
江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩南地区 マルイ漬物店 江戸川区南小岩7-23-14 3657-1347 南小岩昭和通り商店街

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩南地区 味噌蔵・藤家 江戸川区南小岩7-23-17 3657-4668 南小岩昭和通り商店街

コンビニ 小岩南地区 セブンイレブン南小岩7丁目店 江戸川区南小岩7-20-9 3672-0338 南小岩昭和通り商店街

美容 小岩南地区 美容室ＣＬＥＡＲ 江戸川区南小岩7-30-9 3671-9803 南小岩昭和通り商店街

貴金属・時計･メガネ 小岩南地区 八木眼鏡店 江戸川区南小岩7-30-10 3657-6623 南小岩昭和通り商店街

パン 小岩南地区 ルチアパン店 江戸川区南小岩7-31-9 3657-4555 南小岩昭和通り商店街

日用品・雑貨 小岩南地区 大谷商店 江戸川区南小岩7-31-10 3657-3766 南小岩昭和通り商店街

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 田中屋米店 江戸川区南小岩7-31-12 3657-0492 南小岩昭和通り商店街

貴金属・時計･メガネ 小岩南地区 ヤマグチ時計店 江戸川区南小岩7-27-4 3657-2559 南小岩昭和通り商店街

その他 小岩南地区 竿辰釣具店 江戸川区南小岩7-28-5 3657-2523 南小岩昭和通り商店街

化粧品・薬品 小岩南地区 前田薬局 江戸川区南小岩7-27-3 3657-2524 南小岩昭和通り商店街

貴金属・時計･メガネ 小岩南地区 明時堂時計店 江戸川区南小岩7-27-1 3657-2607 南小岩昭和通り商店街

文具･書籍･写真 小岩南地区 カメラのもりかわ 江戸川区南小岩7-28-1 3658-8491 南小岩昭和通り商店街

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 ＡＢＣ　ＦＡＭＩＬＹ小岩店 江戸川区南小岩7-29-8 5668-1310 南小岩昭和通り商店街

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 プティメゾン 江戸川区南小岩7-27-4 5668-5548 南小岩昭和通り商店街

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区
ファッションリサイクル
チュチュ

江戸川区南小岩7-30-10-1F 6326-5347 南小岩昭和通り商店街

生花・ペットショップ 小岩南地区 花天使 江戸川区南小岩7-29-14 6657-8742 南小岩昭和通り商店街

化粧品・薬品 小岩南地区 くすりの福太郎小岩駅前店 江戸川区南小岩7-27-5 5612-1729 南小岩昭和通り商店街

化粧品・薬品 小岩南地区 くすりの福太郎小岩店 江戸川区南小岩7-27-3 5693-7029 南小岩昭和通り商店街

理容 小岩南地区 ヘアーサロン　モカ 江戸川区南小岩8-8-4 3659-4731 小岩昭和通り商店会



江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

家具・寝具・インテリア・畳 小岩南地区 小島畳店 江戸川区南小岩8-8-1 3657-6445 小岩昭和通り商店会

たばこ・新聞 小岩南地区 勝田商店 江戸川区南小岩8-25-5 3658-7972 小岩昭和通り商店会

理容 小岩南地区 おちあい 江戸川区南小岩8-25-3 3657-7275 小岩昭和通り商店会

文具･書籍･写真 小岩南地区 かどい一清堂 江戸川区南小岩8-26-7 3657-8412 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 日の出寿司 江戸川区南小岩8-26-6 3657-1218 小岩昭和通り商店会

生鮮三品（肉） 小岩南地区 鳥七 江戸川区南小岩8-26-2 3658-1386 小岩昭和通り商店会

電気機器・電気工事・家電 小岩南地区 ㈱ワタデンラヂオ26 江戸川区南小岩8-26-2 3657-0455 小岩昭和通り商店会

自転車・自動車関係 小岩南地区 セオサイクル小岩店 江戸川区南小岩8-26-9 3673-7080 小岩昭和通り商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 篠田屋酒店 江戸川区南小岩8-4-29 3657-7967 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 やきとり一番 江戸川区南小岩8-4-32 3671-2594 小岩昭和通り商店会

理容 小岩南地区 アポロ理容室 江戸川区南小岩8-4-34 3658-4767 小岩昭和通り商店会

パン 小岩南地区 増田パン店 江戸川区南小岩8-3-12 3657-5522 小岩昭和通り商店会

医療関係 小岩南地区 たんば接骨院 江戸川区南小岩8-9-22 3673-3651 小岩昭和通り商店会

その他 小岩南地区 小岩ロックサービス 江戸川区南小岩8-7-9 5889-8499 小岩昭和通り商店会

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 呉服大丸 江戸川区南小岩8-5-6 3659-0691 小岩昭和通り商店会

その他 小岩南地区 cafe ＢＡＲ－Ｂ 江戸川区南小岩7-31-12 5612-3982 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 沖縄料理大嶺 江戸川区南小岩8-4-31 3672-9780 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 ひな鶏　素揚げや 江戸川区南小岩8-25-1 6806-9481 小岩昭和通り商店会

