
店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
加寿屋酒店 酒・食品 2-438 491-0626 リカーショップ　さんまた 酒類 1-1-18 491-7103 珈琲亭　梓 喫茶店 1-8-21 494-0439 そば処　朝日屋 日本そば 2-14-14 491-0130
㈲岩田工務店 建築業 2-465 491-0629 大熊工務店 建築業 1-3-8 491-5033 精美堂時計店 時計・眼鏡 1-9-1 492-0683 ㈲山下花店 生花 2-14-15 491-0063
㈲Ｎハウスエンジニア 一般建築塗装 3-692-1 478-5337 スナックむさしの スナック 1-8-1 491-2794 そば処　尾張屋 飲食店 1-9-1 491-1126 ユキ理容室 理容業 2-15-7 492-6920

㈱田中住宅設備 浴槽工事 1-8-4 493-0268 フラワーショップ　ブンガコテージ 生花販売 1-9-1-B 495-5534 ㈲ヤマヨ食品 うどん製造・飲食 2-15-10 491-0255
村正商店 宝くじ、野菜 1-8-5 493-2406 肉の大丸 精肉 1-9-15 455-5321 ハマウラクリーニング　松山店 クリーニング取次 2-15-13 493-1230

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 サミー理容室 理容業 1-15-13 493-3344 ㈲飯田書店 書籍販売 1-10-2 491-3241 水道ポンプ細山営業所 管工事 2-15-27 491-0146
㈲大澤建具店 室内ドア及び窓リ

フォーム 1-236 491-6516 ㈱小山工務店 建築業 2-6-6 491-1043 和菓子処　武蔵野 和菓子 1-10-11 493-2955 ㈲内田建設 建築業 2-18-11 491-0478
㈲高橋板金 建築板金 3-382-4 491-0615 カフェ＆ギャラリー　いちご 弁当販売 2-6-7-Ｂ1 494-0529 リラクゼーションサロン　いけだや。 整体リラクゼーション 1-11-22 439-5151

生そば　玉川 日本そば 2-6-28 493-3890 川村理容店 理容業 1-11-24 491-4542
木村畳店 畳工事 2-11-1 493-3877 婦人服マルマツ 婦人服・衣料品 1-11-25 491-0601 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 デンキチ清瀬店 電気小売 2-13-7 495-2761 英（はなぶさ） 団子・菓子・のり巻 1-13-2 495-6303 二葉寿司 寿司 3-3-14 491-1507
松村石油㈱ ガソリンスタンド 1-733 491-7053 シェモア美容室 美容業 1-13-3 493-1008 岡野ランドリー クリーニング業 3-4-7 491-4049
㈲山下実工務店 建築業 3-874 491-0544 うちだ動物病院 動物病院 1-13-9 491-5151 絵夢美容室 美容業 3-12-4 491-5791
さかえや 文房具・菓子 3-885-7 491-2067 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 御菓子司　清月 和菓子 1-13-13 492-0613 美容室　栗原 美容業 3-15-5 491-4878
河童堂鍼灸院 鍼灸院 3-898-12 492-8622 スイーツガーデン　ノイ 洋菓子製造販売 1-1-17 495-5605 サン★ミュール スナック 1-13-25 495-6393 栄草庵 せんべい 3-17-4 491-1050
㈱ホームケアセンターイワサキ 介護用品、福祉用具

