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e-factory

「災害時における一時滞在施設及び避難場所
の提供に関する協定書」が締結されました
この協定は、府中市内における地震・風水害などの災害が発生した場合、
府中市地域防災計画に基づき、府中市とむさし府中商工会議所の間に市
民に対する一時滞在施設および避難場所の提供のために必要な事項を定
めたものです。この協定の締結により、被災者支援体制および市民の安全・
安心の確保が強化され、より円滑かつ着実な被災者支援が可能となります。
災害等の際はこの協力体制を基に、当会議所においても各所と連携した活動
を行います。

表彰区分・今年度授賞者数
経営者功労表彰・・・・・・９名
最優秀従業員表彰・・・・１９名
優秀従業員表彰・・・・・４４名
企業功労者表彰
製造・技術部門・・・・８名
総務・管理部門・・・・５名
販売・サービス部門・・４名

優秀技能者表彰・・・・・１２名
▲昨年の表彰式典の様子

▲高野市長、濱中会頭による締結の様子

商店会でのお買物でもらえる！つかえる !

地元応援商品券「ふちゅチケ」発行に伴い、より一層市内の商業活性化を
図るため、新たに１２月から「フーちゃんお買物券」が開始されます。

「ふちゅチケ」を使った後のお買物も、また商店会に帰ってきてほしい。
そんな想いが込められた取り組みです。ぜひご利用ください。

　次ページに参加店が掲載されています。商店会でお買物しよう！

令和２年度　府中市商工振興表彰受賞者が決定しました

例年開催しております「府中市商工振興表彰式典」では、多年に
わたり府中市商工業の振興発展に尽くされた方々や、本商工会議所
の運営・事業に協力されるなど、様々な分野で功績のあった方に対
して表彰を行っております。本年度は新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、式典は中止となりましたが、受賞される皆様には
賞状と記念品をお渡しいたします。おめでとうございます。

「ふちゅチケ」を使用して、対象の商店会参加店
で1,000円以上のお買物をすると・・・

先着で２００円分の「フーちゃん
お買物券」がもらえる！

「フーちゃんお買物券」をもらった商店会
（券裏面に記載された商店会）の、ポスター掲示店で
つかおう！
フーちゃんお買物券
配布・利用期間　
２０２０年１２月１日（火）～２０２１年３月１０日（水）

※配布は各店無くなり次第終了となります

令和２年度 東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞
受賞おめでとうございます！

都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範
と認められる方々に贈られる東京マイスター知事賞を、東芝インフラシステムズ
株式会社府中事業所の高橋昭雄さんが受賞されました。おめでとうございます。

高
たかはし

橋　昭
あき

雄
お

さん
（アーク溶接工）

鉄道車両用制御装置箱・鉄道車両空調装置の製缶溶接に従事。溶接技法の考案・
検証に寄与し、改善を図ることで生産効率の増進や安全確保等に貢献している。
テクニカルコンテスト審査委員や海外にて現地技術指導を行うなど、後進の指導・
育成に尽力している。

▲会議所会館は東府中駅直ぐです

地元応援商品券「ふちゅチケ」再販売いたします！
当初販売で当選した方が、期間内に購入されなかった場合における余剰
分の発生を想定し、再販売の申込受付を実施いたします。購入を検討さ
れる方は、ぜひお申込みください。

対　　象　：　市民
購入冊数　：　おひとり最大５冊まで

●申込多数の場合、当初販売で申し込んでいない方を優先して抽せんを行います。
●申込多数の場合、抽せんの結果購入できない場合があります。
●当初の販売で申し込んだ方も申込可能です。
●当初の販売で追加購入の申込をされていた方も、改めて申込が必要です。

申込方法（①または②にて申込）　　　　　　　　　　　　

購入方法
①　１２月２２日（火）頃に、当選された方へ「購入引換券」を発送します。
②　１２月２３日（水）～２８日（月）、令和3年１月４日（月）～８日（金）の期間に、「購入引換券」に記載の販売場所で

購入してください。
商品券使用期限　：　令和3年３月１０日（水）まで
お問合せ　ふちゅチケコールセンター　042-521-5613
　　　　　または　むさし府中商工会議所　042-362-6421

1冊10,000円で14,000円分使える！

① 再販売専用はがきによる申込
希望冊数・氏名(ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号を
記入して、申込期限までに送ってください。
再販売専用はがき付チラシ配布場所
むさし府中商工会議所　/　市役所（１階市民相談室・
４階産業振興課）　/　市政情報センター　/
各文化センター　※全戸配布は行いません

郵便はがきでも申し込みできます
<郵便はがき宛先>
〒１１３－８７３０　日本郵便（株）本郷郵便局　私書箱１６号
地元応援商品券「ふちゅチケ」事務局 受付担当 宛

② 特設ホームページからの申込

https://premium-gift.jp/fuchu
地元応援商品券 ふちゅチケ 検索

申込期限　　令和２年１１月３０日（月）まで（当日消印有効）

お問い合わせはフリーダイヤルへ 0120-365-301

「これでわかった、人生旅ノート（エンディングノート）と相続」
冊子とエンディングノートで 1850円

府中 KGOグループ

KGO

税理士法人
北谷税務会計
事務所

北谷司法書士
事務所

有限会社
ケイ・ケイ・エス

北谷行政書士
事務所

この冊子で相続、贈与のほか、介護、認知、後見問題等もご案内しておりますので、老後の悩みは
すべて解決。旅ノートへは、直接記入でき、遺言書や贈与契約書はそのままご利用いただけます。

わからないことは、遠慮なくお問い合わせください。
他に冊子「これでわかった、相続税」「これでわかった、贈与税」「これでわかった、相続あれこれ（相続税がかか

らないけど）」「これでわかった、子のいない夫婦やおひとりさまの相続」をご用意しております。
また、相続税、贈与税についてのDVDもありますので、お問い合わせください。

