
「フーちゃんお買物券」
商店会特別応援事業商店会特別応援事業

いつもの商店会で
、もっとお得なお買い物 !

始まります始まります
●配布・利用期間●

2022年12月1日（木）～2023年2月12日（日）
※配布は店舗ごとになくなり次第終了となります。
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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 ! ■■■

参加店でお買物をすると、
300円として利用できる
「フーちゃんお買物券」が

1,000円ごとに1枚もらえます。（※1会計、3枚まで）
もらったお買物券は、すべての参加店でご利用すべての参加店でご利用
いただけます！いただけます！商店会でのお買物をお楽しみ
ください！

 フーちゃんお買物券を使って景品を当てよう！ フーちゃんお買物券を使って景品を当てよう！
 Wチャンスキャンペーン実施中 Wチャンスキャンペーン実施中
 参加店でフーちゃんお買物券を使うと、先着で応募券がもらえます。
アンケートに答えて、 抽選で430名様抽選で430名様に素敵な賞品をプレゼント！もっとオトクに、もっと楽しく！
ぜひお近くの商店会にお越しください♪
１等 JCB ギフトカード ２万円相当 …… 10名様 ２等 ビール共通券 １万円相当 …… 20名様
３等 全国共通おこめ券 ５千円相当 ……100名様 フーちゃん賞 ……………………… 300名様

最新情報は今すぐ
WEBをチェック↓

お問合せ先
府中市商店街連合会
TEL 042-362-6421

見　本

いつもの商店会で、もっとおトクなお買い物！ 

フーちゃんお買物券フーちゃんお買物券

当店でご利用できます
利用期間　令和4年12月1日（木）〜令和5年2月12日（日）

市内取扱登録店で1,000円市内取扱登録店で1,000円
ごとのお買い物で、次回使えごとのお買い物で、次回使え
る「フーちゃんお買い物券」る「フーちゃんお買い物券」
300円分を先着順でプレゼ300円分を先着順でプレゼ
ントします。ントします。
（1会計につき、上限3枚まで。）（1会計につき、上限3枚まで。）

府中市商店街連合会府中市商店街連合会
「フーちゃん」「フーちゃん」

1等 JCBギフトカード 2万円相当 ……10名様
2等 ビール共通券 1万円相当 ………20名様
3等 全国共通おこめ券 5千円相当… 100名様
フーちゃん賞 ………………………… 300名様

「フーちゃんお買い物券」を
使ってお買い物等された方に、
抽選で景品をプレゼント！

さらにさらに

（応募券の配布は各参加店先着200名様）

キリトリ

¥300
フーちゃんお買物券

発行者：府中市商店街連合会

¥300
令和
４年

令和
５年12月1日（木）～　　2月12日（日）有効

期限

府中市商店街連合会
「フーちゃん」
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府中市商店街連合会加盟各地区商店会分布図府中市商店街連合会加盟各地区商店会分布図府中市商店街連合会加盟各地区商店会分布図
※※本連合会加盟46商店会のうち、44商店会が参加しています。本連合会加盟46商店会のうち、44商店会が参加しています。

　参加商店会は次ページでご確認下さい。　参加商店会は次ページでご確認下さい。

商店会で
お得なお買物
しよう!
まってるね !

