度福生市プレミアム付商品券取扱店



下記の店舗及び事業所では「Ａ券・Ｂ券」ともご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

ホッタ晴信堂薬局　本町店 福生市本町95-15 医薬品、日用雑貨

中村マッサージ療院 福生市本町95-9サンライズ福生203 鍼灸・指圧マッサージ

海鮮鮨　義　福生店 福生市本町97 寿司

農家のイタリアン　3.14 福生市本町105 ピッツァやパスタ

ミナミロックセンター 福生市本町115 合鍵・鍵交換・修理

そらいろクレープ 福生市本町123 純生クレープ

うみかじ　Seasonal Kitchen 福生市本町123加藤ビル1F 旬素材オリジナル料理

画廊喫茶　レ・トロワ・アヌー 福生市本町127 カフェ・喫茶

有限会社伊勢屋 福生市本町128 和菓子、赤飯すし

美容室 CREW 福生市本町133-6　ハイネス福生1Ｆ 美容室

有限会社島田屋 福生市本町134 仏壇仏具、葬儀生花・花環

ハーブ自然美容　福生店 福生市本町137 化粧品

ホッタ晴信堂薬局 福生市本町142 医薬品、日用雑貨

セブンイレブン福生西口店 福生市本町142 コンビニエンスストア

美容室 BAZZ 福生市南田園1-7-46 カット、ヘアケア全般

立川トラベルセンター 福生市南田園1-9-24 旅行案内及び手配

Caféどす 福生市南田園2-4-13 ドッグカフェ

ヘアーサロン田中 福生市南田園2-4-18 理容技術サービス

マルフジ　南田園店 福生市南田園2-15-1 食料品・日用品

クリエイトS・D　福生南田園店 福生市南田園3-4-10 医薬品・雑貨・食品

ウエルシア薬局東福生店 福生市武蔵野台1-8-10 医薬品・化粧品・食品

セブンイレブン福生武蔵野台1丁目店 福生市武蔵野台1-15-4 コンビニエンスストア

セブンイレブン武蔵野台店 福生市武蔵野台1-25-3 コンビニエンスストア

ローソン福生武蔵野台一丁目店 福生市武蔵野台1-28-8 コンビニエンスストア

BOOK OFF 福生店 福生市武蔵野台2-31-3 中古の本・CD・ゲーム

【大型店】Ａ券のみご利用いただけます。

店舗名 店舗住所 主な取扱い品目

いなげや福生銀座店 福生市本町54 生鮮食品

オザムバリュー牛浜店 福生市牛浜118-1 食料品・日用雑貨

銀座コージーコーナー 福生市東町5-1 西友福生店1F 生ケーキ、焼菓子等

コジマ×ビックカメラ福生店 福生市本町36-1 家電製品自転車トイズ

スタジオシエル福生店 福生市東町5-1　西友福生店5F 記念写真及びデータ

スーパーバリュー福生店 福生市熊川983-1 食料品

西友　福生店 福生市東町5-1 食料品、日用雑貨品、衣料

二木の菓子　福生駅前店 福生市福生768マルフジビル1F 菓子食品ペットフード

マルフジ　福生店 福生市武蔵野台1-9-8 食料品・日用品

リブロ福生店 福生市東町5-1 西友福生店パート2　1F 書籍等
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