
江戸川区内共通商品券まつり　地区別取扱店舗一覧　2022/9/15現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

飲食店 小岩北地区 サンゴ亭 江戸川区西小岩1-19-24 3657-7710 西小岩通り会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 ノバックス 江戸川区西小岩1-21-8 3659-9111 西小岩通り会

生花・ペットショップ 小岩北地区 小岩ペットセンター 江戸川区西小岩1-20-12 3673-8937 西小岩通り会

その他 小岩北地区 マルミ 江戸川区西小岩1-20-13 3657-7590 西小岩通り会

飲食店 小岩北地区 珈琲館北口店 江戸川区西小岩1-20-18 3658-1007 西小岩通り会

飲食店 小岩北地区 ワイン酒場アクアペコラ 江戸川区西小岩1-20-18 5693-1155 西小岩通り会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 小岩北地区 小池煎餅 江戸川区西小岩1-21-8 3657-5343 西小岩通り会

化粧品・薬品 小岩北地区 サンドラッグCVS小岩北口店 江戸川区西小岩1-21-20 5622-3216 西小岩通り会

その他 小岩北地区 買取コンビ二 江戸川区西小岩1-21-3 0120-51-0688 西小岩通り会

美容 小岩北地区 夢の樹 江戸川区西小岩1-19-23-2F 5612-0443 西小岩通り会

生花・ペットショップ 小岩北地区 フラワーショップさくら 江戸川区西小岩1-19-23-1F 5622-1187 西小岩通り会

美容 小岩北地区 ル・ソレイユ 江戸川区西小岩1-20-16 6657-8442 西小岩通り会

飲食店 小岩北地区 大衆酒場　勇 江戸川区西小岩1-20-13 080-5698-3792 西小岩通り会

その他 小岩北地区 ハセガワ企業㈱ 江戸川区西小岩1-23-17 3673-0348 小岩駅前北口通り会

生鮮三品（青果） 小岩北地区 ㈱ハヤシフルーツ 江戸川区西小岩1-23-15 3658-0077 小岩駅前北口通り会

コンビニ 小岩北地区 ファミリーマートコクミンドラック小岩駅前店 江戸川区西小岩1-23-13 5622-5930 小岩駅前北口通り会

その他 小岩北地区 キララ 江戸川区西小岩1-21-22 3671-9906 小岩駅前北口通り会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 中真堂 江戸川区西小岩1-21-20 3659-0231 小岩駅前北口通り会

飲食店 小岩北地区 六兵衛ずし 江戸川区西小岩1-21-17 3672-4061 小岩駅前北口通り会

お茶・のり 小岩北地区 増井園 江戸川区西小岩1-21-17 3659-2441 小岩駅前北口通り会



江戸川区内共通商品券まつり　地区別取扱店舗一覧　2022/9/15現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

美容 小岩北地区 Lapis-vie 江戸川区西小岩1-21-16 5876-7344 小岩駅前北口通り会

飲食店 小岩北地区 焼肉古里屋 江戸川区西小岩1-21-22 3650-0477 小岩駅前北口通り会

化粧品・薬品 小岩北地区 ポーラサロンドコリンヌ 江戸川区西小岩1-21-16 6458-0636 小岩駅前北口通り会

飲食店 小岩北地区 ポルポ小岩 江戸川区西小岩1-21-16 3650-7101 小岩駅前北口通り会

美容 小岩北地区 美容室びじん館 江戸川区西小岩1-27-7 3650-7466 小岩北口仲通り商店会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 稲津時計店 江戸川区西小岩1-27-29-607 3658-3711 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 とん丸 江戸川区西小岩1-27-30 3672-2926 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 霧島焼鳥K'zきっちん 江戸川区西小岩1-27-30 6806-9749 小岩北口栄通り会

衣服・呉服・洋品等 小岩北地区 （有）ティーハウス 江戸川区西小岩1-27-29-104 6801-7669 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 しん助 江戸川区西小岩1-27-24 3671-4791 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 焼肉（金ちゃん） 江戸川区西小岩1-27-29-110-2 6806-9989 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 炭火焼パパ 江戸川区西小岩1-27-29-111 3658-3788 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 戦国屋 江戸川区西小岩1-27-29-205 6657-8899 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 真打ねぎま商店 江戸川区西小岩1-27-29-208 6806-9299 小岩北口栄通り会

