
江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2023/5/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

貴金属・時計･メガネ 葛西地区 メガネのAIWA葛西店 江戸川区西葛西6-2-9-1F 3680-4334 中葛西三丁目商店会

医療関係 葛西地区 森整骨院 江戸川区中葛西3-30-11 3878-1026 中葛西三丁目商店会

飲食店 葛西地区 司寿司 江戸川区中葛西3-30-11 3688-2156 中葛西三丁目商店会

貴金属・時計･メガネ 葛西地区 (有)クボタ時計店 江戸川区中葛西3-28-1 3688-3988 中葛西三丁目商店会

飲食店 葛西地区 酒亭茶屋・伊作 江戸川区中葛西3-36-2 3675-7381 中葛西三丁目商店会

その他 葛西地区 テルル葛西店 江戸川区西葛西3-29-1-1F 5679-8770 中葛西三丁目商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 葛西地区 増田米店 江戸川区東葛西5-12-6 3687-2079 中葛西三丁目商店会

飲食店 葛西地区 鉄板焼き&お好焼き「どーなが」 江戸川区東葛西6-15-1-103 6240-5104 中葛西三丁目商店会

その他 葛西地区 はんこ家はん造葛西店 江戸川区中葛西3-29-1A 3869-0707 中葛西三丁目商店会

飲食店 葛西地区 和彩よし川 江戸川区中葛西3-14-3 6754-3737 中葛西三丁目商店会

飲食店 葛西地区 中華料理・興安園 江戸川区中葛西3-30-9-101 3687-2382 中葛西三丁目商店会

医療関係 葛西地区 マルイシ整体院 江戸川区中葛西3-29-4-102 6808-4106 中葛西三丁目商店会

生花・ペットショップ 葛西地区 ペットフードショップ「マックス」 江戸川区江戸川6-25-7 3689-5955 中葛西三丁目商店会

その他 葛西地区 1NDLY 江戸川区中葛西3-30-12 4440-2718 中葛西三丁目商店会

医療関係 葛西地区 さくら整骨院葛西駅前 江戸川区東葛西6-15-1-105 6661-3449 中葛西三丁目商店会

自転車・自動車関係 葛西地区 サイクルプラザニシノ 江戸川区中葛西2-5-21 3689-2501 中葛西三丁目商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 葛西地区 石川商店 江戸川区中葛西3-14-16 3688-2769 葛西駅前商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 葛西地区 ㈱増味堂 江戸川区中葛西3-1-14 3688-8851 葛西駅前商店会

貴金属・時計･メガネ 葛西地区 めがねドラッグ葛西駅前店 江戸川区中葛西3-35-17 3677-0056 葛西駅前商店会

自転車・自動車関係 葛西地区 セオサイクル葛西店 江戸川区中葛西5-18-9 3680-8541 葛西駅前商店会
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医療関係 葛西地区 葛西整体院 江戸川区中葛西3-14-1 5676-1677 葛西駅前商店会

生鮮三品（青果） 葛西地区 安信屋 江戸川区中葛西3-1-15 3878-1645 葛西駅前商店会

その他 葛西地区 ㈱峰観光社 江戸川区中葛西5-41-4 3680-3257 葛西駅前商店会

飲食店 葛西地区 ＢＥＹＯＮＤ 江戸川区中葛西5-43 6663-9500 葛西メトロセンター商店会

文具･書籍･写真 葛西地区 文悠 江戸川区中葛西5-43 5696-2465 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 どさん子 江戸川区中葛西5-43 3686-8654 葛西メトロセンター商店会