さらに！

見  本



店名 住所 取扱品目

紅葉丘商店会	 MAP①

ココカラファイン
府中紅葉丘店 紅葉丘1-20-22 ドラッグストア

玉屋 紅葉丘1-32-2 日本そば
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 薬局

三ツ葉屋 紅葉丘2-14-12 生花店

花丸 紅葉丘3-41-10 生花店

デザートショップいわなみ 紅葉丘3-41-10 青果

たま酒場 紅葉丘3-41-10 居酒屋

三春や 紅葉丘3-41-10 居酒屋

八百英 紅葉丘3-41-10 青果店

大久保商店 紅葉丘3-41-10 酒類販売

紅葉商栄会	 MAP②

ヘアーサロン オオツキ 紅葉丘3-34-1 理容店

カーキーダイニング 紅葉丘3-34-1 居酒屋

かみくぼ電器 紅葉丘3-35-4 家電販売店

タマロード商店会	 MAP③

多摩事務機商会 若松町1-23-11 文具、事務用品

とんかつ割烹 やすいみ〜と 白糸台1-23-3 とんかつ

花トク 小柳町1-1-2 生花店
サーバジア☆カフェ 
府中小柳店 小柳町1-1-3 カフェ

ショットバーDAN 小柳町1-1-3 バー

オバタ薬局 小柳町1-1-12 薬局

中山電気商会 小柳町1-20-1 家電販売店

いとう歯科医院 小柳町1-20-1 歯科医院

産経新聞府中東部専売所 小柳町1-21-25 新聞配達

セブンイレブン清水が丘店 清水が丘3-21-3 コンビニ

クリーニング ウッディー 清水が丘3-22-3 クリーニング

ヘアーサロン イルカ 清水が丘3-23-1 美容室

BAKERY粉水塩母 清水が丘3-23-12 パン

やきとり山長 清水が丘店 清水が丘3-23-14 焼き鳥

プロショップ 日本メガネ 清水が丘3-23-30 メガネ販売

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 和食

居酒屋たまじ 清水が丘3-26-20 居酒屋

しのぶ生花店 清水が丘3-26-20 生花店

焼肉 MO-MAI 清水が丘3-29 焼肉

麺．TRATTORIAほその 清水が丘3-29-6 日本そば

喜楽屋 清水が丘3-30-15 日用品・雑貨

東府中商店会	 MAP④

生活ファッション フジヤ 清水が丘1-9-6 衣類・雑貨

是政駅前商店会	 MAP⑤

ふじ花園 是政5-5-2 生花店

俺ん家 是政5-5-4 居酒屋

Cafe みるく 是政5-6-6 カフェ
呑み喰いどころ 
じゅんちゃん

是政5-7-1 
コーポラス39-105 居酒屋

アポロン薬局是政店 是政5-7-4 薬局

寿々屋 是政5-7-25 日本そば

居酒屋 Dan 是政5-7-29 居酒屋

店名 住所 取扱品目

八幡町共和会	 MAP⑥

秋山酒店 緑町1-21-1 酒類販売

酒の柏屋 緑町2-12-21 酒類販売

ヘアカットゆう 緑町2-16-14 理容店

整体院りむーぶ 清水が丘1-9-48 整体

鮨なか田 八幡町1-3-12 寿司

駒屋足袋店 八幡町1-3-13 お祭り用品

BACARO 八幡町1-3-14 ダイニングバー

ほか弁日本亭 府中八幡町店 八幡町1-4-1 弁当

多摩府中うめはら歯科 八幡町1-4-7 歯科医院

八千代人形 八幡町1-4-9 雛人形他

カットスタジオ ソフィア 八幡町1-4-9 理容店

美装 八幡町1-7-1 リフォーム

染もの あい原 八幡町1-14-41 染物、しみ抜き等

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

並木商店 八幡町2-2-2 酒類販売

アトリエ バード 八幡町2-5-8 美容室

八海 八幡町2-19-22 ラーメン

片野理容店 八幡町2-20-4 理容店

T・A・C 八幡町2-21-4 総合建築業

多磨里場 八幡町2-21-9 居酒屋

ドッグサロン Wanpoo 八幡町2-24-13 犬の美容室
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 建材販売

そば処 元禄 八幡町3-5-11 日本そば

学生服ヤスダ 八幡町3-6-25 2階 学生服

COFFEA EXLIBRIS kettle 八幡町3-19-3 カフェ

丸金商店 八幡町3-19-20 酒類販売

新二商店会	 MAP⑦

寝具専門 大黒屋 宮町1-21-7 寝具

花きく生花店 宮町1-28-11 生花店

山本でんき宮町店 宮町1-29-1 家電販売店

天地米店 宮町1-34-14 米穀

府中銀座商店会	 MAP⑧

大衆居酒屋 樽平 府中店 宮西町2-3-9 居酒屋

焼肉サラン 宮西町2-7-25 焼肉

日本料理 三松本店 宮町1-11-7 和食

金子園 宮町1-41-1 お茶・海苔

リペアショップ シャルム 宮町1-41-1 靴修理、リペア

ミートショップいせや 宮町1-50 精肉、惣菜

くりばやし 宮町1-100 餃子

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100 寿司

手打ち蕎麦ほてい家 宮町2-2-20 日本そば

直会スタンド 宮 宮町2-3-8 居酒屋

ワインテラスユーメ 宮町2-4-2 イタリアン

きた樽 府中町1-8-1 
野村ビルB1階 居酒屋

並木通り商店会	 MAP⑨

ココカラファイン
ヘルスケア府中けやき通り店 宮西町1-5-1 ドラッグストア

店名 住所 取扱品目

梶川神仏具店 宮西町2-1-1 神具・仏具

博多ラーメン 長浜や 宮西町2-1-1 ラーメン

サンセットビーチ 宮西町2-1-1 2階 スナック
BASE.S CAFE & DINER 
FUCHU TERRACE 宮西町2-2-12 カフェ
LIXIL不動産ショップ 
エステート三松 宮町1-100 不動産業