販売・レンタル 3-1118-1 492-3522 中国料理　同心居 中華料理 1-1-20 496-0808 ㈱幸文堂 文具・事務用品 1-14-6 491-4035 小池印房 印判業 3-17-5 493-3555
渋谷けいし事務所 講演業 4-800-4 494-0081 ファミリーマート　清瀬元町一丁目店 コンビニ 1-4-5 496-7607 おばこ 割烹 1-15-1 493-3195 ㈲丸栄ベーカリー 製パン 3-17-15 492-0157
理容ミッキー 理容業 4-1323-9 492-1718 創作和菓子　ほのか 和菓子 1-4-15 493-5534 清瀬　風月堂 和菓子 1-15-10 492-3959 美容室　コスモ 美容業 3-18-4 491-0605
㈲山一自動車商会 自動車販売 5-553 491-2044 ミート　マート　オオシマ 精肉 1-4-21 491-1719 清瀬旭鮨 寿司 1-16-2 493-5185 越後屋精肉店 精肉 3-18-33 493-0640
エミュ ベーカリー 5-846-7 495-4199 ふとんのリビングショップ河口 寝装品 1-4-22 491-4612 焼肉　摩周 焼き肉 1-16-4 493-2288 ベーカリーショップどんぐり パン菓子製造販売 3-18-35 492-8009
㈲美建 建築製作金物 6-32 493-2424 ヘアサロン　サトウ 理容業 1-6-33 491-1832 娯楽ハウス　トキワ 飲食・スナック 1-17-8 494-0492

誠真会館　清瀬道場 空手道場 1-7-10-1Ｆ 495-3446 ＨＡＩＲ ＬＯＵＮＧＥ ＥＮ（えん） 美容業 1-18-2 492-3755
ナスの花 飲食店 1-7-20 492-8583 Ｈashu　Cａｆｅ（ハシュ　カフェ） 喫茶店 1-18-4 427-1620 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 ボワール 美容業 1-8-1-2Ｆ 458-5050 キッチンスズキ レストラン 1-20-8 491-0160 丸城園 茶・のり 1-3-16 491-2378
㈱いなげや秋津駅前店 スーパー 1-327-1 495-8477 ㈲フリーダム 美容業 1-8-2 495-6636 丸藤ベーカリー 製パン 1-23-10 493-4680 理容タカス 理容業 1-4-23 491-4448
喜久寿司 寿司 2-390 491-1641 ㈲きんぺい 鮨 1-8-29 492-3232 炭火ホルモン焼　ＭＩＹＡＧＩ ホルモン 1-27-4 497-8462 クスリの泰仙堂 医薬品一般販売 1-9-3 493-5763
松村鉄工所 建築業 3-17-5 492-0944 ハイスピード　イーグル クリーニング業 1-8-33 493-7657 ㈲吉池精肉店 精肉 1-27-9 491-3348 ㈲高橋水産 鮮魚 1-9-25 492-5697
㈲松村建具店 建具店 3-24-12 491-0367 ㈲岩崎商店 酒・プロパンガス 1-8-35 491-4321 ㈲あくつ薬局 医薬品 1-41-18 491-0142 蝶屋 洋品 1-9-27 491-1809
㈲小久保畳店 畳工事 5-257 491-1477 ジュピター 婦人子供洋品 1-9-4 492-4832 フェイシャルサロン　カンパニュラ エステ 1-43-3 495-1422 メンズサロン　ウイング 理容業 1-9-27 491-3547
マイヘアーサロン　髪ｉｎｇ 理容業 5-261-17 493-1587 イカバル×肉バル Haru 飲食店 1-9-3 497-9268 ㈲星野商店　フードピアたけし 青果 1-9-28 491-5865
司家　和菓子店 和菓子 5-284 491-1632 ワイズヘアー 美容業 1-9-10 494-3955 丸越青果 青果 1-9-29 491-6041
㈲山下米店 米穀・食品 5-285-2 491-1475 ひらつか洋品店 衣料品 1-10-1 491-0322 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 きこころ皮フ科 医院 1-10-6 497-2423
㈲内野鈑金工業所 鈑金 5-290-12 491-0259 手芸の店キャロット 手芸小間物 1-10-8-3Ｆ 494-8661 楓 飲食店 2-1-6-1Ｆ 492-3170 えびす屋 小料理 1-10-8 492-1868