飲食店 小岩北地区 三水苑 江戸川区西小岩1-30-8 3659-5208 小岩北口本通り会

飲食店 小岩北地区 江戸政 江戸川区西小岩1-30-6 3672-1035 小岩北口本通り会

生花・ペットショップ 小岩北地区 犬猫の店ぱろ 江戸川区西小岩1-29-6 3650-2065 小岩北口本通り会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩北地区 酒のやなぎや小岩北口店 江戸川区西小岩1-30-8 5662-5661 小岩北口本通り会

日用品・雑貨 小岩北地区 アジア雑貨ソラチド 江戸川区西小岩1-29-4 3672-0328 小岩北口本通り会

文具･書籍･写真 小岩北地区 写真スタジオタカノ 江戸川区西小岩1-30-16 3659-6611 小岩北口本通り会



江戸川区内共通商品券まつり　地区別取扱店舗一覧　2022/9/15現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

飲食店 小岩北地区 舟庵 江戸川区西小岩1-30-8 5668-0509 小岩北口本通り会

理容 小岩北地区 セキネ 江戸川区西小岩5-1-20 3671-1126 西小岩５丁目東栄会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 三勝堂 江戸川区西小岩5-1-20 3657-8375 西小岩５丁目東栄会

自転車・自動車関係 小岩北地区 ひおき商会 江戸川区西小岩5-1-18 3657-6411 西小岩５丁目東栄会

その他（木材・建材・金物） 小岩北地区 和田金物店 江戸川区西小岩5-11-27 3657-5856 西小岩５丁目東栄会

飲食店 小岩北地区 赤 江戸川区西小岩5-1-21 6657-8676 西小岩５丁目東栄会

飲食店 小岩北地区 焼肉しのだくん 江戸川区西小岩5-1-22 3650-8010 西小岩５丁目東栄会

理容 小岩北地区 ヘアーサロンスガタ 江戸川区北小岩2-2-8 3657-8071 小岩柴又通り会

理容 小岩北地区 バーバーオオタ 江戸川区西小岩5-12-8 3657-7723 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 レストラン三昧 江戸川区西小岩5-12-8 3671-1875 小岩柴又通り会

文具･書籍･写真 小岩北地区 写真の高橋 江戸川区北小岩2-3-2 3657-3344 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 大勝軒 江戸川区北小岩2-3-6 3659-6887 小岩柴又通り会

その他（木材・建材・金物） 小岩北地区 (有)小出金物店 江戸川区西小岩5-13-13 3657-5257 小岩柴又通り会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 松和堂時計店 江戸川区西小岩5-14-15 3658-2262 小岩柴又通り会

理容 小岩北地区 理容清水 江戸川区西小岩5-14-15 3658-6807 小岩柴又通り会

電気機器・電気工事・家電 小岩北地区 (有)旭電気商会 江戸川区西小岩5-14-13 3673-6331 小岩柴又通り会

文具･書籍･写真 小岩北地区 (有)ヤマザキ 江戸川区北小岩2-5-1 3657-0644 小岩柴又通り会

理容 小岩北地区 ヘアーサロンくろご 江戸川区西小岩5-15-21 3657-2855 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 米むら 江戸川区西小岩5-16-13 3657-2858 小岩柴又通り会

家具・寝具・インテリア・畳 小岩北地区 インテリア　カノン 江戸川区北小岩2-3-6-102 5876-8603 小岩柴又通り会



江戸川区内共通商品券まつり　地区別取扱店舗一覧　2022/9/15現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

医療関係 小岩北地区 アルケル治療院 江戸川区西小岩5-4-18 3658-3851 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 ゆき鮨 江戸川区北小岩2-5-3 3673-7656 小岩柴又通り会

自転車・自動車関係 小岩北地区 サンクスサイクルラボ 江戸川区西小岩5-12-12 6458-0905 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 旬菜　和喜多 江戸川区北小岩5-15-22-1F 5876-8840 小岩柴又通り会

飲食店 小岩北地区 音羽 江戸川区北小岩2-5-6-101 6806-9658 小岩柴又通り会

電気機器・電気工事・家電 小岩北地区 (有)藤平テレビ電化 江戸川区北小岩2-8-11 3657-8338 京成小岩南口商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 小岩北地区 乙女堂 江戸川区北小岩2-8-13 3657-6548 京成小岩南口商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 小岩北地区 美奈津 江戸川区北小岩2-9-11 3659-8393 京成小岩南口商店会

