
サービス業店舗リスト

店舗名 郵便番号 店舗住所 連絡先 業態

理容室ファミリーサロンKEN 183-0001 東京都府中市浅間町2-3-7 042-361-9233 理容室

ヘアーサロンライト 183-0002 東京都府中市多磨町1-23-43 042-367-0798 理容店

株式会社アサヒハウジング 183-0003 東京都府中市朝日2-5-9 042-362-3666 不動産

スズキ理容 183-0004 東京都府中市紅葉丘1-29-37 042-302-7137 理容店

近能和男 歯科技工所 183-0004 東京都府中市是政1-21-55 042-365-2237 歯科技工

有限会社金井商事 183-0005 東京都府中市若松町1-16-5 042-363-3606 不動産賃貸業

マロウドイン東京 183-0005 東京都府中市若松町1-4-1 042-369-1111 宿泊業

池クリーニング　ウッディークリーニング 183-0005 東京都府中市若松町1-19-3 042-361-6112 クリーニング店

クリーニング　キャロット 183-0005 東京都府中市宮町1丁目50番地 府中駅南口くるる1F 042-361-6112 クリーニング取次

不動産業吉崎 183-0005 東京都府中市若松町2-8-10 042-360-2792 不動産管理

ヘヤカットゆう 183-0006 東京都府中市緑町2-16-14 042-336-3614 理容店

暖家 183-0006 東京都府中市緑町1-3-3-101 042-361-4032 美容室

メンズヘアーえの本 183-0011 東京都府中市白糸台1-11-30 042-333-7667 理容店

ホテル武蔵野の森 183-0011 東京都府中市白糸台6-12-8 042-362-1101 ホテル

チェリー理容室 183-0012 東京都府中市押立町5-5-16 042-483-0343 理容店

カットサロンはしもと 183-0013 東京都府中市小柳町5-8-76 042-363-1389 理容店

㈲アイ・ピー・オー 183-0013 東京都府中市小柳町2-41-1 042-361-9216 不動産賃貸業

有限会社サトウ商会 183-0014 東京都府中市是政2-30-50 042-365-3300 ウエス業

ファミリーサロンマルヤマ 183-0014 東京都府中市是政5-11-11 042-363-0230 理容店

大貫理容館 183-0014 東京都府中市是政3-12-10 042-362-6869 理容店

ダイワ不動産 183-0015 東京都府中市清水が丘3-24 042-361-4395 不動産

府中調布狛江トラック事業協同組合 183-0015 東京都府中市清水が丘3丁目15番24 042-333-9300 トラック事業協同組合

株式会社ハラダハウジー 183-0015 東京都府中市清水が丘3丁目15番22 042-362-5550 不動産業

ＭＩＤ東府中ビル 183-0015 東京都府中市清水が丘1-1-1 042-335-8622 不動産

ウッディークリニング 183-0015 東京都府中市清水が丘3-23-19 042-361-6112 クリーニング取次

イルカ理容美容 183-0015 東京都府中市清水が丘3-29-5 042-208-1653 理容業

ヘアーサロンイルカ 183-0015 東京都府中市清水が丘3-23-1 042-369-6624 理容業

理容ラッキー 183-0015 東京都府中市清水が丘2-2-10 042-363-4443 理容業

カットスタジオソフィア 183-0016 東京都府中市八幡町1-4-9 カーム府中1F 042-363-4064 理容

宮下税務会計事務所 183-0016 東京都府中市八幡町3-2-16　シライビル1Ｆ 042-334-3710 会計事務所

さとうクリーニング本店 183-0016 東京都府中市八幡町2-1-7 042-361-2169 クリーニング

さとうクリーニング宮町店 183-0023 東京都府中市宮町1-24-8 042-364-3706 クリーニング

さとうクリーニングきらら店 183-0027 東京都府中市本町1-2-1 042-330-0077 クリーニング

さとうクリーニング紅葉ヶ丘店 183-0004 東京都府中市紅葉丘1-22-22 042-363-0456 クリーニング

さとうクリーニング南門店 183-0032 東京都府中市本宿町3-24-8 042-364-6945 クリーニング

クアナルハイム 183-0016 東京都府中市八幡町2-19-7 042-362-6605 不動産

有限会社ディリープラネッツ22 183-0016 東京都府中市八幡町2-20-14 090-3137-7388 広告

有限会社共栄商会 183-0016 東京都府中市八幡町2-4-17 042-361-2936 不動産業

上明商事株式会社 183-0021 東京都府中市片町1-9-5-205 042-364-6435 不動産業

サニー理容室 183-0021 東京都府中市片町2-2-1 042-364-0841 理容店

有限会社廣瀬本店 183-0021 東京都府中市片町3-29-2 042-336-0388 不動産業

有限会社多摩クリーニングサービス 183-0021 東京都府中市片町1-6-7 花とうビル1F 042-333-0087 リフォーム業

中島歯科医院 183-0022 東京都府中市宮西町1-1-5 042-361-8349 歯科医療

ETCダンススクール府中校 183-0022 東京都府中市宮西町1-16-3　2F 042-310-9805 ダンス教室

べる美容室 183-0022 東京都府中市宮西町2-11-12 フォスパティオ1F 042-333-0425 美容業

麻屋 183-0022 東京都府中市宮西町5-4-3・1F 042-302-0388 飲食店