ラーメンそうすけ 中華そば 1-10-13 491-7334 マルコ商店 文房具・雑貨 2-1-7 491-0411 峰の湯 公衆浴場 1-10-8 493-5555
佐々木整体院 整体業 1-11-20 427-1508 村越自転車店 自転車 2-3-3 491-0349 ㈲ビューティー・レイクシャイン 美容業 1-10-10 493-0988

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 旬菜魚　ｈｉｒｏ 飲食店 1-13-7 459-1486 ㈱石塚 燃料・米穀 2-3-4 491-0171 サン　クリーニング クリーニング業 1-10-11 493-0728
島田商店 菓子・食品 1-361 491-3328 美容室　ホット スタッフ 美容業 1-19-12 494-0847 いざかや　楽笑 飲食店 2-4-2 497-8280 なかや菓子店 菓子類 1-10-11 493-1237
ファミリーマート清瀬けやき通り店 コンビニ 2-559-2 496-7861 御菓子司　奈か里 和菓子 1-19-13 494-0288 ㈲石井商店 クリーニング業 2-4-3 493-6100 藤小西酒店 酒・たばこ 1-10-12 493-2621
ヤング理容 理容・ペット 4-399 492-3164 東京ＰＣサービス 家電製品 1-19-13 493-5541 ヤマシタ お茶の販売 2-4-4 491-0350 ㈲アカネ　薬のアカネ 医薬品 1-10-12 493-1193

関川商店 果物・菓子 2-5-50 493-1211 ㈱ヨークリ クリーニング業 1-10-15 491-2866
芝山荘茶舗 茶・のり 2-7-1 491-5944 サンクス清瀬竹丘団地店 コンビニ 2-7-1 494-7180

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 ㈲スガハラ印刷 印刷 2-7-14 492-2210 松本電器 家電製品 2-7-2 491-2444
㈲渋谷商事 家電リサイクル収集

全般 1-526 493-0051 すずき ふぐ料理 2-1-28 491-1864 ㈲まつや寝具店 寝具製造小売 2-7-17 491-0454 ㈱山崎工務店 建築業 2-14-12 493-6427
ヘアサロン　スニップ 美容業 1-576-21 492-2126 藤小西元町店 酒類 2-6-7 492-1790 バラのシャーリー 美容業 2-12-1 494-0687 リカー＆フーズ　コミヤ 酒類・販売 2-14-15 491-2744
㈲大新工務店 建築業 1-577 491-2167 メンズサロン　たかみ 理容業 2-12-32 491-1696 ㈲ともや 婦人服販売 2-13-10 491-0140 ㈲笠原デンキ 家電製品 2-33-1 491-7772
㈲太田屋呉服店 呉服・寝具 2-794 491-0424 ほねつぎ天祥　鍼灸接骨院 接骨院 2-16-14 494-6788 レストラン　プティポアン　じょうねん レストラン 2-13-11 493-2262
ビューティー岩田 美容業 3-385-7 493-7216 カットインホワイト 理容業 2-21-1 492-1825 ㈲坂田雅光堂 文具・事務用品 2-13-15 491-0267
田中自動車工業所 自動車修理 5-60-3 493-0077 伊藤工務店 建築業 2-23-9 491-5277 ㈱たち花　おそうじ本舗。清瀬店 ハウスクリーニング・