会社、個人の税務、登記、不動産の購入・譲渡等については
上記フリーダイヤルで KGO グループ にお問い合わせください。

アクセス：　京王線　中河原駅　徒歩 3 分（駐車場有）　住所：東京都府中市住吉町１－８３－６

俺たち家族が登場します。
エンディングノートを

書いておくぞ！
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ミシンのお店

ジャノメミシン　/　シンガーミシン　/　ブラザーミシン

JUKIミシン　　/　ベビーロック　　/　ハスクバーナ等

※修理はどこのミシンでも受付いたします。

府中店 府中市天神町３－１２－９

℡　０４２－３１６－５００７

国立店　国立市富士見台１－２６－１６　℡　０４２－５７４－７２２２

各メーカー取扱い販売代理店

イーソーイング

各メーカー取扱い販売店

ご注意ください！！
こちらは地元応援商品券「ふちゅチケ」ではありません。
「ふちゅチケ」を使用して、記載の参加店舗でお買物をすると、「フーちゃんお買物券」がもらえます。

券をもらった同一商店会内でしか使えません。券裏面に記載の商店会名をよくご確認ください。

配布・利用期間　　２０２０年１２月１日（火）～２０２１年３月１０日（水）

本宿商栄会 MAP㉘
榎本理容室 西府町2-19-10 理容・美容店

季創りそば・膳 奈美喜庵 西府町2-29-5 飲食店

小池サイクル 西府町3-8-39 自転車販売

割烹 秋よし 西府町3-35-3 飲食店

邦工務店 日新町2-30-28 その他業種
セブンイレブン
府中分梅店 分梅町3-62-1 コンビニ

米のおかざき 本宿町1-25-2 飲食料品店

さわいクリーニング 本宿町2-7-7 クリーニング

鴨下酒店 本宿町2-12-11 飲食料品店

理容ヒラサワ 本宿町2-18-12 理容・美容店

むさしの台商栄会 MAP㉙
名和木材 白糸台2-16-8 その他業種

読売センター府中第一 白糸台2-67-12 その他小売業
アポロン薬局 
武蔵野台駅前店 白糸台4-13-10 ドラッグストア・調剤薬局

車返酒店 白糸台4-13-10 飲食料品店

川口薬局 白糸台4-14-3 ドラッグストア・調剤薬局

TASHIRO MIX HAIR 白糸台4-14-3 理容・美容店

あけぼの だんごの美好 白糸台4-14-53 飲食料品店

でんきのユウ・アイ 白糸台4-16-1 家電販売店

手作り弁当 こもれび 白糸台4-16-1
谷中ビル1-1 飲食店

アビエント 白糸台4-16-6 理容・美容店

ジャスマン洋菓子店 白糸台4-16-11 飲食料品店

丸正 武蔵野台駅前店 白糸台4-19-1 スーパー

花征 白糸台4-19-1 その他小売業

龍之家 白糸台4-49-7 飲食店

スナックＡＵＤＩ 白糸台5-1-8 飲食店
メガネストアー
武蔵野台店

白糸台5-1-31
小杉ビル1F メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

さか本そば店 白糸台5-2-3 飲食店
トータルビューティー
リ・パランセ

白糸台5-21-2
小杉ビル3F 理容・美容店

アポロン薬局 車返店 白糸台5-24-1 ドラッグストア・調剤薬局

車返団地商店会 MAP㉚
内田電気 白糸台5-25-1 家電販売店

川口薬局 車返団地店 白糸台5-25-1 ドラッグストア・調剤薬局

にじいろ鍼灸整骨院 白糸台5-25-1 その他サービス業

プームヘアー 白糸台5-25-1
車返団地2-12-102 理容・美容店

スープカレー鳩時計 白糸台5-25-1
車返団地2-15-104 飲食店

ふじ花園 車返店 白糸台5-25-1
車返団地2-15-102 その他小売業

ＧＯＬＤ ＫＩＤ 白糸台5-25-1
車返団地2-15-101 理容・美容店

新押立商店会 MAP㉛
ジャスマン洋菓子店 押立店 押立町1-3-12 飲食料品店

Yショップ 丸上ストアー店 押立町1-32-1 コンビニ

吉亀寿司 押立町2-12-3 飲食店

とらや輸業 押立町2-25-24 自転車販売

そば処 山口家 押立町2-42-2 飲食店

長谷酒店 押立町3-32-3 飲食料品店

是文通り商店会 MAP㉜
メンズサロンLagoon 小柳町2-15-1

コーポK1F 理容・美容店
セブンイレブン
府中是政1丁目店 是政1-14-5 コンビニ

小柳南商栄会 MAP㉝
福冨 小柳町4-5-6 飲食店

若松工務店 小柳町4-22-24 その他業種

小場畳店 小柳町5-14-39 その他業種

クリーニング フルヤ 小柳町5-15-6 クリーニング

玉川屋酒店 小柳町5-17-3 飲食料品店

丸山スポーツ 小柳町5-19-21 その他小売業

焼きとり びんずる 小柳町6-19-70 飲食店

府中本町プラザ商店会 MAP㉞
ファミリーマート
府中本町店 本町2-6-8 コンビニ
やきとり山長
府中本町店 本町2-19-2 飲食店

すしだがや 本町2-19-5
オルジュ本町2-1F 飲食店

アラカラバル 本町2-19-55
オルジュ本町1階 飲食店

ローソン
府中本町駅前店 本町2-20-4 コンビニ

八百勝 本町2-20 飲食料品店

サンプラザクリーニング 本町2-20-107 クリーニング

肉と日本酒 いっさいがっさい 本町2-20-108 飲食店

LAMPIONE 本町2-20-11
本町プラザマンション1階-A 飲食店

KaPilina 本町2-20-11
本町プラザマンション1階-D 理容・美容店

炭火さすらい人 本町2-20-11
本町プラザマンション1階-C 飲食店

沖縄厨房波照間島 本町2-20-11
本町プラザマンション1階-E 飲食店

お料理や つなや 本町2-20-15
ライオンズマンション101 飲食店

an official 本町2-20-42 飲食料品店

Sama-sama魂 本町2-20-44
本町ストア1F 飲食店

こにしや 本町2-20-44
本町ストア1F 飲食店

脇町珈琲 本町2-20-44
本町ストア1F 飲食店

hair room  maju 本町2-20-44
本町ストア1F 理容・美容店

鮨割烹たちばな 本町2-20-52 飲食店
おしゃべりハウス
サトウ化粧品店 本町2-20-59 その他小売業

やきとり たぬき 本町2-20-71
カーサカルム1F 飲食店

まんなかや 本町2-20-73
東海ビル1F 飲食店

おうち居酒屋よってこ 本町2-20-73 2F 飲食店

ヘアサロン　ベル 本町2-20-76 理容・美容店

大東京総合卸売りセンター事業協同組合 MAP㉟
キタムラ 卸売センター店 矢崎町4-1 衣料・身の回り品取扱店

のんしゃらん食堂 矢崎町4-1 飲食店

そば敏 矢崎町4-1 飲食店

Flowershop toi toi toi 矢崎町4-1 その他小売業

府中藪北園 矢崎町4-1 飲食料品店

笠井包装 矢崎町4-1 その他小売業

中山商店 矢崎町4-1 飲食料品店

ゴールデンエッグ 矢崎町4-1 飲食料品店

古沢商店 矢崎町4-1 飲食料品店

G-7ミートテラバヤシ
アンデス食品事業部 府中市場店 矢崎町4-1 飲食料品店

大省商店 矢崎町4-1 飲食料品店

藤栄タオル 矢崎町4-1 衣料・身の回り品取扱店

マルシン 矢崎町4-1 雑貨店

ファインフーズ 府中店 矢崎町4-1 飲食料品店

出島 矢崎町4-1 飲食料品店

つちや 矢崎町4-1 飲食料品店

プールドゥール 矢崎町4-1 飲食料品店

ティー・オー・ピー 府中店 矢崎町4-1 その他小売業

府中宮崎箸店 矢崎町4-1 その他小売業

木田商店 矢崎町4-1 飲食料品店

タカタ小泉 矢崎町4-1 飲食料品店

泉屋Ｃ＆Ｃ 府中店 矢崎町4-1 飲食料品店

府中開治屋 矢崎町4-1 飲食料品店

大雄畜産 矢崎町4-1 飲食料品店

あいよ 矢崎町4-1 飲食料品店

ジェイ・ワークス 矢崎町4-1 飲食料品店

吉村商店 矢崎町4-1 飲食料品店

Ⅲ・ＭＥＤＩＣＡＬｃｏ．,Ｌｔｄ 矢崎町4-1 その他小売業

A-プライス 府中市場店 矢崎町4-1 飲食料品店

まぐろ丼のえちぜん 矢崎町4-1 飲食店

れもねゑど亭 矢崎町4-1 飲食店

店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種

フーちゃんお買物券　参加店舗一覧

府中市商店街連合会キャラクター
フーちゃん

詳細・最新情報はホームページをご確認ください。
むさし府中商工会議所ホームページ「たまごネット」
http://www.tama5cci.or.jp/chamber/2020/fu-chan/index.html
※この掲載内容は１１月９日時点の情報です。
※複数の商店会に加入している店舗は、それぞれの商店会で掲載しています。

★ 拡大図
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「会議所ニュース見たよ！」で
ぶた丼ご注文の方に肉増しorプレミアムソフトをサービス！