元禄そば江戸一 宮町1-100 日本そば

和光メガネ 宮町1-100 メガネ販売

和光コンタクト 宮町1-100 コンタクト販売

磯吉 宮町1-100 居酒屋

府中薬局 宮町1-100 ドラッグストア

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100 寿司
ココカラファイン 
ケヤキゲート東京府中店 府中町1-1-1 ドラッグストア

守屋商会 府中町1-7-3 不動産仲介業

サイクルショップ セキ 府中町2-21-10 自転車販売・修理

本町商店会	 MAP⑪

府中砂場 本町1-10-2 日本そば
セブンイレブン
府中本町駅北店 本町1-13-1 コンビニ

はなの舞 府中本町店 本町1-13-3 
カネタビルB1階 居酒屋

番場和光会	 MAP⑫

石さか 宮西町3-16-2 和菓子

中久本店 宮西町4-2-1 酒類販売

植松商店 宮西町4-5 荒物雑貨

金龍堂時計店 宮西町4-11-5 時計等販売・修理

STEAK HOUSE TRUMP 宮西町4-12-11 ステーキ

片町三和会	 MAP⑬

居酒屋 風 片町1-6-1 居酒屋

花とう 片町1-6-7 生花店

森田屋 片町1-11-3 米穀

粕谷商店 片町1-12-4 燃料

加島屋商店 片町2-1-6 酒類販売

肉はしうら 片町2-2-1 精肉店

大坂屋商店 片町2-11-1 酒類販売

分倍河原共栄会	 MAP⑭

綾部商店 片町2-18-2 畳・インテリア用品

味処 佐とう 片町2-18-2 
田代ビル2階 和食

フィット鍼灸整骨院 片町2-18-2 鍼灸
「黒毛和牛と農家」
たくちゃん 片町2-18-3 居酒屋

立呑みいっさ 片町2-18-9 居酒屋

酒処 Uchi 片町2-18-9
栄ビル2階A 居酒屋

もみほぐし けんしん 片町2-18-47 2階 整体

ＣＯＮＡ 分倍河原店 片町2-20 ピザ

かめや 片町2-20-3 居酒屋

中華食酒館 万龍記 片町2-20-3 中華

フィットプラス 片町2-20-3 整体

林青果店 片町2-20-7 青果店

shot bar Sim's 片町2-20-11 2階 バー

すしだがや 分倍河原店 片町2-20-11 寿司

味の天徳 分倍河原店 片町2-20-13 ラーメン

のみくい処 竹友 片町2-20-13 
鶴田ビル2階 居酒屋

フーちゃんお買物券 参加店一覧フーちゃんお買物券 参加店一覧
　　　　 配布・利用期間　2022年12月1日（木）〜2023年2月12日（日）

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。
すべての参加店でご使用いただけます。参加店では店頭にポスターを掲示
しています。

【注意事項】
・この券は、令和5年2月12日（日）までご使用いただけます。なお、有効期限を過ぎた券は使用できません。
・当会で作成をしたお買物券以外は無効です。
・この券は、盗難・紛失及び破損等に伴う再発行はいたしません。
・この券は、現金との交換及びつり銭のお支払はいたしません。
・ 投資、金融商品など資産形成を目的としたもの、商品券、プリペイドカード、切手、印紙など換金性の高いもの、国・地方公共団体への支払い、たばこ、風営法第２条に規定する

営業に係る支払いなどについては、この券は利用できません。
・取扱店によって購入できないものがあります。詳しくは各店にお尋ねください。
・この券の第三者への転売・譲渡は禁じられています。
・取扱店による券の再使用は禁止します。

　※この掲載内容は11月15日時点の情報です。　※商店会に重複して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。