飲食店 小岩北地区 やぶそば 江戸川区北小岩2-9-11 3658-1451 京成小岩南口商店会

生鮮三品（鮮魚） 小岩北地区 魚義商店 江戸川区北小岩2-9-2 3657-2839 京成小岩南口商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩北地区 (有)石川商店(米倶楽部) 江戸川区北小岩2-10-2 3672-7760 京成小岩南口商店会

衣服・呉服・洋品等 小岩北地区 ウィチズネスト 江戸川区北小岩2-9-5 6657-8334 京成小岩南口商店会

飲食店 小岩北地区 旬食入元なえ村 江戸川区北小岩2-9-11 3650-0107 京成小岩南口商店会

飲食店 小岩北地区 焼鳥boca 江戸川区北小岩2-9-3 5668-2887 京成小岩南口商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩北地区 いすみ物産倶楽部 江戸川区北小岩2-9-11 3659-8677 京成小岩南口商店会

飲食店 小岩北地区 とん平 江戸川区北小岩2-9-8 3650-3080 京成小岩南口商店会

美容 小岩北地区 Feelhair 江戸川区北小岩2-9-11-1F 5694-9202 京成小岩南口商店会

飲食店 小岩北地区 中華料理 福錦苑 江戸川区北小岩2-9-3 6806-9889 京成小岩南口商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩北地区 世紀商店 江戸川区北小岩2-9-11 3658-7067 京成小岩南口商店会

パン 小岩北地区 ブーランジェリーバース 江戸川区北小岩2-9-3 - 京成小岩南口商店会



江戸川区内共通商品券まつり　地区別取扱店舗一覧　2022/9/15現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

飲食店 小岩北地区 もつ焼はむら 江戸川区北小岩6-13-4 3672-1594 京成小岩商栄会

美容 小岩北地区 ビューティークローバー 江戸川区北小岩6-15-2 3657-6203 京成小岩商栄会

理容 小岩北地区 カットサロンスズキ 江戸川区北小岩6-13-3 3657-2793 京成小岩商栄会

理容 小岩北地区 カットサロン　モリタ 江戸川区北小岩6-11-13 3659-4805 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 鰻八 江戸川区北小岩6-17-4 3658-5356 京成小岩商栄会

生鮮三品（青果） 小岩北地区 ㈱銀次郎 江戸川区北小岩6-12-11 3658-8083 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 豊寿司 江戸川区北小岩6-17-4 3658-0785 京成小岩商栄会

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩北地区 新宿とんかつさぼてん京成小岩店 江戸川区北小岩6-12-9 5612-1922 京成小岩商栄会

化粧品・薬品 小岩北地区 くすりの福太郎京成小岩店 江戸川区北小岩6-17-1 5612-1081 京成小岩商栄会

その他 小岩北地区 石井ビル 江戸川区北小岩6-15-5 3657-7272 京成小岩商栄会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 京成小岩メガネサロン 江戸川区北小岩6-16-2 3673-0316 京成小岩商栄会

電気機器・電気工事・家電 小岩北地区 (有)トート家電 江戸川区北小岩6-16-1 3673-0110 京成小岩商栄会

自転車・自動車関係 小岩北地区 (有)自転車のシミズ京成小岩店 江戸川区北小岩6-15-12 3650-4767 京成小岩商栄会

コンビニ 小岩北地区 セブンイレブン北小岩６丁目店 江戸川区北小岩6-16-14 3657-7156 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 釜めし錦 江戸川区北小岩6-10-9 3657-2979 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 やきとり映治 江戸川区北小岩6-10-12 3671-4671 京成小岩商栄会

化粧品・薬品 小岩北地区 みさき薬局 江戸川区北小岩6-19-3 3657-4950 京成小岩商栄会

パン 小岩北地区 ＭＡＲＵＹＡＳＵ 江戸川区北小岩6-8-10 3658-7361 京成小岩商栄会

化粧品・薬品 小岩北地区 ビュティーショップこしじや 江戸川区北小岩6-8-9 3657-5687 京成小岩商栄会

医療関係 小岩北地区 小岩診療所 江戸川区北小岩6-8-13 3673-2857 京成小岩商栄会
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業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