衣服・呉服・洋品等 葛西地区 ル・ファンナ 江戸川区中葛西5-43 3689-8211 葛西メトロセンター商店会

コンビニ 葛西地区 ファミリーマートサクマ葛西駅店 江戸川区中葛西5-43 3878-3902 葛西メトロセンター商店会

化粧品・薬品 葛西地区 コスメパークシーズン葛西 江戸川区中葛西5-43 3686-9135 葛西メトロセンター商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 葛西地区 ブールミッシュ葛西店 江戸川区中葛西5-43 3688-9948 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 ロッテリア 江戸川区中葛西5-43 3680-7190 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 ゴローズキャフェ 江戸川区中葛西5-43 3686-6666 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 なか卯 江戸川区中葛西5-43 5659-3561 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 みそ膳 江戸川区中葛西5-43 3687-9998 葛西メトロセンター商店会

飲食店 葛西地区 ジン 江戸川区中葛西5-19-17 3687-9994 葛西メトロセンター商店会

自転車・自動車関係 葛西地区 中村サイクル 江戸川区東葛西5-37-11 3687-1661 長島商店会

生鮮三品（肉） 葛西地区 愛知屋 江戸川区東葛西5-39-9 3689-0649 長島商店会

生鮮三品（青果） 葛西地区 八百仁 江戸川区東葛西5-42-14 3689-1556 長島商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 葛西地区 (有)ニシノ 江戸川区東葛西5-47-3 3680-5221 長島商店会

貴金属・時計･メガネ 葛西地区 メガネのイチノエ 江戸川区東葛西5-32-9 3687-1534 長島商店会
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その他食料品（商店・惣菜等） 葛西地区 大金商店 江戸川区東葛西3-2-17 3680-2850 長島商店会

飲食店 葛西地区 呑みくい処鞠子 江戸川区東葛西3-1-5 3689-4423 長島商店会

お茶・のり 葛西地区 吉万海苔店 江戸川区東葛西2-29-20 3689-5293 長島商店会

飲食店 葛西地区 二代目TATSU～龍～ 江戸川区東葛西5-33-8-1F 3877-2255 長島商店会

飲食店 葛西地区 ドッグカフェKZHouse 江戸川区東葛西6-34-16 3689-1855 長島商店会

飲食店 葛西地区 甘味処よしの 江戸川区東葛西5-45-18 5696-1188 長島商店会

飲食店 葛西地区 パティスリーカフェひばり 江戸川区中葛西1-31-51-1F 5878-1176 長島商店会

その他 葛西地区 (株)旅計画エバーグリーンツーリスト 江戸川区東葛西2-15-2 3680-0097 長島商店会

衣服・呉服・洋品等 葛西地区 ヨシダ洋服店 江戸川区中葛西8-11-16 3680-0730 葛西仲町西組商店会

コンビニ 葛西地区 デイリーストアーモリサキ 江戸川区東葛西7-6-12 3680-0703 葛西仲町西組商店会

その他（木材・建材・金物） 葛西地区 保戸田ガラス店 江戸川区中葛西8-11-15 3689-0989 葛西仲町西組商店会

お茶・のり 葛西地区 恩田のり店 江戸川区東葛西8-5-3 3680-2030 葛西仲町西組商店会

理容 葛西地区 バーバーモーリー 江戸川区東葛西8-5-5 3688-0056 葛西仲町西組商店会

生鮮三品（肉） 葛西地区 吉沢精肉店 江戸川区東葛西8-5-15 3680-8845 葛西中央商店会

不動産・保険等 葛西地区 仲町土地 江戸川区東葛西7-11-24 3680-2516 葛西中央商店会

お茶・のり 葛西地区 清水海苔店 江戸川区東葛西7-11-22 3688-8111 葛西中央商店会

家具・寝具・インテリア・畳 葛西地区 ナルシマ 江戸川区東葛西8-5-19 3680-4411 葛西中央商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 葛西地区 田中米店 江戸川区東葛西8-6-15 3680-5970 葛西中央商店会

その他（クリーニング・浴場） 葛西地区 ドライクリーニングヒコタ 江戸川区東葛西7-20-30 3689-0604 葛西中央商店会

生鮮三品（青果） 葛西地区 山新青果店 江戸川区東葛西8-11-9 3680-0908 葛西中央商店会