店名 住所 取扱品目

レストラン ハッスル 片町2-20-13 
鶴田ビル2階 洋食

山長そば 片町2-21-1 日本そば

花まる 片町2-21-17 居酒屋

高倉不動産 片町2-22-1 不動産業
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

美好町商店会	 MAP⑮

金田屋商店 美好町1-3-2 米穀

写真館ピノキオ府中店 美好町1-6-6 写真スタジオ

府中書房 美好町1-11-2 書店

手打そば いし川 美好町1-14-3 日本そば

ルモンド理容室 美好町1-18-9 理容店

ピリオド 美好町1-23-4 デザイン

クマガイデンキ 美好町1-25-11 家電販売店

神・仏具の みす平飛天堂 美好町1-30-13 神・仏具
安心・手作りの仕出し・弁当の店 
椀もあ 美好町2-7-13 弁当販売

佐伯スポーツ 美好町2-8-8 スポーツ用品

手網焙煎 珈琲焙煎舎 美好町2-17-10 珈琲販売
家庭ネパール料理
シィリ クリシュナ 美好町2-17-13 カレー

焼きとり あたり矢 美好町2-17-14 焼き鳥

Cafe Dining MIYOSHI 美好町2-44-3 イタリアン

越中屋酒店 美好町2-44-3 酒類販売
自家焙煎コーヒー 
Elefantino 美好町3-1-4 カフェ

手打ちそば ふるた 美好町3-1-25 日本そば

そば処 砂場 美好町3-5-23 日本そば

東京いちごカフェ 美好町3-16-2 カフェ

府中市住吉銀座通り商店会	 MAP⑯

内藤米店 分梅町5-6-8 米穀
クリーニング伊万里
ライフ店 住吉町1-84-1 クリーニング

府中市中河原駅前南大通商店会	 MAP⑱

天下一品 府中中河原店 住吉町2-17-6 ラーメン

美容室モーリエ 住吉町2-17-7 
矢部ビル2階 美容室

るーむ 住吉町2-17-8 理容店

一伸ドライクリーニング店 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 居酒屋

髙野米店 住吉町2-17-33 米穀

府中スポーツ 住吉町2-17-43 スポーツ用品

炭火やきとり彩 住吉町2-27-2 焼き鳥

やきとり峯 住吉町5-7-12 焼き鳥

北京家庭菜 住吉町5-7-13 中華

幸 春夏冬 住吉町5-17-36 中華

中河原ひがし通り商店会	 MAP⑲

南町酒店 南町4-24-15 酒類販売
KIZUNA DINING 
YAKINIKU 住吉町2-2-20 焼肉
日光クリーニング 
中河原ひがし通り店 住吉町2-11-17 クリーニング