令和2年12月20日まで

店舗名 所在地 業種

フーちゃんお買物券　参加店舗一覧
紅葉丘商店会 MAP①
セブンイレブン
府中紅葉丘店 紅葉丘1-39-13 コンビニ

タカクデンキ 紅葉丘2-10-1 家電販売店

ホシ薬局 紅葉丘2-10-3 ドラッグストア・調剤薬局

デザートショップいわなみ 紅葉丘3-41-10 飲食料品店

大久保商店 紅葉丘3-41-10 飲食料品店

たま酒場 紅葉丘3-41-10 飲食店

花丸 紅葉丘3-41-10 その他小売業

八百英 紅葉丘3-41-10 飲食料品店

三春や 紅葉丘3-41-10 飲食店

花いちもんめ 紅葉丘3-41-23 飲食店

紅葉商栄会 MAP②
カーキーダイニング 紅葉丘3-34-1

カシューハウス1F 飲食店

ヘアーサロン オオツキ 紅葉丘3-34-1 理容・美容店

サロン・ド・イブ 紅葉丘3-34-18 理容・美容店

かみくぼ電器 紅葉丘3-35-4 家電販売店

多磨駅商店会 MAP③
京風たこ焼き紅葉 朝日町2-22-7 飲食店

ムラカミ電気商会 朝日町2-29-1 家電販売店

トガシ薬局 朝日町2-29-2 ドラッグストア・調剤薬局

遊食SHIN坊’ｓ 朝日町2-29-5 飲食店

小場畳内装 朝日町2-29-13 その他業種

さらしな大屋 朝日町2-29-27 飲食店

内鮨助 朝日町2-29-31  1Ｆ 飲食店

丸光 朝日町2-30 衣料・身の回り品取扱店

焼肉きらく 多磨町1-23-27 飲食店

ヘアーサロンライト 多磨町1-23-43 理容・美容店

ヘアーサロンウェザーコック 多磨町1-24-21 理容・美容店

中華レストラン紅 紅葉丘2-13-3 飲食店

タマロード商店会 MAP④
ショットバーDAN 小柳町1-1-3

メゾンキャンファウトリー1F 飲食店

養老乃瀧 多磨霊園駅前店 小柳町1-19 飲食店

スタンドバー岡 小柳町1-21-2 飲食店

鮨吉銀 小柳町2-29-2 飲食店
セブンイレブン
清水が丘店 清水が丘3-21-3 コンビニ

ヘアーサロンイルカ 清水が丘3-23-1 理容・美容店

やきとり山長 清水が丘店 清水が丘3-23-14 飲食店

ウッディー 清水が丘3-23-19 クリーニング

魚梅 清水が丘3-24-4 飲食料品店

割烹三松 清水が丘店 清水が丘3-24-16
さいとうガーデンビルB1階 飲食店

しのぶ生花店 清水が丘3-26-20 その他小売業

惣菜の店 とまと 清水が丘3-30-5 飲食料品店

喜楽屋 清水が丘3-30-15 雑貨店

とんかつ割烹 やすいみーと 白糸台1-23-3 飲食店

多摩事務機商会 若松町1-23-11 書籍文房具小売店

八幡町共和会 MAP⑤
鮨なか田 八幡町1-3-12 飲食店

駒屋足袋店 八幡町1-3-13-101 衣料・身の回り品取扱店

麺屋十王 八幡町1-3-14 102号 飲食店

BACARO 八幡町1-3-14
森澤ビル 飲食店

ほか弁日本亭 八幡町1-4-1 飲食料品店

八千代人形 八幡町1-4-9 その他小売業

カットスタジオ ソフィア 八幡町1-4-9 
カーム府中1Ｆ 理容・美容店

美装 八幡町1-7-1 その他業種

染もの あい原 八幡町1-14-41 衣料・身の回り品取扱店

さとうクリーニング本店 八幡町2-1-7 クリーニング
セブンイレブン
府中八幡町店 八幡町2-2-2 コンビニ

L'Atelier Bird 八幡町2-5-8
ヴェルティーレ府中1F 理容・美容店

八海 八幡町2-19-22 飲食店

片野理容店 八幡町2-20-4 理容・美容店

ドッグサロンワンプー 八幡町2-24-13
サニーハイツ101 その他サービス業

伊藤ハウジング 八幡町2-26-10 その他業種
セブンイレブン
府中八幡町2丁目店 八幡町2-30-1 コンビニ

府中建材 八幡町3-4-7 その他業種

そば処　元禄 八幡町3-5-11 飲食店

学生服ヤスダ 八幡町3-6-25
安田ビル2F 衣料・身の回り品取扱店

Hair&Relaxing Foiz 八幡町3-17-15
トモヤビル7階 理容・美容店

COFFEA EXLIBRIS Kettle 八幡町3-19-3 飲食店

丸金商店 八幡町3-19-20 飲食料品店

秋山酒店 緑町1-21-1 飲食料品店

柏屋 緑町2-12-21 飲食料品店

三晃 緑町2-20-10 その他サービス業

ル・シーニュSHOP　PODS出店者会 MAP⑥
LIXIL不動産ショップ
エステート三松 宮町1-100ル・シーニュ内 その他業種

元禄そば江戸一 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

磯吉 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

サンドラッグ 府中駅前店 宮町1-100ル・シーニュ内 ドラッグストア・調剤薬局

AMERICAN HOLIC 宮町1-100ル・シーニュ内 衣料・身の回り品取扱店

吉祥寺　菊屋 宮町1-100ル・シーニュ内 その他小売業

ビューティー京王yourレモン 宮町1-100ル・シーニュ内 理容・美容店

和光コンタクト 宮町1-100ル・シーニュ内 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

和光メガネ 宮町1-100ル・シーニュ内 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

ファイテンショップ
府中ル・シーニュ店 宮町1-100ル・シーニュ内 雑貨店

府中薬局 宮町1-100ル・シーニュ内 ドラッグストア・調剤薬局

メガネのアド　アドコンタクト 宮町1-100ル・シーニュ内 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

東京靴流通センター
武蔵府中ル・シーニュ店 宮町1-100ル・シーニュ内 その他小売業

二の丸 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

フォーリステナント会 MAP⑦
きもの処吉田 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

金子園 宮町1-41-1 飲食料品店

中万 宮町1-41-1 書籍文房具小売店

カメラのキタムラ 宮町1-41-1 その他小売業

白土陶舎 宮町1-41-1 その他小売業
青木屋
府中けやき並木通り店 宮町1-41-1 飲食料品店

カチャロ 宮町1-41-1 雑貨店

ハピンズ 宮町1-41-1 雑貨店

ザ・クロックハウスエクスプレス 宮町1-41-1 その他小売業

サンジェルマン 宮町1-41-1 飲食店

シャルム 宮町1-41-1 その他サービス業

はなまるうどん 宮町1-41-1 飲食店

つばめ 宮町1-41-1 飲食店
ドトールコーヒーショップ
府中フォーリス店 宮町1-41-1 飲食店

ケンタッキー・フライド・チキン 宮町1-41-1 飲食店

ミスタードーナツ 宮町1-41-1 飲食店

カルディコーヒーファーム 宮町1-41-1 飲食料品店

ビアード・パパ 宮町1-41-1 飲食料品店
モスバーガー
府中フォーリス店 宮町1-41-1 飲食店

ジュエリーイシイ 宮町1-41-1 その他小売業

ラフィネ 宮町1-41-1 その他サービス業

ブルプル 宮町1-41-1 飲食料品店

グリーンパークス サラ 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

シネマクラブ 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

リルデシュシュ 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

靴下屋 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

Zoff 宮町1-41-1 その他小売業

DHC直営店 宮町1-41-1 その他小売業

アインズ＆トルペ 宮町1-41-1 その他小売業

銀座山野楽器 宮町1-41-1 その他小売業

ユニクロ フォーリス店 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

コンタクトのアイシティ
府中フォーリス店 宮町1-41-1 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

