
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

生鮮三品（青果） 中央地区 小松屋 江戸川区西小松川町26-13 3651-5090 西小松川商店街振興組合

飲食店 中央地区 末広 江戸川区西小松川町33-19 3652-0702 西小松川商店街振興組合

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 宇田川酒店 江戸川区東小松川1-8-13 3651-0030 松江銀座商店街振興組合

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 (有)宮田商店 江戸川区東小松川1-9-15 3651-2464 松江銀座商店街振興組合

パン 中央地区 ㈱松屋ベーカリー 江戸川区東小松川1-9-16 3651-1410 松江銀座商店街振興組合

生花・ペットショップ 中央地区 (有)たちばなや 江戸川区東小松川1-9-18 3654-6678 松江銀座商店街振興組合

化粧品・薬品 中央地区 ナカザト薬局 江戸川区東小松川1-9-4 3651-0988 松江銀座商店街振興組合

その他 中央地区 三栄堂印房 江戸川区東小松川1-11-14 3674-3414 松江銀座商店街振興組合

飲食店 中央地区 松江倶楽部 江戸川区東小松川1-12-22 3651-5407 松江銀座商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 あけみや 江戸川区東小松川1-12-24 3651-2395 松江銀座商店街振興組合

飲食店 中央地区 いこい寿司 江戸川区松江1-8-19 3651-0488 松江銀座商店街振興組合

化粧品・薬品 中央地区 鹿島薬局 江戸川区松江1-8-19 3656-3441 松江銀座商店街振興組合

飲食店 中央地区 あさひ 江戸川区東小松川1-13-4 3651-4798 松江銀座商店街振興組合

美容 中央地区 ビューティしいばし 江戸川区松江1-1-26 3656-8786 松江通り商店街振興組合

日用品・雑貨 中央地区 むさしや洋傘店 江戸川区松江1-15-17 3651-2453 松江通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 越後屋洋品店 江戸川区松江1-16-21 3651-3351 松江通り商店街振興組合

お茶・のり 中央地区 茶の斉藤園 江戸川区松江1-16-24 3651-5214 松江通り商店街振興組合

生花・ペットショップ 中央地区 相葉生花店 江戸川区松江1-16-25 3652-1087 松江通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 中華菜館喜楽 江戸川区松江3-12-11 3654-2708 松江通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 （有）西川屋呉服店 江戸川区松江3-12-12 3651-0011 松江通り商店街振興組合



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

日用品・雑貨 中央地区 （株）フルヤ百貨店 江戸川区松江3-12-12 3652-8011 松江通り商店街振興組合

その他食料品（商店・惣菜等） 中央地区 佐野みそ㈱松江店 江戸川区松江3-13-7 3651-4035 松江通り商店街振興組合

その他（木材・建材・金物） 中央地区 正富金物店 江戸川区松江3-14-6 3654-9001 松江通り商店街振興組合

文具･書籍･写真 中央地区 江戸川書房 江戸川区松江3-14-7 3651-0271 松江通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 あいち屋 江戸川区東小松川2-11-11 3654-6055 松江通り商店街振興組合

その他 中央地区 ダンスシューズウイング 江戸川区東小松川2-11-11 3651-6688 松江通り商店街振興組合

貴金属・時計･メガネ 中央地区 ㈲長栄堂 江戸川区東小松川2-11-12 3651-4081 松江通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 鳥喜チェーン松江店 江戸川区松江1-15-16 3656-6468 松江通り商店街振興組合

文具･書籍･写真 中央地区 青柳スタジオ 江戸川区東小松川2-11-12 3656-6388 松江通り商店街振興組合

コンビニ 中央地区 ファミリーマート西一之江店 江戸川区西一之江 8-19 5607-7921 松江大通り商店街振興組合

その他（燃料・ガソリンスタンド） 中央地区 ㈱池田明商店 江戸川区西一之江4-9-37 3651-3811 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 うなぎ左榮 江戸川区西一之江4-9-37 3651-9364 松江大通り商店街振興組合

貴金属・時計･メガネ 中央地区 ハナジマ 江戸川区松江7-11-3 3652-8740 松江大通り商店街振興組合

美容 中央地区 カットハウスＧＡＴ 江戸川区松江4-32-11 3656-5423 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 かく藤 江戸川区松江4-32-11 3656-9210 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 ろばた焼　幹 江戸川区松江4-14-14 3654-4806 松江大通り商店街振興組合