はるみ美容室 住吉町2-11-27 美容室

ヘアーサロン・サン 住吉町2-13-9 理容店

やきとり たけちゃん 住吉町2-14-18 焼き鳥

中河原駅前通り商店会	 MAP⑳

カットイン・シミズ 住吉町4-8-19 理容店

肉のあいざわ 住吉町4-11-15 精肉店

イトウフォト 住吉町4-11-19 写真スタジオ

美容室カットハウスゆう 住吉町4-18-7 
MKビル2階 美容室

そば大村庵 住吉町4-48-18 日本そば

日伸珈琲beans 住吉町4-48-19 珈琲販売

北山商店会	 MAP㉑

プリンス理容室 北山町2-9-34 理容店

岡田ふとん店 北山町2-27-1 寝具

セブンイレブン府中北山店 北山町3-23-1 コンビニ

武蔵台商店会	 MAP㉒

やきとり専科 鳥神 武蔵台1-35-7 焼き鳥
（キッチンカー）

南山堂薬局 府中店 武蔵台2-16-3 薬局

府中調剤薬局 武蔵台2-17-1 薬局

とん亭 武蔵台2-18-17 居酒屋

角煮専門店そら 武蔵台2-19-8 角煮

もぐもぐベーカリー 武蔵台2-23-3 パン

崎山小児科 武蔵台3-2-2 小児科

目代青果店 武蔵台3-2-5 青果

筒井電機 武蔵台3-2-7 電気工事

店名 住所 取扱品目

ひよこ薬局 武蔵台3-2-7 薬局

むさし台薬局 武蔵台3-3-2 薬局

増田屋 武蔵台店 武蔵台3-3-14 日本そば

ケンちゃん弁当 武蔵台3-3-35 弁当販売
ヘア＆リラックス 
ケセラセラ 武蔵台3-4-3 美容室

きりん館薬局 武蔵台3-4-11 薬局

せぞん 武蔵台3-52-1-301 軽食
（キッチンカー）

ゆとり歯科医院 国分寺市泉町3-1-17 歯科医院

BOOKS 隆文堂 国分寺市泉町3-35-1 
西国分寺レガ2階 書店

SUNNY BOWL 国分寺市内藤2-21-7 オムライス
（キッチンカー）

晴見町商店街(振)	 MAP㉓

ファッションすみれ 晴見町1-2-1 洋品店

クリーニングサンコー 晴見町1-10-1 クリーニング

有賀青果店 晴見町1-12-11 青果店

山本でんき晴見店 晴見町1-14-14 家電販売店

北府中歯科クリニック 晴見町1-15-6 歯科医院

のぼりや 晴見町1-15-22 精肉、惣菜

小田島精肉店 晴見町1-16-10 精肉店

ヘアーサロン チダ 晴見町1-18-6 理容店

つき○ 晴見町1-18-6 和食

プチ・アンジュ 昭盛堂 晴見町1-25-2 パン

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

栄町親栄会	 MAP㉔

いけだ商店 栄町1-5-2 酒類販売

ゆぎ薬局 栄町1-5-4 薬局

パリジャン 栄町1-5-4 パン

東王はり灸治療院 栄町2-22-14 鍼灸

チョコロン英会話スクール 栄町2-22-26
富士ビル303 英会話教室

学園通り中央商店会	 MAP㉕

末広工務店 新町1-56-4 リフォーム

中華料理 海南記 天神町3-12-6 中華

府中駅北口商店会	 MAP㉖

なみき薬局本店 府中町1-14-7 薬局

Hana-Han 府中町1-25-4 生花店

ダンスルーム伊藤 府中町1-25-12 
ゼルコバ5階 ダンス教室

パティスリー 
ラ ボンボ二エール 府中町1-25-12 洋菓子

串焼きいたんとこ 府中町1-27-1 焼き鳥

酒肆 としま 桜通り店 府中町1-27-7 居酒屋

手づくりおはぎ裕月 府中町1-28-2 おはぎ

ヘア&メイク ファーレ 府中町1-29-2 美容室
THE WRAP ザ ラップ 
カフェアンドバー 府中町1-30-3 カフェ

和風レストラン魚元 府中町2-14-14 和食

南方郵便機 府中町2-20-13 珈琲販売

府中桜通り整体院 府中町2-20-13 整体

関輪店 府中町2-21-7 自転車販売・修理

サイクルショップ セキ 府中町2-21-10 自転車販売・修理

Hair Studio CHERISH 府中町2-21-10 美容室

ふちゅう接骨院 寿町1-4-16 接骨院

新町商店会	 MAP㉗

サロン・ド・ホサカ 新町1-71-27 美容室

藤田そば店 新町3-5-2 日本そば

新町天地米店 新町3-5-10 米穀

ふとん工房 もりや 新町3-6-2 寝具

Cut Club あーと 新町3-9-18 美容室

一二三書店 新町3-12-11 書店

田中酒店 新町3-27-7 酒類販売

川﨑家精肉店 新町3-28-3 精肉、惣菜

浅間山きすげ共栄会	 MAP㉘

トーヨーオートサービス 浅間町2-1-40 オートバイ
理容室ファミリーサロン
KEN 浅間町2-3-7 理容店

萬来軒 浅間町2-4-19 中華

アークエスト 浅間町2-9-5 ペットフード

中華さたけ 若松町3-5-36 中華

MARU・HI 新町2-58-1 居酒屋

小柳南商栄会	 MAP㉙

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 酒類販売