ダッシングディバ 宮町1-41-1 その他サービス業

ｏｎｅ’ｓ ｔｅｒｒａｃｅ 宮町1-41-1 衣料・身の回り品取扱店

宮西共栄会 MAP⑧
博多ラーメン 長浜や 宮西町2-1-1 飲食店
セブンイレブン
府中宮西町2丁目店 宮西町2-3-3 コンビニ

樽平本店 宮西町2-3-9 飲食店

焼肉サラン 宮西町2-7-25
サランビル1F 飲食店

花はよしがき 宮西町2-9-4 その他小売業

並木通り商店会 MAP⑨
守屋商会 府中町1-7-3 その他サービス業

サイクルショップセキ 府中町2-21-10 自転車販売
ファミリーマート
府中けやき並木通り店 宮西町1-2-1 コンビニ

しゃぶしゃぶ温野菜
府中店

宮西町1-5-1
フラココ第8ビル　B1F 飲食店

梶川神仏具店 宮西町2-1-1 その他小売業

博多ラーメン 長浜や 宮西町2-1-1 飲食店

Sunset Beach 宮西町2-1-1
浦野ビル2階 飲食店

BASE.S CAFÉ & DINER 
FUCHU TERRACE 宮西町2-2-12 飲食店

元禄そば江戸一 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

ビューティー京王yourレモン 宮町1-100ル・シーニュ内 理容・美容店

府中薬局 宮町1-100ル・シーニュ内 ドラッグストア・調剤薬局

和光メガネ 宮町1-100ル・シーニュ内 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

磯吉 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店
LIXIL不動産ショップ 
エステート三松 宮町1-100ル・シーニュ内 その他サービス業