医療関係 小岩南地区 やまひら整骨院 江戸川区南小岩8-25-1 6335-4967 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 喫茶ムムリク 江戸川区南小岩8-26-8 6657-9870 小岩昭和通り商店会



江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

コンビニ 小岩南地区 ｾﾌﾞﾝイレブン南小岩8丁目店 江戸川区南小岩8-24-11 3657-0571 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 焼肉シンちゃん 江戸川区南小岩8-25-1 4296-7335 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 縁結び丼丸南小岩店 江戸川区南小岩8-7-6 5876-8699 小岩昭和通り商店会

生鮮三品（青果） 小岩南地区 土のうた 江戸川区南小岩8-26-5-102 080-5009-7111 小岩昭和通り商店会

理容 小岩南地区 Ca・nata　ヘア＆リラックス 江戸川区南小岩8-2-12 3658-0688 小岩昭和通り商店会

美容 小岩南地区 ポーラボヌール 江戸川区南小岩8-26-4 6458-0550 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 ショットバー和泉 江戸川区南小岩8-26-5 3673-8463 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 インド料理ビニタ 江戸川区南小岩8-26-1 5693-3444 小岩昭和通り商店会

飲食店 小岩南地区 一力 江戸川区南小岩8-8-6 3672-4129 小岩昭和通り商店会

その他食料品（商店・惣菜等） 小岩南地区 とんかつ新宿さぼてん小岩駅南口店 江戸川区南小岩7-27-6 3672-5079 小岩サンロードあけぼの商店会

貴金属・時計･メガネ 小岩南地区 メガネストアー 江戸川区南小岩7-26-15 5612-3788 小岩サンロードあけぼの商店会

文具･書籍･写真 小岩南地区 どですか書店 江戸川区南小岩7-27-13-1F 5694-0650 小岩サンロードあけぼの商店会

その他 小岩南地区 食器館リュースタカノ 江戸川区南小岩8-11-8 3673-5101 小岩サンロード一番街商店会

自転車・自動車関係 小岩南地区 Ｋ⁷Ｓサイクル 江戸川区南小岩8-14-17 3659-3190 小岩サンロード一番街商店会

不動産・保険等 小岩南地区 田中不動産 江戸川区南小岩8-11-10 3673-1419 小岩サンロード一番街商店会

デザート（ケーキ・和菓子・お菓子） 小岩南地区 岡埜栄泉 江戸川区南小岩8-11-10 3657-1038 小岩サンロード一番街商店会

飲食店 小岩南地区 じゅうじゅう 江戸川区南小岩8-11-11 5694-4072 小岩サンロード一番街商店会

生鮮三品（青果） 小岩南地区 八百幸 江戸川区南小岩8-19-8 3657-1268 小岩サンロード一番街商店会

理容 小岩南地区 セキモト 江戸川区南小岩8-18-14 3657-4714 小岩サンロード一番街商店会

美容 小岩南地区 アキシス 江戸川区東小岩6-1-15 3673-6681 小岩サンロード一番街商店会



江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

文具･書籍･写真 小岩南地区 石川文具店 江戸川区東小岩6-1-15 3657-4886 小岩サンロード一番街商店会

化粧品・薬品 小岩南地区 (有)エビス薬局 江戸川区東小岩5-5-4 3657-1588 小岩区役所通り商店会

家具・寝具・インテリア・畳 小岩南地区 (有)深堀商店 江戸川区東小岩5-5-5 3657-0957 小岩区役所通り商店会

美容 小岩南地区 ビューティミクニ　ミクニ商事(有)　 江戸川区東小岩5-5-5 3658-3920 小岩区役所通り商店会

たばこ・新聞 小岩南地区 真鍋商店 江戸川区東小岩5-19-10 3657-4694 小岩区役所通り商店会

その他 小岩南地区 富士旅館 江戸川区東小岩6-8-7 3657-1062 小岩区役所通り商店会

医療関係 小岩南地区 さとう歯科クリニック 江戸川区東小岩6-8-13 5668-4837 小岩区役所通り商店会

家具・寝具・インテリア・畳 小岩南地区 松丸製畳所 江戸川区東小岩6-8-16 3657-4532 小岩区役所通り商店会

美容 小岩南地区 ムニポンズ 江戸川区東小岩6-8-17 3650-5450 小岩区役所通り商店会

その他（クリーニング・浴場） 小岩南地区 (有)東洋デーシー 江戸川区東小岩6-8-18 3657-4777 小岩区役所通り商店会

飲食店 小岩南地区 うなぎ柳 江戸川区東小岩6-6-15 3658-2772 小岩区役所通り商店会

飲食店 小岩南地区 和風バルぽんず 江戸川区東小岩6-8-18 3657-1745 小岩区役所通り商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 (有)山田屋商店 江戸川区東小岩5-20-5 3657-1331 小岩サンロード昌栄会