その他（木材・建材・金物） 中央地区 （有）ペイントハウスいまいずみ 江戸川区松江4-14-5 3651-6706 松江大通り商店街振興組合

理容 中央地区 ダルマ理容院 江戸川区松江4-12-6 3651-4165 松江大通り商店街振興組合

化粧品・薬品 中央地区 能登 江戸川区松江4-12-6 3652-1029 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 キッチンこば 江戸川区松江4-12-14 3654-1986 松江大通り商店街振興組合



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

電気機器・電気工事・家電 中央地区 松江電機 江戸川区松江4-11-8 3654-8452 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 はやし 江戸川区松江4-11-6 3655-3015 松江大通り商店街振興組合

生鮮三品（青果） 中央地区 八百鉄青果 江戸川区松江3-19-14 3654-4725 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 幸和軒 江戸川区松江4-10-7 3655-3465 松江大通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 呉服いせや 江戸川区松江3-20-7 3653-6331 松江大通り商店街振興組合

自転車・自動車関係 中央地区 サイクルステーションハヤシ 江戸川区松江3-16-5 3651-4085 松江大通り商店街振興組合

たばこ・新聞 中央地区 読売センター松江 江戸川区松江2-6-2 3651-0849 松江大通り商店街振興組合

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 藤田屋商店 江戸川区松江2-1-18 3651-0453 松江大通り商店街振興組合

その他 中央地区 南葛博善葬儀社 江戸川区松江2-3-2 3651-0220 松江大通り商店街振興組合

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 インテリアゴキタ 江戸川区松江2-2-2 3651-4187 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 季節料理はむら 江戸川区松江2-2-17 3651-9556 松江大通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 いせや 江戸川区松江2-2-18 3653-6336 松江大通り商店街振興組合

貴金属・時計･メガネ 中央地区 片山メガネ 江戸川区西一之江4-8-22 3656-0817 松江大通り商店街振興組合

文具･書籍･写真 中央地区 オフィスアドバンス㈱ 江戸川区西一之江4-8-21 3654-7277 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 宝来 江戸川区西一之江4-8-21 3651-2257 松江大通り商店街振興組合

その他食料品（商店・惣菜等） 中央地区 上田食品 江戸川区松江3-20-8 3651-2994 松江大通り商店街振興組合

コンビニ 中央地区 セブンイレブン江戸川一之江7丁目店 江戸川区一之江5-5-3 5662-7757 松江大通り商店街振興組合

飲食店 中央地区 居酒屋ゆきちゃん 江戸川区松江4-12-15 3656-2222 松江大通り商店街振興組合

貴金属・時計･メガネ 中央地区 ジュエリーハナジマ 江戸川区西葛西6-18-8-1F 3687-5312 松江大通り商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 安田洋品店 江戸川区西一之江4-1-30 3653-5505 松江大通り商店街振興組合



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

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 永井畳店 江戸川区松江7-27-9 3651-4561 しらさぎ通り西一之江商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 中央地区 菊見堂 江戸川区松江7-12-11 3651-9289 しらさぎ通り西一之江商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 仙台屋商店 江戸川区西一之江3-16-9 3651-2507 しらさぎ通り西一之江商店会

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 リビングボックス高野 江戸川区西一之江4-16-17 3651-1933 しらさぎ通り西一之江商店会

パン 中央地区 リヨン・コッぺ館 江戸川区西一之江3-1-2 3651-0141 しらさぎ通り西一之江商店会

飲食店 中央地区 大黒鮨 江戸川区西一之江3-12-27 3652-4707 しらさぎ通り西一之江商店会

その他 中央地区 (株)スィートバルーン 江戸川区松江7-28-6 3651-3783 しらさぎ通り西一之江商店会

飲食店 中央地区 一平食堂 江戸川区西一之江3-12-30 3651-1478 しらさぎ通り西一之江商店会

飲食店 中央地区 スナック若鷺 江戸川区一之江5-2-1 3656-3721 はなみずきロード一之江商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 岩新米店 江戸川区一之江5-2-17 3651-3948 はなみずきロード一之江商店会

飲食店 中央地区 秀ちゃん 江戸川区一之江5-2-17 3655-6026 はなみずきロード一之江商店会

飲食店 中央地区 大新楼 江戸川区一之江5-2-16 3656-3181 はなみずきロード一之江商店会

理容 中央地区 クラブ理容 江戸川区一之江5-2-14 3651-5794 はなみずきロード一之江商店会

生花・ペットショップ 中央地区 露木生花店 江戸川区一之江6-19-4 3651-7439 はなみずきロード一之江商店会

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 いちのえ寝装 江戸川区一之江4-6-19 3651-3787 はなみずきロード一之江商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 中央地区 伊勢屋 江戸川区一之江4-6-14 3651-4635 はなみずきロード一之江商店会