ココカラファイン
府中けやき通り店

宮西町1-5-1
フラココ第8ビル1階 ドラッグストア・調剤薬局

府中35番街商店会 MAP⑩
ホテルコンチネンタル府中

（レストランのみ） 府中町1-5-1 飲食店

KOTAN 府中町1-5-4
スカイビル1階 飲食店

Ｊａｍ’ｓ  ｂaｒ 府中町1-5-4
スカイビルB1階 飲食店

武蔵野うどん 府中町1-5-5
エスアールビル1Ｆ 飲食店

大内商事 北口支店 府中町1-5-7 その他サービス業

ビック・イン 府中町1-5-7 2Ｆ その他サービス業

酒喰BAR町 府中町1-5-7
浦野ビル2F 飲食店

府中酒場 府中町1-5-7
浦野ビル1F 飲食店

やきとり山長 総本店 府中町1-6-3 2F 飲食店

肉もつ土穂 本店 府中町1-6-6
英和ビルB1 飲食店

ポイント５ 府中町1-6-10 飲食店

守屋商会 府中町1-7-3 その他サービス業

レストラン いせや 府中町1-7-3
芋仙恩田ビル2階 飲食店

あずみ野 府中町1-8-1
駅前ビルB1 飲食店

ビストロ慎吾 府中町1-8-12
キャッスルプラザ府中101 飲食店

魚トの神 府中町1-8-12
キャッスルプラザ府中201 飲食店

トラットリア ラ ヴィータ 府中町1-8-12
キャッスルプラザ府中204 飲食店

Lounge Calla 府中町1-8-12
キャッスルプラザ府中504 飲食店

桜嘩 府中町1-8-12
キャッスルプラザ府中602 飲食店

府中駅東口商店会 MAP⑪
四季あじの旬楽 府中町2-1-9

府中アーバンホテル1階 飲食店

馳走屋 厨厨 府中町2-2-4
ジークレフビル202 飲食店

TOSHI'S BAR 府中町2-2-4
ジークレフビル203 飲食店

セブンイレブン
府中駅北口店 府中町2-2-5 コンビニ

UOYA しげぞう 府中町2-6-1
プラウド府中セントラル1F 飲食店

サカゼン府中 府中町2-9-1 衣料・身の回り品取扱店

府中銀座商店会 MAP⑫
きた樽 府中町1-8-12

セブンシティB1 飲食店

駄駄羅亭 宮町1-11-8 飲食店

樽平本店 宮西町2-3-9 飲食店

焼肉サラン 宮西町2-7-25
サランビル1F 飲食店

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食店

くりばやし  本店 宮町1-100ル・シーニュ内 飲食料品店

ドラゴンバー 宮町1-9-28
メゾン・ド・ボヌール1F 飲食店

日本料理 三松本店 宮町1-11-7 飲食店

シャルム 宮町1-41-1フォーリス内 その他サービス業

きもの処吉田 宮町1-41-1フォーリス内 衣料・身の回り品取扱店

ミートショップ いせや 宮町1-50くるる1階 飲食料品店

手打蕎麦ほてい家 宮町2-2-20 飲食店

なおらいスタンド宮 宮町2-3-8 飲食店

ワインテラスユーメ 宮町2-4-2 1F 飲食店

晴見町商店街(振) MAP⑬
有賀青果店 晴見町1-12-11 飲食料品店

山本でんき 晴見町店 晴見町1-14-14 家電販売店

たいやき ちあき 晴見町1-15-17 飲食料品店

Meat＆Delica のぼりや 晴見町1-15-22 飲食料品店

そば処 東家 晴見町1-15-26 飲食店

小田島精肉店 晴見町1-16-10 飲食料品店

ＨＡＮＡＹＯＳＨＩ 晴見町1-16-15 その他小売業

秋山商店 晴見町1-18-2 雑貨店

ヘアーサロンチダ 晴見町1-18-6 理容・美容店

つき〇 晴見町1-18-6
第1レジェンドチダ102 飲食店

ファッションすみれ 晴見町1-2-1 衣料・身の回り品取扱店

理容室スズキ 晴見町1-24-19 理容・美容店

プチ・アンジュ昭盛堂 晴見町1-25-2 飲食料品店

Yショップ 北府中店 晴見町1-34-6 コンビニ

クリーニング カガミ 晴見町1-34-8 クリーニング

ポパイ 晴見町2-12-1 その他小売業

番場和光会 MAP⑭
石さか 宮西町3-16-2 飲食料品店

中久本店 宮西町4-2-1 飲食料品店

全国物産 植松商店 宮西町4-5-4 雑貨店

ラ・バンバ 宮西町4-20-6 飲食店

金龍堂時計店 宮西町4-11-5 その他小売業

分倍河原共栄会 MAP⑮
綾部商店 片町2-18-2 衣料・身の回り品取扱店

味処 佐とう 片町2-18-2田
代ビル2階 飲食店

the Angie Ave. 片町2-18-3
Grace S 1階 飲食店

平次のおうどん製麺所酒場 片町2-18-3 飲食店

立呑み いっさ 片町2-18-9
栄ビル1階 飲食店

スナック紺碧塔 片町2-18-9
栄ビル2階 飲食店

酒処Uchi 片町2-18-9
栄ビル2F 飲食店

万龍記 片町2-20-3 飲食店