住宅リフォーム 2-14-10 497-9605 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
ヘアモード・ルーツ 美容業 5-62-4 491-2454 麦倉靴白衣店 損害保険・靴 1-1-2 491-0231
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店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
喜久寿司 寿司 野2-390 491-1641 和菓子処　武蔵野 和菓子 松1-10-11 493-2955 村越自転車店 自転車 松2-3-3 491-0349 ハイスピード　イーグル クリーニング業 元1-8-33 493-7657
スナックむさしの スナック 上1-8-1 491-2794 英（はなぶさ） 団子・菓子・のり巻 松1-13-2 495-6303 ㈱石塚 燃料・米穀 松2-3-4 491-0171 ㈲石井商店 クリーニング業 松2-4-3 493-6100
カフェ＆ギャラリー　いちご カフェ・弁当販売 上2-6-7-Ｂ1 494-0529 御菓子司　清月 和菓子 松1-13-13 492-0613 ㈲まつや寝具店 寝具製造小売 松2-7-17 491-0454 ハマウラクリーニング　松山店 クリーニング取次 松2-15-13 493-1230
生そば　玉川 日本そば 上2-6-28 493-3890 清瀬　風月堂 和菓子 松1-15-10 492-3959 ㈲ともや 婦人服販売 松2-13-10 491-0140 岡野ランドリー クリーニング業 松3-4-7 491-4049
中国料理　同心居 中華料理 元1-1-20 496-0808 エミュ ベーカリー 里5-846-7 495-4199 ㈲坂田雅光堂 文具・事務用品 松2-13-15 491-0267 サン　クリーニング クリーニング業 竹1-10-11 493-0728
ナスの花 飲食店 元1-7-20 492-8583 丸藤ベーカリー 製パン 松1-23-10 493-4680 ㈲山下花店 生花 松2-14-15 491-0063 ㈱ヨークリ クリーニング業 竹1-10-15 491-2866
㈲きんぺい 鮨 元1-8-29 492-3232 ㈲吉池精肉店 精肉 松1-27-9 491-3348 小池印房 印判業 松3-17-5 493-3555
ラーメンそうすけ 中華そば 元1-10-13 491-7334 ヤマシタ お茶の販売 松2-4-4 491-0350 クスリの泰仙堂 医薬品一般販売 竹1-9-3 493-5763
イカバル×肉バル Haru 肉料理 元1-9-3 497-9268 関川商店 果物・菓子 松2-5-50 493-1211 蝶屋 洋品 竹1-9-27 491-1809 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
旬菜魚　ｈｉｒｏ 飲食店 元1-13-7 459-1486 芝山荘茶舗 茶・のり 松2-7-1 491-5944 ㈲アカネ　薬のアカネ 医薬品 竹1-10-12 493-1193 河童堂鍼灸院 鍼灸院 里3-898-12 492-8622
すずき ふぐ料理 元2-1-28 491-1864 栄草庵 せんべい 松3-17-4 491-1050 松本電器 家電製品 竹2-7-2 491-2444 ㈱ホームケアセンターイワサキ 介護用品、福祉用具

販売・レンタル 里3-1118-1 492-3522
珈琲亭　梓 喫茶店 松1-8-21 494-0439 ㈲丸栄ベーカリー 製パン 松3-17-15 492-0157 ㈲笠原デンキ 家電製品 竹2-33-1 491-7772 佐々木整体院 整体業 元1-11-20 427-1508
そば処　尾張屋 飲食店 松1-9-1 491-1126 越後屋精肉店 精肉 松3-18-33 493-0640 ほねつぎ天祥　鍼灸接骨院 接骨院 元2-16-14 494-6788
サン★ミュール スナック 松1-13-25 495-6393 ベーカリーショップどんぐり パン菓子製造販売 松3-18-35 492-8009 リラクゼーションサロン　いけだや。 整体リラクゼーション 松1-11-22 439-5151
おばこ 割烹 松1-15-1 493-3195 丸城園 茶・のり 竹1-3-16 491-2378 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 フェイシャルサロン　カンパニュラ エステ 松1-43-3 495-1422
清瀬旭鮨 寿司 松1-16-2 493-5185 ㈲高橋水産 鮮魚 竹1-9-25 492-5697 ㈱いなげや秋津駅前店 スーパー 野1-327-1 495-8477
焼肉　摩周 焼き肉 松1-16-4 493-2288 ㈲星野商店　フードピアたけし 青果 竹1-9-28 491-5865
娯楽ハウス　トキワ 飲食・スナック 松1-17-8 494-0492 丸越青果 青果 竹1-9-29 491-6041 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
Ｈashu　Cａｆｅ（ハシュ　カフェ） 喫茶店 松1-18-4 427-1620 なかや菓子店 菓子類 竹1-10-11 493-1237 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 渋谷けいし事務所 講演業 里4-800-4 494-0081
キッチンスズキ レストラン 松1-20-8 491-0160 藤小西酒店 酒・たばこ 竹1-10-12 493-2621 理容ミッキー 理容業 里4-1323-9 492-1718 ㈲渋谷商事 家電リサイクル収集

