
クリーニング 岡山ドライクリーニング 清水

クリーニング 鍋横クリーニング　天沼店 天沼

クリーニング クリーニングたんぽぽ　四面道店 桃井

コンビニエンスストア セブンイレブン杉並荻窪５丁目店 荻窪

コンビニエンスストア セブンイレブン杉並桃井４丁目店 桃井

コンビニエンスストア セブンイレブン杉並天沼店 本天沼

コンビニエンスストア セブンイレブン杉並天沼通り店 本天沼

ペット（アクアショップ） 村田商店 荻窪

ペット（動物病院） 米川動物病院 荻窪

衣料品 紫香楽たにもと 荻窪

衣料品 石榴 荻窪

衣料品 青山商事㈱　洋服の青山　荻窪駅前店 天沼

衣料品 テーラー中山 天沼

衣料品 長寿庵 天沼

飲食店 かふぇ&ほーる　with　遊 荻窪

飲食店 motenasi 荻窪

飲食店 ぎょうざの満州 荻窪

飲食店 ル・ココ 荻窪

飲食店 ル　クール　ピュー 荻窪

飲食店 ビストロ天下井 荻窪

飲食店 香酒縁 荻窪

飲食店 オリーブ畑の仲間たち 荻窪

飲食店 カフェクラブ石橋亭 天沼

飲食店 Pani 南荻窪

飲食店 ザ・中華 南荻窪

飲食店 やしろ食堂 天沼

心のバリアフリー協力店（荻窪地域）



家電 有限会社　英電社 荻窪

花 みどり生花店 天沼

冠婚葬祭 株式会社　渋谷商会 桃井

冠婚葬祭 サルビアホール荻窪 南荻窪

眼鏡・時計・補聴器・宝石等 リケン補聴器センター 荻窪

眼鏡・時計・補聴器・宝石等 ３mega 荻窪店 桃井

教室（パソコン） キュリオステーション荻窪店 天沼

金融 みずほ銀行　荻窪支店 天沼

金融 りそな銀行荻窪支店 天沼

靴 ロビンフット靴店 天沼

建設業 松栄建設 天沼

施術等 まんまる鍼灸整骨院 荻窪

施術等 ふたば整骨院 荻窪

施術等 野田カイロプラクティックセンター荻窪院 荻窪

施術等 ガチガチ専門　荻窪店 荻窪

施術等 荻窪接骨院・荻窪治療室 荻窪

施術等 ニコニコ鍼灸接骨院荻窪院 荻窪

施術等 荻窪南口整体院 荻窪

施術等 荻窪駅前すまさん整骨院 天沼

施術等 かなめ整体院 天沼

施術等 ほんだ整骨院 天沼

施術等 さくら整骨院・はりきゅう院 天沼

施術等 堤接骨院 桃井

施術等 すぎなみソフトカイロ整体院 桃井

自動車販売 トヨタモビリティ東京株式会社　井荻店 今川

自動車販売 トヨタモビリティ東京株式会社　U-Car井荻店 今川

修理（靴等） レザーサロン　荻窪店 荻窪

住宅（不動産） 三井のリハウス荻窪店 荻窪

住宅（不動産） ハウスコム荻窪店 荻窪



住宅（不動産） 株式会社　ウインドホーム 天沼

住宅（不動産） 株式会社第一リアルティ 天沼

住宅（不動産） アルファ丸嶋不動産㈱ 天沼

食品（パン） 喫茶＆パン工房　すだち 今川

食品（パン） パン工房　クッペル 桃井

食品（パン） パン工房　プクプク 南荻窪

食品（パン） ベーカリーショップ　タマヤ 天沼

食品（加工食品等） 梅の大谷 荻窪

食品（加工食品等） 株式会社　松葉屋 天沼

食品（菓子） 有限会社　田村米菓 荻窪

食品（菓子） 亀井堂 荻窪

食品（菓子） ブリニケショーケースストア 桃井

食品（菓子） (有)榛名屋 天沼

食品（惣菜） 荻窪キムチ　荻窪南口店 荻窪

食品（惣菜） さとうコロッケ店 天沼

食料品（青果） 鈴木青果店 天沼

食料品（茶） 繁田園 荻窪

食料品（米） おかだや 荻窪

食料品（米） 小美野米店 桃井

食料品（米） 須藤米店 南荻窪

食料品（米） （有）森田屋米店 南荻窪

日用品（金物） （有）仲丸金物 荻窪

日用品（雑貨） 四季彩 天沼

日用品（茶の湯道具） 春日園 清水

日用品（文具） 喜久屋文具店 天沼

病院 山形内科消化器科 荻窪

病院 染谷皮膚科クリニック 天沼

病院 医療法人社団三成会　河北前田病院 本天沼

病院 医療法人社団健友会　天沼診療所 天沼



病院（歯科） デンタルオフィス宮村 荻窪

病院（歯科） 名波歯科医院 荻窪

病院（歯科） 佐藤歯科医院　 清水

薬 セドナ薬局 荻窪

薬 クロダ薬局支店 荻窪

薬 四面道薬局２号店 清水

薬 照山堂薬局天沼店 天沼

薬 タマキ薬局 本天沼

薬 なごみ薬局 天沼

郵便局 荻窪二郵便局 荻窪

郵便局 荻窪四郵便局 荻窪

郵便局 杉並今川三郵便局 今川

郵便局 日本郵便株式会社荻窪郵便局 桃井

理美容 美容室みのる 荻窪

理美容 Pal　Hair 荻窪

理美容 貴女の美容室あい 荻窪

理美容 ビテ・ゼーア（有）スタジオY美容室 荻窪

理美容 SHOP＆SALON　MODE 荻窪

理美容 カットインソーレ　荻窪店 荻窪

理美容 ポニーテール 天沼

理美容 Suspender Note 天沼

理美容 ヘアーサロン　オガタ 桃井

理美容 ヘアーサロンホシノ 桃井

理美容 nimo 南荻窪

理美容 美容室　ウェーブ・ヒル 南荻窪

理美容 理容ヤマダ 本天沼

理美容 ダンシャク本天沼店 本天沼

理美容 ウォーターカラー 天沼


	荻窪 