大内商事 分倍支店 片町2-20-3 その他サービス業

かめや 片町2-20-3
片町サンノーブルビル101 飲食店

林青果店 片町2-20-7 飲食料品店

PUB13 片町2-20-11 飲食店

から揚げの天才 分倍河原店 片町2-20-11 飲食店

すし処だがや 分倍河原店 片町2-20-11
増田ビル1F 飲食店

のみくい処 竹友 片町2-20-13
ツルタビル2F 飲食店

レストラン ハッスル 片町2-20-13
ツルタビル2F 飲食店

中華料理 栄翔 片町2-20-13
鶴田ビル1階 飲食店

アザレ平出 片町2-20-14 その他小売業

グリルとん駒 片町2-21 飲食店

Ａｌｗａｙｓ SO-BA 分倍河原店 片町2-21 飲食店

山長そば 片町2-21-1 飲食店

お好み焼き ちあき 片町2-21-1 飲食店

宮一 片町2-21-17
味楽街11号 飲食店

beerhall BOON 片町2-21-16
池田ビル2F 飲食店

花まる 片町2-21-17 飲食店

扇家 片町2-21-17 飲食店

高倉不動産 片町2-22-1 その他サービス業

和彩　欅 片町2-22-15 飲食店

ココカラファイン 分倍河原店 片町2-22-31 ドラッグストア・調剤薬局

美好町商店会 MAP⑯
写真館ピノキオ 府中店 美好町1-6-6 その他サービス業

府中書房 美好町1-11-2 書籍文房具小売店

手打そば いし川 美好町1-14-3 飲食店

ルモンド理容室 美好町1-18-9 理容・美容店

エルフィット クマガイデンキ 美好町1-25-11 家電販売店
セブンイレブン
府中美好町1丁目店 美好町1-26-3 コンビニ

神・仏具のみす平 美好町1-30-13 その他小売業

佐伯スポーツ 美好町2-8-8 その他小売業

越中屋酒店 美好町2-44-3 飲食料品店

Cafe Dining MIYOSHI 美好町2-44-3 飲食店

読売センター府中西部 美好町2-49-22 その他サービス業

手打ちそば ふるた 美好町3-1-25 飲食店

砂場 美好町3-5-23 飲食店

麺屋もろ 美好町3-9-10
ロゴス府中1階 飲食店

府中市住吉銀座通り商店会 MAP⑰
内藤米店 分梅町5-6-8 飲食料品店

府中市中河原駅前南大通商店会 MAP⑱
美容室モーリエ 住吉町2-17-7

矢部ビル2階 理容・美容店

るーむ 住吉町2-17-8 理容・美容店

一伸ドライクリーニング 住吉町2-17-13 クリーニング

養老乃瀧 中河原南口店 住吉町2-17-31 飲食店

髙野米店 住吉町2-17-33 飲食料品店

府中スポーツ 住吉町2-17-43 その他小売業

炭火やきとり彩 住吉町2-27-2 飲食店

やきとり峯 住吉町5-7-12 飲食店

幸春夏冬 住吉町5-17-36
KSビル1階B 飲食店

中河原駅前通り商店会 MAP⑲
カットイン シミズ 住吉町4-8-19 理容・美容店

肉のあいざわ 住吉町4-11-15 飲食料品店

イトウフォト 住吉町4-11-19 その他サービス業

美容室カットハウスゆぅ 住吉町4-18-7
ＭＫビル2Ｆ 理容・美容店

そば 大村庵 住吉町4-48-18 飲食店

日伸珈琲beans 住吉町4-48-19 飲食料品店

北山商店会 MAP⑳
中華料理 大元 北山町2-25-2 飲食店

岡田ふとん店 北山町2-27-1 衣料・身の回り品取扱店

中村屋酒店 北山町2-28-2 飲食料品店

武蔵台商店会 MAP㉑
配食のふれ愛府中店 武蔵台2-16-22 飲食料品店

とん亭 武蔵台2-18-17 飲食店

角煮専門店そら 武蔵台2-19-8 飲食店

ブーランジェリーAYAKA 武蔵台2-23-3
立石ビル1F 飲食料品店

武蔵台 増田屋 武蔵台3-3-14 飲食店

ヘア＆リラックス ケセラセラ 武蔵台3-4-3
武蔵台コーポ1F 理容・美容店

こうやま家具センター 武蔵台3-23-14 その他小売業

弁当惣菜ケンちゃん 武蔵台3-3-35
志水ビル1階 飲食料品店

栄町親栄会 MAP㉒
池田商店 栄町1-5-2 飲食料品店

パリジャンベーカリー 栄町1-5-4 飲食料品店

ゆぎ薬局 栄町1-5-4 ドラッグストア・調剤薬局

東王はり灸治療院 栄町2-22-14
ゆいまーる105 その他サービス業

新町文化センター通り商店会 MAP㉓
㈱三和式典 新町1-65-12 その他サービス業

理容ソラ 新町1-66-38 理容・美容店

レストランきんとき 新町1-67-2
当麻マンション102 飲食店

パティスリーウルソン 新町1-67-8 飲食料品店

キッチン きねや 新町1-67-15 飲食店

明保設備 新町2-1-1 その他業種

府中新町鍼灸整骨院 新町2-11-12
ライフパレス1階 その他サービス業

学園通り中央商店会 MAP㉔