生鮮三品（青果） 小岩北地区 中久青果店 江戸川区北小岩6-7-9 3657-5359 京成小岩商栄会

お茶・のり 小岩北地区 八幡苑 江戸川区北小岩6-22-2 3658-3540 京成小岩商栄会

電気機器・電気工事・家電 小岩北地区 大澤電器サービス 江戸川区北小岩6-6-12 3650-7489 京成小岩商栄会

その他（燃料・ガソリンスタンド） 小岩北地区 (有)藤崎商店 江戸川区北小岩6-23-12 3657-6091 京成小岩商栄会

生鮮三品（肉） 小岩北地区 鳥盛 江戸川区北小岩6-23-5 3673-1088 京成小岩商栄会

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩北地区 井上食品 江戸川区北小岩7-16-5 3657-7178 京成小岩商栄会

その他 小岩北地区 協栄観光㈱ 江戸川区北小岩6-30-2 3671-2830 京成小岩商栄会

美容 小岩北地区 ＢＯＹ 江戸川区北小岩6-12-1 3673-9563 京成小岩商栄会

スーパー・百貨店 小岩北地区 グルメシティ京成小岩店 江戸川区北小岩6-15-4 3659-9301 京成小岩商栄会

生花・ペットショップ 小岩北地区 むさしの園 江戸川区北小岩6-16-1 3659-2876 京成小岩商栄会

日用品・雑貨 小岩北地区 ブルーファイン 江戸川区北小岩6-11-6 3671-1770 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 隠れ家 江戸川区北小岩6-12-9 3658-2016 京成小岩商栄会

美容 小岩北地区 美容室LiSE (リーゼ） 江戸川区北小岩6-9-12 6324-7701 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 酒蕎亭こうへい蕎麦 江戸川区北小岩6-15-16-1F 090-8588-5099 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 味人 江戸川区北小岩6-16-8-101 6657-9282 京成小岩商栄会

衣服・呉服・洋品等 小岩北地区 りぼん 江戸川区北小岩6-16-1 080-6703-1868 京成小岩商栄会

貴金属・時計･メガネ 小岩北地区 片山メガネ京成小岩店 江戸川区北小岩6-17-3 6458-0151 京成小岩商栄会

その他（クリーニング・浴場） 小岩北地区 ロイズクリーナース京成小岩店 江戸川区北小岩6-12-10 3650-1202 京成小岩商栄会

自転車・自動車関係 小岩北地区 セオサイクル京成小岩店 江戸川区北小岩6-7-10 6458-9158 京成小岩商栄会

飲食店 小岩北地区 鳥喜 江戸川区北小岩6-9-12-102 3650-8850 京成小岩商栄会
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理容 小岩北地区 トミオカ理容店 江戸川区北小岩4-30-11 3658-2883 京成江戸川商栄会

飲食店 小岩北地区 鳥孝　江戸川店 江戸川区北小岩4-36-12 3671-0140 京成江戸川商栄会

美容 小岩北地区 ル・グラース 江戸川区北小岩4-36-12 3673-1241 京成江戸川商栄会

理容 小岩北地区 キング理容館 江戸川区北小岩4-36-12 3657-6781 京成江戸川商栄会

飲食店 小岩北地区 北京飯店 江戸川区北小岩4-37-3 3658-5357 京成江戸川商栄会

飲食店 小岩北地区 三河屋 江戸川区北小岩4-37-4 3657-1053 京成江戸川商栄会

電気機器・電気工事・家電 小岩北地区 (有)でんきのよしば 江戸川区北小岩3-24-11 3672-4646 京成江戸川商栄会

飲食店 小岩北地区 昇　　　龍 江戸川区北小岩3-25-3 3657-6202 京成江戸川商栄会

スーパー・百貨店 小岩北地区 リブレ京成江戸川店 江戸川区北小岩3-23-1 3658-8731 京成江戸川商栄会

美容 小岩北地区 エム美容室 江戸川区北小岩4-36-12 3657-6335 京成江戸川商栄会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩北地区 ますや酒店 江戸川区北小岩1-8-7 3657-1770 その他の会員

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩北地区 白鶴屋田下酒店 江戸川区北小岩2-32-12 3657-1501 その他の会員

化粧品・薬品 小岩北地区 どらっぐぱぱす西小岩店 江戸川区西小岩4-6-9 5693-1193 その他の会員