店名 住所 取扱品目

丸山スポーツ 小柳町5-19-21 スポーツ用品

焼きとり びんずる 小柳町6-19-70 焼き鳥

宮西共栄会	 MAP㉚

博多ラーメン 長浜や 宮西町2-1-1 ラーメン
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

大衆居酒屋 樽平 府中店 宮西町2-3-9 居酒屋

焼肉サラン 宮西町2-7-25 焼肉

花はよしがき 宮西町2-9-4 生花店

けやき酒場 宮西町2-9-9
こだまビル2階 居酒屋

本宿商栄会	 MAP㉛

子連れ美容室&nico 西府町1-46-5 美容室

榎本理容室 西府町2-19-10 理容店

そば 奈美喜庵 西府町2-29-5 日本そば

小池サイクル 西府町3-8-39 自転車販売・修理

割烹 秋よし 西府町3-35-3 和食

米のおかざき 本宿町1-25-2 米穀

鴨下酒店 本宿町2-12-11 酒類販売・カフェ

理容ヒラサワ 本宿町2-18-12 理容店

セブンイレブン府中分梅店 分梅町3-62-1 コンビニ

やきとり居酒や 樹海 四谷1-27-2 焼き鳥

邦工務店 日新町2-30-28 リフォーム

むさしの台商栄会	 MAP㉜

名和木材 白糸台2-16-8 リフォーム、
住宅資材

アウローラ 白糸台2-59-16 
石坂ハイツ201 情報サイト

車返酒店 白糸台4-13-10 酒類販売
アポロン薬局 
武蔵野台駅前店 白糸台4-13-10 薬局

川口薬局 白糸台4-14-3 薬局

だんごの美好 白糸台 白糸台4-14-53 和菓子・寿司

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 弁当

ジャスマン洋菓子店 本店 白糸台4-16-11 洋菓子

花征 白糸台4-19-1 生花店

龍之家 白糸台4-49-7 中華

リ・パランセ 白糸台5-21-2 エステ

アポロン薬局 車返店 白糸台5-24-1 薬局

府中本町プラザ商店会	 MAP㉝

やきとり山長 府中本町店 本町2-19-2 焼き鳥

寿司処だがや 本町2-19-5 寿司

アラカラバル 本町2-19-55 ダイニングバー

ローソン府中本町駅前店 本町2-20-4 コンビニ

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 2階 居酒屋

LAMPIONE 本町2-20-11 イタリアン

Kapilina カピリナ 本町2-20-36 美容室

an Official 本町2-20-42 洋菓子

脇町珈琲 本町2-20-44 カフェ

こにしや 本町2-20-44 焼き鳥

鮨割烹たちばな 本町2-20-52 和食
おしゃべりハウス 
サトウ化粧品店 本町2-20-59 化粧品

立ち呑み たぬき 本町2-20-71 居酒屋

ヘアサロン ベル 本町2-20-76 理容店

まんなかや 本町2-20-73 居酒屋

おうち居酒屋よってこ 本町2-20-73-2階 居酒屋

新押立商店会	 MAP㉞

ジャスマン洋菓子店 押立店 押立町1-3-12 洋菓子
ヤマザキショップ
マルジョウストアー店 押立町1-32-1 コンビニ

吉亀寿司 押立町2-12-3 寿司

とらや輪業 押立町2-25-24 自転車販売・修理

そば処 山口家 押立町2-43-3 日本そば

長谷酒店 押立町3-28-50 酒類販売

車返団地商店会	 MAP㉟

ふじ花園車返店 白糸台5-25-1 生花店

にじいろ鍼灸整骨院 白糸台5-25-1 鍼灸・整骨院

川口薬局 車返団地店 白糸台5-25-1 薬局

よって屋 白糸台5-25-2 リサイクルショップ

多磨駅商店会	 MAP㊱

ヘアーサロンライト 多磨町1-23-43 理容店

焼肉きらく 多磨町1-23-27 焼肉

フーちゃんお買物券 参加店一覧フーちゃんお買物券 参加店一覧



店名 住所 取扱品目
ヘアーサロン
ウェザー・コック 多磨町1-24-21 理容店

ワインバーかかし 朝日町2-20-7 イタリアン

ル・ミロ カフェ＆ビストロ 朝日町2-21-10 フレンチ

京風たこ焼き 紅葉 朝日町2-22-7 たこ焼き

焼肉ホルモン だいこんや 朝日町2-27-17 焼肉

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

遊食SHIN坊'S 朝日町2-29-5
フレンドインビル2階 居酒屋

さらしな大屋 朝日町2-29-27 日本そば

内鮨助 朝日町2-29-31 寿司

丸光 朝日町2-30 洋品店

中華レストラン 紅 紅葉丘2-13-3 中華

新町文化ｾﾝﾀｰ通り商店会	 MAP㊲

すみれ 新町1-66-10 カラオケスナック

カギの救急車 府中店 新町1-66-16 鍵・防犯

理容ソラ 新町1-66-38 理容店

キッチンきねや 新町1-67-15 レストラン

レストラン きんとき 新町1-67-2 レストラン