全般 中1-526 493-0051
炭火ホルモン焼　ＭＩＹＡＧＩ ホルモン 松1-27-4 497-8462 サンクス清瀬竹丘団地店 コンビニ 竹2-7-1 494-7180 マイヘアーサロン　髪ｉｎｇ 理容業 野5-261-17 493-1587 田中自動車工業所 自動車修理 中5-60-3 493-0077
楓 飲食店 松2-1-6 492-3170 リカー＆フーズ　コミヤ 酒類・販売 竹2-14-15 491-2744 ヤング理容 理容・ペット 下4-399 492-3164 誠真会館　清瀬道場 空手道場 元1-7-10-1Ｆ 495-3446
いざかや　楽笑 飲食店 松2-4-2 497-8280 サミー理容室 理容業 上1-15-13 493-3344 うちだ動物病院 動物病院 松1-13-9 491-5151
レストラン　プティポアン　じょうねん レストラン 松2-13-11 493-2262 ヘアサロン　サトウ 理容業 元1-6-33 491-1832 ㈲スガハラ印刷 印刷 松2-7-14 492-2210
そば処　朝日屋 日本そば 松2-14-14 491-0130 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 メンズサロン　たかみ 理容業 元2-12-32 491-1696 ㈱たち花　おそうじ本舗。清瀬店 ハウスクリーニング・

住宅リフォーム 松2-14-10 497-9605
㈲ヤマヨ食品 うどん製造・飲食 松2-15-10 491-0255 松村石油㈱ ガソリンスタンド 里1-733 491-7053 カットインホワイト 理容業 元2-21-1 492-1825 峰の湯 公衆浴場 竹1-10-8 493-5555
二葉寿司 寿司 松3-3-14 491-1507 さかえや 文房具・菓子 里3-885-7 491-2067 川村理容店 理容業 松1-11-24 491-4542 きこころ皮フ科 皮膚科 竹1-10-6 497-2423
えびす屋 小料理 竹1-10-8 492-1868 ㈲山一自動車商会 自動車販売 里5-553 491-2044 ユキ理容室 理容業 松2-15-7 492-6920 麦倉靴白衣店 損害保険・靴 梅1-1-2 491-0231

㈲太田屋呉服店 呉服・寝具 中2-794 491-0424 理容タカス 理容業 竹1-4-23 491-4448
デンキチ清瀬店 電気小売 上2-13-7 495-2761 メンズサロン　ウイング 理容業 竹1-9-27 491-3547

店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 ふとんのリビングショップ河口 寝装品 元1-4-22 491-4612 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号
加寿屋酒店 酒・食品 宿2-438 491-0626 ㈲岩崎商店 酒・プロパンガス 元1-8-35 491-4321 ㈲岩田工務店 建築業 宿2-465 491-0629
司家　和菓子店 和菓子 野5-284 491-1632 ジュピター 婦人子供洋品 元1-9-4 492-4832 店名又は屋号 業種 所在地 電話番号 ㈲Ｎハウスエンジニア 一般建築塗装 宿3-692-1 478-5337
㈲山下米店 米穀・食品 野5-285-2 491-1475 ひらつか洋品店 衣料品 元1-10-1 491-0322 ヘアサロン　スニップ 美容業 中1-576-21 492-2126 ㈲大澤建具店 室内ドア及び窓リ