ヒバラサイクル 新町1-58-5 自転車販売

トウネンキ 天神町3-11 その他業種

クリスベーカリー 天神町3-16-2
パレススメールA1 飲食料品店

新町商店会 MAP㉕
サロン・ド・ホサカ 新町1-71-27 理容・美容店

藤田そば店 新町3-5-2 飲食店

新町天地米店 新町3-5-10 飲食料品店

ふとん工房もりや 新町3-6-2 その他小売業

早川燃料店 新町3-6-8 その他小売業

Cutclubあーと 新町3-9-18 理容・美容店

一二三書店 新町3-12-11 書籍文房具小売店

わさび 新町3-15-2 飲食店

NUX薬局 新町3-15-3 ドラッグストア・調剤薬局

中国料理 Sincerity 新町3-25-10 飲食店

田中酒店 新町3-27-7 飲食料品店

川﨑家精肉店 新町3-28-3 飲食料品店

浅間山きすげ共栄会 MAP㉖
MARU・HI 新町2-58-1-101 飲食店

トーヨーオート 浅間町2-1-40 その他小売業

プラザ ヘアー エクス 浅間町2-3-2
田中ビル1階 理容・美容店

理容室ファミリーサロンＫｅｎ 浅間町2-3-7
小林ビル1階 理容・美容店

萬来軒 浅間町2-4-19 飲食店

くすりのワコー 浅間町3-1-7 ドラッグストア・調剤薬局

シマナカクリーニング店 浅間町3-10-10 クリーニング

手打ち蕎麦  心蕎人さくら 天神町4-30-17 飲食店

学園通り商興会 MAP㉗
日ノ出クリーニング 晴見町3-17-2 クリーニング

大楽フーチン 晴見町3-17-3 飲食店

水上畳店 晴見町3-17-7 その他業種

やきとり とりまる 晴見町3-17-21 飲食店

工藤ストアー 晴見町3-19-10 スーパー

店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種 店舗名 所在地 業種
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◆府中市福祉保健部健康推進課より◆

【口腔ケアで感染症予防！】
インフルエンザやノロウイルスなどのウイルスや細菌による感染症が流行を迎える時期になりました。
特にインフルエンザは、飛沫（咳やくしゃみなどの飛沫を吸い込む）や、接触（ウイルスが付いたものを
触り、それが口や鼻から粘膜に入る）によって感染します。子供から高齢者まで幅広い世代で発症し、
あっという間に拡散する強い感染力を持っています。
一人ひとりが『かからない』、『うつさない』対策を実践しましょう！

歯周病菌とインフルエンザの関係
インフルエンザは、ウイルスがのどの粘膜につき、細胞に侵入して起こります。

口の中の細菌が作り出す「プロテアーゼ」や「ノイラミニターゼ」という強力な
たんぱく質分解酵素が、粘膜を守っているタンパク質を分解し、ウイルスが侵
入しやすくなることが分かっています。口腔内を清潔にし、歯周病菌をコント
ロールすることがウイルス感染症予防にも効果的です。

感染予防のための口腔ケア
インフルエンザ予防には、まずは、手洗い・うがい・

咳エチケット（マスク着用）の3つの予防習慣をつけ
ることが大切です。
そして、それに加えて、適切な口腔ケア（歯みがき）をしっかり行うとさらに予防効果が期待できます。

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する口腔ケアの有効性は、科学的根拠が立証されているものでは
ありません。しかし、お口の中を清潔にすることは、感染症予防に繋がるとされていることから、重症化するリスクを
軽減させる予防策として実践することは有意義です。

　【問合せ】 府中市福祉保健部健康推進課成人保健係　電話042（368）6511

デザイン経営って何
技術だけでは差別化が難しくなった企業の価値について、デザインの視

点や思考を取り入れ、ブランド構築とイノベーションを推進していく経営手
法を「デザイン経営」といいます。世界でも「ダイソン」や「iPhone」な
どデザインを重視した経営戦略で成功を収めている企業がいくつも思い浮
かぶでしょう。

「デザインの捉え方が変われば、経営の考え方が変わる」
デザインの力に触れ、体感して、この先の経営の有効資源として取り入れてみませんか？
当セミナーではデザイナーの方を講師としてお招きし、講義していただきます。

デザイン思考を事業戦略に取り入れたい方へ。捉え方を体感する濃密な２日間

２０２０年１２月１日（火）・２日（水）　午前１０時～午後４時
参加費 ： 無料　　　定員：３0 名
会　場：むさし府中商工会議所（府中市緑町 3-5-2）

初めての創業セミナー
起業するにあたって必要な知識や手続き・事業計画書の作り方・資金調達についてなど、
これから起業する方に必聴のセミナーです。同じ状況の仲間にも出会えます！