パティスリー ウルソン 新町1-67-8 洋菓子

府中新町鍼灸整骨院 新町2-11-12 整骨院・エステ等

ピエニ コティ 新町2-11-36 美容室

府中35番街商店会	 MAP㊳

レストラン東北牧場 府中町1-5-1 レストラン

中国料理フィリー 府中町1-5-1 中華

レストラン コルト 府中町1-5-1 洋食

かしん家 府中町1-5-4 居酒屋

Jam's bar 府中町1-5-4 
スカイビルB1階 バー

武蔵野うどん 府中町1-5-5 うどん

中華そば とんび 府中町1-5-6 ラーメン

ビック・イン 府中町1-5-7 リフォーム・
不動産業

府中酒場 府中町1-5-7 居酒屋

酒喰BAR町 府中町1-5-7 2階 居酒屋

ラーメン府中家 府中町1-6-3 ラーメン

やきとり山長 総本店 府中町1-6-3
倉林ビル2階 焼き鳥

Counter Bar BASH 府中町1-6-3 
倉林ビル3階 バー

焼肉ジュジュハット 府中町1-6-6 焼肉
近江牛ステーキ 肉 土穂 
本店 府中町1-6-6 B1階 ステーキ

串揚げの店くしぜん 府中町1-6-7 居酒屋

高橋メガネ 府中町1-6-7 メガネ販売

GIRLSBAR SAKURA 府中町1-6-10 
欅ビル2階 バー

守屋商会 府中町1-7-3 不動産仲介業

チャイニーズパブ夢 府中町1-8-1 スナック

きた樽 府中町1-8-1 
野村ビルB1階 居酒屋

ビストロ慎吾 府中町1-8-12 居酒屋

ダイニング いつつ 府中町1-8-12 
キャッスルプラザ2階 居酒屋

ラヴィータ 府中町1-8-12 
キャッスルプラザ204 イタリアン

酒蔵 宮一 府中店 府中町1-8-12 
キャッスルプラザ404 居酒屋

Lounge Calla 府中町1-8-12 
キャッスルプラザ504 スナック

フォーリステナント会	 MAP㊴

金子園 宮町1-41-1 お茶・海苔

リペアショップ シャルム 宮町1-41-1 靴修理、リペア

中万 宮町1-41-1 文具・雑貨

カメラのキタムラ 宮町1-41-1 カメラ関連

白土陶舎 宮町1-41-1 食器

青木屋 宮町1-41-1 和菓子

カチャロ 宮町1-41-1 雑貨

HAPiNS 宮町1-41-1 インテリア雑貨
ザ・クロックハウス 
エクスプレス 宮町1-41-1 腕時計

サンジェルマン 宮町1-41-1 パン
はなまるうどん 
府中フォーリス店 宮町1-41-1 うどん

つばめ 宮町1-41-1 ラーメン

ドトール珈琲店 宮町1-41-1 カフェ

ミスタードーナツ 宮町1-41-1 ドーナツ

カルディコーヒーファーム 宮町1-41-1 コーヒー・
輸入食品・ワイン

ビアード パパ 宮町1-41-1 洋菓子

モスバーガー 宮町1-41-1 ハンバーガー

ママのリフォーム 宮町1-41-1 洋服のお直し

ジュエリーイシイ 宮町1-41-1 ジュエリー

店名 住所 取扱品目
one's terrace 
府中フォーリス店 宮町1-41-1 インテリア雑貨

ラフィネ 宮町1-41-1 リラクゼーション

Bull Pulu 宮町1-41-1 カフェ

グリーンパークス サラ 宮町1-41-1 洋品店

Honeys 宮町1-41-1 洋品店

靴下屋 宮町1-41-1 靴下

Ｚｏｆｆ 宮町1-41-1 メガネ販売

DHC直営店 宮町1-41-1 化粧品

アインズ＆トルペ 宮町1-41-1 化粧品

銀座山野楽器 宮町1-41-1 楽器

コンタクトのアイシティ 宮町1-41-1 コンタクト販売

美容室イレブンカット 宮町1-41-1 美容室

ダッシングディバ 宮町1-41-1 ネイルケア

ミルクキス 宮町1-41-1 アイスクリーム等

府中駅東口商店会	 MAP㊵

お食事処ちゃちゃ 府中町2-1-8 定食・居酒屋

旬楽 府中町2-1-9 居酒屋

韓国ダイニング 漢拏 府中町2-2-4
ジークレフビルB1階 韓国料理

ぶら日 府中町2-2-4 
ジークレフビルB1階 和食

馳走屋 厨厨 府中町2-2-4
ジークレフビル202 居酒屋

TOSHI’SBAR 府中町2-2-4
ジークレフビル203 バー

セブンイレブン
府中駅北口店 府中町2-2-5 コンビニ

CONA BACCA 府中町2-6-1 イタリアン

珈琲屋マロコ 府中町2-6-1 カフェ
ロシアレストラン
ペーチカ 府中町2-6-1 レストラン

UOYAしげぞう 府中町2-6-1 居酒屋
小林接骨院
はりきゅう治療院 府中町2-6-16 接骨院

アートカフェ 府中町2-7-1 カフェ・バー
フレンチレストラン 
バッカナリア

府中町2-7-1 
イーストビル2階 フレンチ

くるる出店者協議会	 MAP㊷

ミートショップいせや 宮町1-50 精肉、惣菜

クリーニング キャロット 宮町1-50 クリーニング

まる 宮町1-50 居酒屋

ハニーズ 府中くるる店 宮町1-50 洋品店

浜喜屋 宮町1-50 鮮魚
Space KURURU 