フォーム 旭1‐236 491-6516
島田商店 菓子・食品 下1-361 491-3328 手芸の店キャロット 手芸小間物 元1-10-8-3Ｆ 494-8661 ビューティー岩田 美容業 中3-385-7 493-7216 ㈲高橋板金 建築板金 旭3-382-4 491-0615
ファミリーマート清瀬けやき通り店 コンビニ 下2-559-2 496-7861 東京ＰＣサービス 家電製品 元1-19-13 493-5541 ヘアモード・ルーツ 美容業 中5-62-4 491-2454 ㈲山下実工務店 建築業 里3-874 491-0544
リカーショップ　さんまた 酒類 上1-1-18 491-7103 精美堂時計店 時計・眼鏡 松1-9-1 492-0683 ボワール 美容業 元1-8-1-2Ｆ 458-5050 ㈲美建 建築製作金物 里6-32 493-2424
村正商店 野菜、宝くじ 上1-8-5 493-2406 フラワーショップ　ブンガコテージ 生花販売 松1-9-1-B 495-5534 ㈲フリーダム 美容業 元1-8-2 495-6636 松村鉄工所 建築業 野3-17-5 492-0944
スイーツガーデン　ノイ 洋菓子製造販売 元1-1-17 495-5605 ㈲飯田書店 書籍販売 松1-10-2 491-3241 ワイズヘアー 美容業 元1-9-10 494-3955 ㈲松村建具店 建具店 野3-24-12 491-0367
ファミリーマート　清瀬元町一丁目店 コンビニ 元1-4-5 496-7607 婦人服マルマツ 婦人服・衣料品 松1-11-25 491-0601 美容室　ホット スタッフ 美容業 元1-19-12 494-0847 ㈲小久保畳店 畳工事 野5-257 491-1477
創作和菓子　ほのか 和菓子 元1-4-15 493-5534 ㈱幸文堂 文具・事務用品 松1-14-6 491-4035 シェモア美容室 美容業 松1-13-3 493-1008 ㈲内野鈑金工業所 鈑金 野5-290-12 491-0259
ミート　マート　オオシマ 精肉 元1-4-21 491-1719 ㈲あくつ薬局 医薬品 松1-41-18 491-0142 ＨＡＩＲ ＬＯＵＮＧＥ ＥＮ（えん） 美容業 松1-18-2 492-3755 ㈲大新工務店 建築業 中1-577 491-2167
御菓子司　奈か里 和菓子 元1-19-13 494-0288 マルコ商店 文房具・雑貨 松2-1-7 491-0411 バラのシャーリー 美容業 松2-12-1 494-0687 大熊工務店 建築業 上1-3-8 491-5033
藤小西元町店 酒類 元2-6-7 492-1790 絵夢美容室 美容業 松3-12-4 491-5791 ㈱田中住宅設備 浴槽工事 上1-8-4 493-0268
肉の大丸 精肉 松1-9-15 455-5321 美容室　栗原 美容業 松3-15-5 491-4878 ㈱小山工務店 建築業 上2-6-6 491-1043

㈲ビューティー・レイクシャイン 美容業 竹1-10-10 493-0988 木村畳店 畳工事 上2-11-1 493-3877
美容室　コスモ 美容業 松3-18-4 491-0605 伊藤工務店 建築業 元2-23-9 491-5277

水道ポンプ細山営業所 管工事 松2‐15‐27 491-0146
㈲内田建設 建築業 松2-18-11 491-0478
㈱山崎工務店 建築業 竹2-14-12 493-6427

※宿＝下宿、旭＝旭が丘、里＝中里、野＝野塩、下＝下清戸、中＝中清戸、上＝上清戸、元＝元町、松＝松山、竹＝竹丘、梅＝梅園

●美容業●

●クリーニング業●

きよせニンニンスタンプ取扱店一覧表（　業　種　別　）
平成２９年１１月２２日現在

●飲食店等● ●小売店（食品）左列下からの続き● ●小売店（一般）左列下からの続き●

●大型店●

●福祉・介護・整体・鍼灸等

●生活・サービス等●

●小売店（食品）● ●建設業等●

●小売店（一般）●

●理容業●