貴金属・時計･メガネ 中央地区 (有)一之江メガネ 江戸川区一之江4-2-25 3651-8723 はなみずきロード一之江商店会

お茶・のり 中央地区 加藤園 江戸川区一之江4-1-34 3651-0776 はなみずきロード一之江商店会

理容 中央地区 理容イノグチ 江戸川区一之江7-30-3 3651-6592 はなみずきロード一之江商店会

その他（燃料・ガソリンスタンド） 中央地区 西宮商店 江戸川区一之江7-30-5 3652-0607 はなみずきロード一之江商店会



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

その他（木材・建材・金物） 中央地区 タカオ―㈱小川高一商店 江戸川区一之江4-1-29 3653-5461 はなみずきロード一之江商店会

たばこ・新聞 中央地区 読売センター一之江駅前 江戸川区一之江7-33-14 3651-1306 はなみずきロード一之江商店会

不動産・保険等 中央地区 昌栄不動産 江戸川区一之江3-1-16 3651-6682 はなみずきロード一之江商店会

たばこ・新聞 中央地区 平井タバコ店 江戸川区春江町4-24 3653-2913 はなみずきロード一之江商店会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 ファーメリー 江戸川区一之江7-30-7 5661-5027 はなみずきロード一之江商店会

手芸（皮革・ゴム製品・履物・バッグ） 中央地区 手芸の店いこい 江戸川区一之江4-7-10 3651-5378 はなみずきロード一之江商店会

化粧品・薬品 中央地区 どらっぐぱぱす一之江４丁目店 江戸川区一之江4-6-17 3654-1193 はなみずきロード一之江商店会

飲食店 中央地区 やきとん げんすけ 江戸川区一之江4-2-25 3674-0313 はなみずきロード一之江商店会

自転車・自動車関係 中央地区 サイクルショップハーモ二ー 江戸川区一之江4-1-24 5879-5186 はなみずきロード一之江商店会

飲食店 中央地区 炭火串焼いちうら 江戸川区一之江5-2-12 090-4076-6324 はなみずきロード一之江商店会

美容 中央地区 ヘアーサロンレーヌ 江戸川区一之江4-6-19 3653-7246 はなみずきロード一之江商店会

飲食店 中央地区 食べ処たかはし 江戸川区一之江4-6-7 3654-5682 はなみずきロード一之江商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 ㈱油屋商店 江戸川区一之江6-16-15 3651-0374 はなみずきロード一之江商店会

生花・ペットショップ 中央地区 エフシー(FC) 江戸川区一之江7-31-4 090-4730-9132 はなみずきロード一之江商店会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 横室洋服店 江戸川区松江2-4-3 3651-4197 ハッピーロード七福商店会

美容 中央地区 美容室アサヨ 江戸川区松江2-8-5 3653-3627 ハッピーロード七福商店会

理容 中央地区 ロンサール 江戸川区松江2-8-3 3656-0216 ハッピーロード七福商店会

文具･書籍･写真 中央地区 磯ヶ谷カメラ店 江戸川区松江2-23-1 3651-6763 ハッピーロード七福商店会

その他（燃料・ガソリンスタンド） 中央地区 鈴木商店 江戸川区松江2-22-7 3651-4071 ハッピーロード七福商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 杉山商店 江戸川区松江2-20-9 3651-0200 ハッピーロード七福商店会



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

生鮮三品（鮮魚） 中央地区 藤田水産 江戸川区松江2-20-10 3652-0778 ハッピーロード七福商店会

生鮮三品（青果） 中央地区 八百春 江戸川区松江2-21-13 3651-5035 ハッピーロード七福商店会

理容 中央地区 理容オザキ 江戸川区松江2-18-20 3651-6393 ハッピーロード七福商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 竹内商店 江戸川区松江2-19-4 3651-2463 ハッピーロード七福商店会

飲食店 中央地区 とんかつちから 江戸川区松江2-16-9 3656-0823 ハッピーロード七福商店会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 ひまわり 江戸川区松江2-30-2 3651-6904 ハッピーロード七福商店会