ヘアーサロンイスト 183-0022 東京都府中市宮西町3-1-6-101 042-361-3508 理容店

ＨＯＴＥＬ松本屋 183-0022 東京都府中市宮西町2-4-1 042-360-3313 ビジネスホテル

日野屋商店 183-0022 東京都府中市宮西町2-17-7 042-361-2020 賃貸業

株式会社ケイ不動産府中本店 183-0022 東京都府中市宮西町2-9-10 藤澤ビル3F 042-314-6661 不動産業

レストラン　シマトネリコ 183-0022 東京都府中市宮西町1-11-1 042-367-7777 レストラン

府中アーバンホテル別館 183-0022 東京都府中市宮西町1-11-1 042-367-7777 ホテル

株式会社大内商事 183-0023 東京都府中市宮町1-19-10 042-352-7077 不動産業

交陽商事株式会社 183-0023 東京都府中市宮町1丁目50番地 府中駅南口くるる1F 042-363-0151 不動産業

心・体バランススペース 183-0023 東京都府中市宮町2-16-1 NSビル202 042-368-6675 マッサージ整体店

株式会社エステート三松 183-0023 東京都府中市宮町1-1-31 042-335-0077 不動産業

朝倉商事株式会社 183-0026 東京都府中市南町4-31-2 042-361-6476 不動産業

カットハウスピープル 183-0026 東京都府中市南町1-49-44 042-364-6755 理容業

ヘヤーサロンミヨシ 183-0026 東京都府中市南町4-17-3 042-364-8004 理容業

有限会社ワークス・プロジェクト 183-0027 東京都府中市本町2-12-14 042-335-2111 建物

公共社団法人武蔵府中青色申告会 183-0027 東京都府中市本町4-15-22 042-362-8466 会員に対する記帳指導

府中本町二郵便局 183-0027 東京都府中市本町2-20-16 042-363-8570 郵便局

有限会社ワークス・プロジェクト 183-0027 東京都府中市本町2-12-14 042-335-2111 クリーニング

株式会社イシカワ本店 183-0031 東京都府中市西府中1-51-13 042-364-0364 不動産業

緑辰建設株式会社 183-0031 東京都府中市西府町3-35-24 042-364-8080 不動産業

理容　ヒラサワ 183-0032 東京都府中市本宿町2-18-12 042-362-8326 理容

株式会社北谷税務会計事務所 183-0034 東京都府中市住吉町1-83-6 042-365-6099 税理士

聖和葬儀社 183-0034 東京都府中市住吉町3-21-4 042-335-9202 葬祭業

るーむ 183-0034 東京都府中市住吉町2-17-8 042-336-1002 理容業

常松クリーニング 183-0035 東京都府中市四谷3-50 042-362-4133 クリニング

おしゃれサロンプリンス 183-0041 東京都府中市北山町2-9-34 042-576-7875 理容

プリンス理容室 183-0045 東京都府中市三好町3-26-11 042-368-1626 理容全般

有限会社オータムワーキング 183-0045 東京都府中市美好町1-1-18 石川ビル201 042-336-8343 介護事業

ヘア・サロン・コヤマ 183-0045 東京都府中市三好町2-11-2 042-366-5523 理容業

株式会社府中地所 183-0045 東京都府中市美好町2-21-1 042-335-2131 不動産業

Beauty Salon NARA 183-0046 東京都府中市西原町4-41-29 042-575-7263 美容業

イトウエンタープライズ 183-0046 東京都府中市西原町3-3-13 042-573-0028 サービス業

松の湯 183-0052 東京都府中市新町3-6-5 042-365-0204 公衆浴場

ヘアーサロン牧 183-0052 東京都府中市新町1-36-21 042-369-2203 理容業

株式会社東菱不動産センター 183-0053 東京都府中市府中町2-1-12 042-362-4111 不動産業

トライウッド 183-0054 東京都府中市幸町1-32-1 042-365-1461 喫茶店

オリオン理容所 183-0054 東京都府中市幸町1-7-7 042-368-2410 理容業

ワークぴあ府中 183-0055 東京都府中市府中町2-25-1 中央文化センター5F 042-361-1188 中小企業勤労者福利厚生サービス

ホテルコンチネンタル 183-0055 東京都府中市中町1-5-1 042-366-2111 ホテル業

理容サム 183-0055 東京都府中市府中町1-18-12 042-360-3121 理容業

府中不動産株式会社 183-0055 東京都府中市府中町2-23-1 042-366-3416 不動産業

ビジネスホテルサンライト 183-0055 東京都府中市寿町2-3-9 042-360-3111 ビジネスホテル

府中アーバンホテル本館 183-0055 東京都府中市府中町2-1-9 042-366-7777 ホテル

かえる鉞炎院 183-0056 東京都府中市寿町1-6-2ことぶきマンション103 070-3288-2525 鉞炎院

公益財団法人府中市シルバー人材センター 183-0056 東京都府中市寿町3-2私立ふれあい会館 042-366-2322 公益社団法人

街のとこやさん 183-0057 東京都府中市晴見町1-13-22 042-362-0889 理容業

こじま接骨院 183-0057 東京都府中市晴見町1-27-34 桑田コーポA号室 042-319-1421 接骨院、ほねつぎ

ヘアーサロンチダ 183-0057 東京都府中市晴見町1-18-6 042-364-3671 理・美容店