化粧品・薬品 小岩南地区 大林薬局 江戸川区東小岩5-20-6 3657-1946 小岩サンロード昌栄会

理容 小岩南地区 ヘアメイクダンディ 江戸川区東小岩5-20-9 3657-2023 小岩サンロード昌栄会

その他（クリーニング・浴場） 小岩南地区 （合）康安クリーニンクﾞ商会 江戸川区東小岩5-20-13 3657-4893 小岩サンロード昌栄会

理容 小岩南地区 ヘアーサロン　キタジマ 江戸川区東小岩6-34-11 3657-6044 小岩サンロード昌栄会

飲食店 小岩南地区
サンライズカフェ
(中光産業㈱）

江戸川区東小岩6-18-17 3659-3585 小岩サンロード昌栄会

医療関係 小岩南地区 サンロード鍼灸整骨院 江戸川区東小岩6-18-14 3658-8895 小岩サンロード昌栄会

その他 小岩南地区 みよし 江戸川区東小岩5-20-6 3673-3678 小岩サンロード昌栄会



江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

その他 小岩南地区 亜字あん小岩店 江戸川区東小岩5-20-7 5889-8388 小岩サンロード昌栄会

コンビニ 小岩南地区 ファミリーマート東小岩6丁目店 江戸川区東小岩6-26-2 5622-2020 小岩サンロード昌栄会

医療関係 小岩南地区 こいわ鍼灸院HARICORE 江戸川区東小岩6-18-10-1F 070-8973-8007 小岩サンロード昌栄会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 皆川酒店 江戸川区南小岩7-28-7 3650-5265 小岩中央通五番街

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 つたや呉服 江戸川区南小岩8-11-2 3657-3990 小岩中央通五番街

生鮮三品（青果） 小岩南地区 大忠青果 江戸川区南小岩7-27-13 3657-4695 小岩中央通五番街

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 伊勢元酒店 江戸川区南小岩1-6-18 3658-4668 小岩五中通り商店会

日用品・雑貨 小岩南地区 中村陶器 江戸川区東松本1-7-10 3658-5030 小岩五中通り商店会

生鮮三品（青果） 小岩南地区 (有)白鳥青果 江戸川区南小岩1-6-19 3672-5011 小岩五中通り商店会

飲食店 小岩南地区 健ちゃん 江戸川区南小岩1-7-14 3658-4959 小岩五中通り商店会

家具・寝具・インテリア・畳 小岩南地区 丸安寝具店 江戸川区南小岩4-3-18 3650-1228 小岩五中通り商店会

生鮮三品（青果） 小岩南地区 稲村青果店 江戸川区東松本1-8-11 3657-8068 小岩五中通り商店会

パン 小岩南地区 ホームベーカリーモリタ 江戸川区東松本1-8-11 3659-4415 小岩五中通り商店会

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 (有)新和 江戸川区東松本1-10-3 3672-3282 小岩五中通り商店会

その他（クリーニング・浴場） 小岩南地区 三幸クリーニング 江戸川区東松本1-10-6 3659-3626 小岩五中通り商店会

その他食料品（酒・調味料・乾物・米穀） 小岩南地区 伊勢藤酒店 江戸川区東松本1-5-20 3657-8954 小岩五中通り商店会

その他 小岩南地区 (有)小田バス 江戸川区南小岩4-2-7 3672-7277 小岩五中通り商店会

美容 小岩南地区 美容室シエスタ 江戸川区東松本1-9-17 6658-5463 小岩五中通り商店会

自転車・自動車関係 小岩南地区 DADACYCLE 江戸川区南小岩1-7-14 6657-9765 小岩五中通り商店会

飲食店 小岩南地区 ふるさとの味　桃代 江戸川区東松本1-8-12 3658-4620 小岩五中通り商店会



江戸川区内共通商品券　地区別取扱店舗一覧　2022/9/2現在

業　　種 地区 店舗名 住所 電話番号 商店会名

その他 小岩南地区 ㈱東昌 江戸川区東松本1-8-13 6458-0147 小岩五中通り商店会

飲食店 小岩南地区 バーブラック 江戸川区南小岩7-25-4 3672-0582 小岩地蔵中央通り会

飲食店 小岩南地区 焼肉東海苑 江戸川区南小岩7-26-13 5693-1129 小岩地蔵中央通り会

化粧品・薬品 小岩南地区 どらっぐぱぱす南小岩店 江戸川区南小岩3-24-13 3650-4193 その他の会員

衣服・呉服・洋品等 小岩南地区 洋品のアヅマヤ 江戸川区南小岩5-21-8 3673-8431 その他の会員

飲食店 小岩南地区 小岩やぶそば 江戸川区東小岩4-4-6 3657-0386 その他の会員

スーパー・百貨店 小岩南地区 オールウェイズたつみ 江戸川区東小岩4-4-10 3657-4953 その他の会員