飲食店 中央地区 串一 江戸川区松江2-30-3 3656-0941 ハッピーロード七福商店会

化粧品・薬品 中央地区 サン薬局 江戸川区中央2-16-9 3651-2645 ニコニコ商店街振興組合

電気機器・電気工事・家電 中央地区 ㈱アイデン 江戸川区中央2-24-2 3653-2680 ニコニコ商店街振興組合

その他食料品（商店・惣菜等） 中央地区 (有)桧山水産 江戸川区中央2-14-10 3652-2437 ニコニコ商店街振興組合

貴金属・時計･メガネ 中央地区 メガネのアカオ 江戸川区中央2-14-11 3653-3773 ニコニコ商店街振興組合

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 中央地区 伊勢屋餅菓子店 江戸川区中央2-25-3 3653-1228 ニコニコ商店街振興組合

飲食店 中央地区 (有)鉄の寿司 江戸川区中央2-13-13 3651-5484 ニコニコ商店街振興組合

飲食店 中央地区 ぴめんと 江戸川区中央2-26-2 3655-3874 ニコニコ商店街振興組合

手芸（皮革・ゴム製品・履物・バッグ） 中央地区 オレンジハウス 江戸川区中央2-26-2 3654-3110 ニコニコ商店街振興組合

生花・ペットショップ 中央地区 矢作生花店 江戸川区中央2-26-3 3652-0041 ニコニコ商店街振興組合

衣服・呉服・洋品等 中央地区 レディースみゆき 江戸川区中央2-26-3 3695-2873 ニコニコ商店街振興組合

理容 中央地区 ダルトン 江戸川区中央2-12-9 3653-5786 ニコニコ商店街振興組合

美容 中央地区 美容室リーフ中央店 江戸川区中央2-15-12 3656-5739 ニコニコ商店街振興組合

理容 中央地区 ヘアーメイクサロンやよい 江戸川区大杉1-3-5 3655-7916 ニコニコ商店街振興組合
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飲食店 中央地区 酔香園 江戸川区中央2-14-10 3653-7918 ニコニコ商店街振興組合

生花・ペットショップ 中央地区 フラワーショップ大杉花小町 江戸川区中央2-25-4 5879-9868 ニコニコ商店街振興組合

飲食店 中央地区 だい八　 江戸川区中央2-23-5 3654-2478 ニコニコ商店街振興組合

飲食店 中央地区 和風バル仔ねこ 江戸川区中央2-14-11 3656-6001 ニコニコ商店街振興組合

飲食店 中央地区 スナックキャロル 江戸川区中央2-14-8 090-4705-2124 ニコニコ商店街振興組合

日用品・雑貨 中央地区 森　商店 江戸川区中央1-2-3 3651-5432 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 いこい 江戸川区松島1-43-26 3654-0151 江戸川中央商店会

自転車・自動車関係 中央地区 江戸川自動車 江戸川区中央1-3-1 3654-4141 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 喫茶フルサト 江戸川区中央1-3-7 3651-0189 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 なかや 江戸川区松島1-42-16 3651-0992 江戸川中央商店会

パン 中央地区 ケルン 江戸川区松島1-42-15 3653-2326 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 寿賀多 江戸川区松島1-41-23 3651-2447 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 やざわ 江戸川区松島1-41-23 3651-5451 江戸川中央商店会

文具･書籍･写真 中央地区 (有)タカギ 江戸川区松島1-41-21 3654-0281 江戸川中央商店会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 ルイ・アラン 江戸川区松島1-42-16 3655-2000 江戸川中央商店会

自転車・自動車関係 中央地区 飯山商会 江戸川区中央1-5-4 3651-3661 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 荒川 江戸川区中央4-25-22 3651-2796 江戸川中央商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 中央地区 金時 江戸川区松島1-41-14 3651-4657 江戸川中央商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 牧野米店 江戸川区松島1-40-5 3651-0784 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 蜂の宝本舗スタンドバニ―カフェ 江戸川区松島1-41-17 3654-1361 江戸川中央商店会
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生花・ペットショップ 中央地区 コナン 江戸川区中央1-3-10 3656-2451 江戸川中央商店会

生花・ペットショップ 中央地区 花一番 江戸川区中央1-3-7 5661-8718 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 うなぎ平八 江戸川区中央1-14-24 3651-3550 江戸川中央商店会

その他 中央地区 トーリツ福祉用具センター 江戸川区松島1-41-19 5661-1301 江戸川中央商店会

化粧品・薬品 中央地区 どらっぐぱぱす江戸川区役所前店 江戸川区松島1-41-20 5607-4193 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 レストラングリーンパレス 江戸川区松島1-38-1 3653-5151 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 SAKURA 江戸川区中央4-25-1 3654-2264 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 ラーメン味ノ仙 江戸川区松島1-42-15 6231-5797 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 創作和食　吟 江戸川区中央1-3-7-1F 3674-1108 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 つくしんぼ 江戸川区中央1-19-7 5678-6162 江戸川中央商店会