by Breath 宮町1-50 コワーキング

スペース
焼肉 名門 宮町1-50 焼肉

祥龍餃子房 宮町1-50 中華

Seasons季の香 府中店 宮町1-50 美容室

東条フルーツ 宮町1-50 青果店

ココマンナ府中くるる店 宮町1-50 クレープ
ステージナイン
府中くるる店 宮町1-50 洋服のお直し

宮西国際通り商店会	 MAP㊸

KIZUNA DINING府中店 宮西町1-11-1 居酒屋

パブ夢芳 メンファン 宮西町1-15-5 スナック

ツバメキッチン 宮西町1-16-1 居酒屋

居酒屋苗ちゃん 宮西町1-17-3 居酒屋

和楽 酔竹 宮西町1-17-3 和食

スナック キューピット 宮西町1-17-3
ウエストAビル 3階 スナック

学園通り商興会	 MAP㊹

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 中華

水上畳店 晴見町3-17-7 畳

工藤ストアー 晴見町3-19-10 スーパー

大東京綜合卸売センター事業協同組合	 MAP㊺

のんしゃらん食堂 矢崎町4-1 まぐろ丼

多島水産 矢崎町4-1 鮮魚

つちや 矢崎町4-1 総合食品卸売、
自然食品

旭丸商会 矢崎町4-1 業務用食品販売

笠井包装 矢崎町4-1 包装資材他

チキンイムニダ 矢崎町4-1 韓国料理

センター金沢屋 矢崎町4-1 包装資材他

藤栄タオル 矢崎町4-1 タオル

出島 矢崎町4-1 海鮮乾物卸売

木田商店 矢崎町4-1 麺類卸売

Flowershop toitoitoi! 矢崎町4-1 生花店

AsianMeal 矢崎町4-1 アジア食材

そば敏 矢崎町4-1 日本そば

店名 住所 取扱品目

れもねゑど亭 矢崎町4-1 軽食

タカタ小泉 矢崎町4-1 漬物・佃煮・惣菜

府中卸売珈琲店 矢崎町4-1 珈琲販売

海鮮丼COCOROTUS 矢崎町4-1 海鮮丼

マルシン 矢崎町4-1 厨房用品

古沢商店 矢崎町4-1 海産・乾物

アンデス食品 矢崎町4-1 精肉店

府中宮崎箸店 矢崎町4-1 家庭雑貨・
業務用厨房道具

あいよ 矢崎町4-1 業務用食材

時時 矢崎町4-1 軽食

キタムラ 矢崎町4-1 洋品店

膳ラボひっせい 矢崎町4-1 肉カフェ

大雄畜産 矢崎町4-1 精肉店

南蛮商店ブーン 矢崎町4-1 カレー

泉屋C&C府中店 矢崎町4-1 総合食品

プール ドゥール 矢崎町4-1 鶏肉専門店

ゴールデン・エッグ 矢崎町4-1 玉子

宝食品 矢崎町4-1 精肉店

おさかな食堂うおよし 矢崎町4-1 海鮮丼
平次のおうどん 
府中卸売センター店 矢崎町4-1 うどん

府中籔北園 矢崎町4-1 乾物・茶

藤﨑青果 矢崎町4-1 青果店

中山商店 矢崎町4-1 総合食品

ジェイ・ワークス 矢崎町4-1 玉子

府中開治屋 矢崎町4-1 総合食品

シモジマ 府中店 矢崎町4-1 包装資材他

A-プライス府中市場店 矢崎町4-1 業務用食材

Ⅲ・MEDICALco.,Ltd. 矢崎町4-1 生活用品

ル・シーニュSHOP	PODS出店者会	 MAP㊻

回転寿司たいせい府中本店 宮町1-100 寿司

くりばやし 宮町1-100 餃子販売

府中薬局 宮町1-100 ドラッグストア
LIXIL不動産ショップ 
エステート三松 宮町1-100 不動産業

元禄そば江戸一 宮町1-100 日本そば

磯吉 宮町1-100 居酒屋

和光メガネ 宮町1-100 メガネ販売

和光コンタクト 宮町1-100 コンタクト販売

チケットエンジェル 宮町1-100 金券ショップ、
健康食品販売

とり家 えび寿 府中店 宮町1-100 和食

BleuBleuet 府中店 宮町1-100 雑貨

サンドラッグ府中駅前店 宮町1-100 ドラッグストア

SAKURAYA FOR ME 宮町1-100 化粧品
ファイテンショップ
府中ル・シーニュ店 宮町1-100 トータルボディケア

用品
ファッション アカシヤ 宮町1-100 洋品店

kiitos府中店 宮町1-100 雑貨
東京靴流通センター 
武蔵府中ル・シーニュ店 宮町1-100 靴

SeasonsMOMS 府中店 宮町1-100 美容室

中村家 二の丸 宮町1-100 居酒屋

吉祥寺菊屋 宮町1-100 雑貨
Eyelash Salon Blanc
武蔵府中ル・シーニュ店 宮町1-100 まつ毛エクステ

ふ・らり～テナント会	 MAP㊶

セブンイレブン
府中本町駅北店 本町1-13-1 コンビニ

はなの舞 府中本町店 本町1-13-3 
カネタビルB1階 居酒屋

焼肉上田屋 府中本町店 本町1-13-3 
カネタビルB1階 焼肉

レックテニススクール
府中本町店

本町1-13-3 
カネタビル屋上 テニススクール

府中市商店街連合会事務局
府中市緑町 3-5-2	むさし府中商工会議所内
電　　話：042-362-6421
営業時間：月～金　9：00～17：00
　　　　　（土・日・祝日・年末年始休業）

お問合せ