２０２０年１２月５日（土）　午前１０時～正午
参加費 ： 無料　　　定員：３0 名
会　場：むさし府中商工会議所（府中市緑町 3-5-2）

すべてのお申込み・お問合せ
電話またはホームページよりお申込みください。
当商工会議所　中小企業相談所　TEL　042-362-6421

セミナーのご案内

セミナー
体感編

東京しごとセンター多摩より

就職面接会 in 府中 開催！
書類選考なしで、複数の企業と面接できます！

東京しごとセンター多摩は、東京都が設置した「しごとに関するワンストップサービスセン
ター」です。人材を求めている企業と求職者をマッチングする面接会が、今回府中で開催
されます。ぜひ、ご活用ください。

日　　　　時　：2020年12月３日（木）　
受付時間　12：30～15：00　面接会　13：00～16：00

参加予定企業　：５社程度　詳細はホームページにてご確認ください。
持    ち     物　：①履歴書（面接を希望する企業数分） 

②東京しごとセンターカード
※初めて東京しごとセンターをご利用の方は会場で利用登録が必要です。

予　　　　約　 ：　東京しごとセンター多摩　窓口（国分寺市南町3-22-10）
または　ホームページより

会　　　　場　 ：　府中市市民活動センタープラッツ　バルトホール
（府中市宮町１－１００　ル・シーニュ５階）

お申込み・お問合せ　
東京しごとセンター多摩　TEL　042-329-4524
国分寺市南町3-22-10　　月～金曜：9時～20時/土曜：9時～17時
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/

参加無料 完全予約制 定員約30名 全年齢層対象

面接会直前対策！ in 府中
採用のプロが伝える「深掘り企業研究法」

～参加企業を事例にポイントを解説！～
日　　時　：　2020年１２月３日（木）　１０：００～１２：００
講　　師　：　小澤　明人　氏（人材採用コンサルタント）

同日開催

『一人でも雇ったら、入ろう。労働保険』
事業主の皆さん “１１月は｢労働保険適用促進強化期間｣です”

従業員を１人でも雇用している事業主は、労働保険（労災・雇用）
の加入が義務付けられています。
従業員が安心して働けるように、労働保険の加入手続きがお済
みでない事業主のみなさん、今すぐ加入の手続きをされますよう
お願いします。
お問い合わせは、
ハローワーク府中・雇用保険適用課　（TEL　042-336-8617）
立川労働基準監督署・労災課　　　（TEL　042-523-4474）

 年末調整　個別相談会 
年末調整の計算の仕方についてや、中途就職者の年末調整、年末調整の過不足額精算の計算方法、
マイナンバーの取り扱いなど不安な点はございませんか？専門相談員（税理士・本所相談員）がご相
談に応じます。記帳や確定申告についてのご質問でも構いません。この機会にぜひご参加ください。
日　時　：　令和２年１２月７日（月）・８日（火）　午前１０時～午後４時
会　場　：　むさし府中商工会議所会館（府中市緑町 3-5-2　京王線東府中駅　北口徒歩 1 分）
その他　：　・予約制となっておりますので、お申込みの際にご希望の日時をご指定ください。

・定員は時間区分ごとに 2 名（2 日間合計 20 名）となっております。
・ご参加の際は、帳簿類・前年度分の源泉徴収簿・扶養控除等申告書・保険料控除申告書
 （証明書添付）・認印をお持ちください。

お申込み：　むさし府中商工会議所　中小企業相談所までお電話にてお申込みください。
電話　０４２－３６２－６４２１

 農林水産省　プレミアム付食事券 
Go To Eat　キャンペーン Tokyo 参加飲食店募集中！

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業自
粛や飲食店の需要低迷等で甚大な影響を受けている飲食業の
皆様の支援策として、期間限定で官民一体型の「Go To Eat キャ
ンペーン」が実施されます。東京都内限定のプレミアム付食事券
ですので、ご参加いただき、来店促進としてぜひご活用ください。
登録方法
新型コロナウイルス感染症対策を実施の上、右記QRコードより登録して
ください。
https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/
gotoeat-tokyo/shop/
問合せ　Go To Eat Tokyo　加盟店サポートセンター　
03-6746-4830（9：30～17：30）

発行総額
全国最大
500億円

東京都内の飲食店舗であること
食事券の利用は東京都内の利用店舗登録さ
れた飲食店のみとなります。参加後は加盟店
用ステッカーの掲示をお願いします。

感染症対策に取り組むこと
農林水産省のガイドラインに基づいた感染症
対策をお願いします。また、東京都の「感染防止
徹底宣言ステッカー」の掲示も必要となります。

店舗参加条件

会員限定！ 集団扱い自動車保険のご案内　

　本商工会議所の会員事業所およびその役員・従業員・家族の方が加入されている自動車保険の
保険料が今より約５％割引されます。現在ご利用の自動車保険の更新（または新規加入時）にぜひ
ご検討ください。
対象車輌　　会議所会員企業の業務車輌、役員・従業員および同居ご家族の個人車輌
手続方法　　今ご加入の保険が下記取扱保険会社のものか、ご確認ください。該当するものであれば、保険更

新時（または新規加入時）に「集団扱い自動車保険」への切り替えをしたい旨を下記保険会社の
取扱代理店にご連絡ください。

取扱保険会社（順不同）
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ / 三井住友海上火災㈱ /
東京海上日動火災保険㈱ / 損害保険ジャパン日本興亜㈱
お問合せ　　むさし府中商工会議所　中小企業相談所　℡ 042 － 362 － 6421

創業チャレンジショップ OPENしています！
チャレンジショップは、将来府中市内で開業してもら

うことを目的に、これから商売を始めようとする方が、
独立までのさまざまなノウハウを学んでもらうための
施設です。

現在、１２月１５日（火）までハンドメイド雑
貨・家具のお店「yourself」が出店してい
ます。ぜひお立ち寄りください！
yourself 　
府中市天神町３－１４－６　第三堀江ビル１階

いちょう
通り

ウェルシア
府中天神

ロイヤルホスト
府中駅