飲食店 中央地区 おかず道楽 江戸川区松島3-11-2 5662-2323 松島商交会

生花・ペットショップ 中央地区 (有)花久 江戸川区松島4-45-10 3652-1019 松島商交会

理容 中央地区 伊藤理容室 江戸川区松島3-11-1 3652-0844 松島商交会

飲食店 中央地区 そば処丸花 江戸川区松島3-11-2 3651-4303 松島商交会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 きものと帯奈加志満 江戸川区松島3-11-1 3656-1861 松島商交会

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 川本畳店 江戸川区松島3-10-5 3652-0372 松島商交会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 （有）山信米店 江戸川区松島4-35-7 3651-4600 松島商交会

理容 中央地区 （有）キング理容院 江戸川区松島4-41-10 3651-6705 松島商交会

理容 中央地区 ヘアーサロン　カミヤマ 江戸川区松島3-7-2 3655-5930 松島商交会

飲食店 中央地区 パブリック 江戸川区松島3-3-1 3674-0844 松島商交会
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生花・ペットショップ 中央地区 たらちね 江戸川区松島3-8-1 5607-4873 松島商交会

医療関係 中央地区 松島接骨院 江戸川区松島3-7-5 3674-8677 松島商交会

飲食店 中央地区 福助 江戸川区松島3-12-1 5662-9500 松島商交会

コンビニ 中央地区 ｾﾌﾞﾝイレブン松島店 江戸川区松島4-43-45 3655-3647 松島商交会

生鮮三品（肉） 中央地区 石井精肉店　 江戸川区松本1-9-15 3655-3052 松本弁天通り商店会

お茶・のり 中央地区 吉井園 江戸川区松本1-8-11 3651-8396 松本弁天通り商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 安部酒店 江戸川区大杉5-15-20 3651-5616 松本弁天通り商店会

衣服・呉服・洋品等 中央地区 サワ洋品店 江戸川区大杉5-30-3 3654-3809 松本弁天通り商店会

家具・寝具・インテリア・畳 中央地区 (有)藤田商事 江戸川区松江3-10-5 3652-7564 東松中央通り商店会

理容 中央地区 ベビーブー 江戸川区松江3-3-2 5662-2062 東松中央通り商店会

自転車・自動車関係 中央地区 セオサイクル船堀店 江戸川区東小松川4-45-10 5661-9755 東松中央通り商店会

その他 中央地区 (株)TokyoSomｍelierHousing 江戸川区東小松川2-26-12-203 5879-4935 東松中央通り商店会

その他 中央地区 岩戸ネームプレート工業㈱ 江戸川区松江4-27-15 3656-1011 東松中央通り商店会

飲食店 中央地区 のほほん 江戸川区船堀1-7-19 3869-5334 東松中央通り商店会

自転車・自動車関係 中央地区 ダイワサイクル東小松川店 江戸川区東小松川2-26-13 5879-4588 東松中央通り商店会

飲食店 中央地区 そば中山 江戸川区上一色2-17-7 3652-3305 上一色興の宮合同商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 中央地区 丸山豆腐店 江戸川区上一色2-16-9 3651-8037 上一色興の宮合同商店会

その他（燃料・ガソリンスタンド） 中央地区 江商石油㈱一之江インター給油所 江戸川区一之江2-11-1 3656-5213 中央支部

飲食店 中央地区 MARUKO しゃぶテキ亭 江戸川区一之江2-10-7 3656-5211 中央支部

自転車・自動車関係 中央地区 サイクルゾーン　トダ 江戸川区松島3-27-11 3652-2686 その他の会員
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電気機器・電気工事・家電 中央地区 大垣電器 江戸川区松島4-46-15 3651-5141 その他の会員

化粧品・薬品 中央地区 どらっぐぱぱす本一色店 江戸川区本一色3-39-2 5662-4193 その他の会員

電気機器・電気工事・家電 中央地区 生活彩館さとうでんきサービス 江戸川区松島2-32-3 3652-1948 その他の会員

文具･書籍･写真 中央地区 芦田書店 江戸川区松江7-28-10 3654-6323 その他の会員

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 ㈲酒喜屋商店 江戸川区松島4-46-9 3651-0928 その他の会員

手芸（皮革・ゴム製品・履物・バッグ） 中央地区 ㈲つるや履物店 江戸川区松島3-14-6 3655-5188 その他の会員

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 中央地区 ㈲宇田川商店 江戸川区東小松川3-10-20 3656-0464 その他の会員


