
■小平駅北商議会
http://www・kodaira-kitacom＝Ⅱ

割烹料理・寿司・天遜羅

割烹清乃
042‐341－5622

住まいのコンサルタント

㈱横山不動産
042‐341‐1655

ガラス修理・アミ戸張替

建具ｻｯｼ㈱シミズ
042‐343‐4648

やきとり，大小宴会50名迄OK

烏 勝
042‐343‐7775

おかえりなさいの心を大切に

スナックH賢亭'’
042‐345－7476

おいしい牛乳を宅配

グ､リコ牛乳小平販売店
O42－341－1878

太陽光発電お任せ下さい

㈱イーエスビー
042‐342‐3077

各種保険取扱往診あり

』fbまざき整骨院
042－347－4201

しゃぶしゃぶ‘うどん･会席料理

ホ登や本店
042－343－0480

音響･映像‘CD/DVDダビング

ブリース,インテックス
042‐347‐0923

住まいの新築,リフォームなら

渡i回工務店
O42－343－7188

メガネ販売・時計修理

めがねのアラキ
042‐343－2788

スナツク

ロッヂ
042‐344－7876

自動車整備・検査・車検

美玉交通情）
042－341－3231

心のかよう美容院

ピｭー ﾃｨｻﾛﾝHANA
O42‐343‐5450

医療法人社団育友会

小平駅前クリニック
O42－342－6878

そば・う井

丸1恵
042‐472－2769

広告代理業

（有)|また企画
042‐345‐9311

パーラーアット

（有)アツト
O42－344－9953

経営コンサルタント

㈲ﾏﾈジﾒﾝﾄスタッフ
042‐349－7775

健康は木造住宅で

㈲杉田材木店
042－341‐3733

直火式自家焔煎珊誹

永田珊誹倶楽部
042－344－7663

魚料理・地酒・手打そば

U未処しみず
042－341‐7747

カット8パーマ

ヘアーサロンマツバ
042－341‐5465

ステンレス加工一式

富間ステンレス
042－343‐5333

社会福祉法人多厚済生医療団

多摩>斉生病院
042－341‐1611

読売新聞･報知新聞‘日本経済新聞

読売センター小平駅前
042－341－2910

学校法人錦城学園

錦城高等学校
042‐341‐0741

家電販売・住宅リフォーム

まつきでんき
042－316－7145

■グリーンブラザ商店会
お茶・のり

松風新井園
042－345‐2377

手づくりバン

サンメリー
042－344‐8834

シマダカメラ

O42－344－8478

メガネ

凡凡堂
O42－345－2366

処方美受付・保険調剤

小半薬局

042－341－6204

東京スター銀行
042－343‐0131

美容室Seibu

O42－343－2288

ご葬儀・仏壇・墓石

㈱ﾒﾓﾘｱﾙｱーﾄの大野屋
042‐347－3330

お花の日本全国配達承ります

のざき花店
O42－341－O514

あなたの街のでんきやさん

（有)マツミ電器
042‐341‐0404

医療法人社団樫会

小平北ロクリニック
O42－347－O211

金子板金工業
042‐341‐4715

住まいのﾘﾌｫー ﾑ‘クリーニング

㈱工イチツーサービス
042‐349－3582

中華の台所

香>巷屋小平店
O42－342－8311

五十嵐農業
042‐341‐9506

ダーツ＆カラオケバー

BarCharon
O42‐313－2807

不動産賃貸

兼-上
042－344‐67SE

直火式自家陪煎珊俳

永田珊排
O42－345－9733

ニチイ学館小平教室
042‐524－0704

酒ルネウエストロード商店会
スナック

Eヨ

gp

O42－344－4428

美容室コムアンレーヴ
O42－347－O480

村野ビル
042－341‐1310

㈲肉のふじや
042－341‐1890

スクールIE
O42‐348‐8666

うさぎ薬局
O42－347－O688

白矢眼科
042－341‐0219

アルコ住宅販売
042‐308－6060

小平駅南口鵬科ｸﾘﾆｯｸ
042－349‐2812

㈱松屋フーズ
O42－349－O290

セブ､ンイレフ，ン
O42－347－O389

小平整骨院
042‐341‐2931

フ､ティック

PlNO
O42‐342－6539

みその診療所
042‐342－7270

ｲﾝドｶﾚー ピー ｽ，ルス
O42－344－5477

LoungeBar

Fu‐an

O42‐344－9606

福･福屋
042‐344－7388

東亜不動産萩山㈱小平店
042‐344－0212

理容

ZENオマタ
042－343‐3853

清川そば店
042－341‐0511

居酒屋

よっちゃん酒場
042－343‐5922

スーパー

㈲あまし､け
042－348-7701

㈱ジャクパ
042－345－6111

はなの舞
042－348‐3160

不動産と保険代理店

㈱GKプランニング
O42－349－1222

星野事務所
042－341‐0134

和田輪業
042－342‐1606

届ルネセブン街商店会
中国家庭料理 直火式自家焔煎 きものの

一品菜 珊排の香 さ蔵
042．．347．．5885 042．342．5777 042－3470078

居酒屋

カラオケ道場
042‐345－7415

中丸鮮魚店
042‐341‐0153

㈲利予ﾌｰス

だんどの美好
042‐342－5720

村野調剤薬局
342‐344－5767

サロン・ド

ブランシェネージュ
042‐344－2033

ﾓｽー ガー 小平駅前店
042‐349－2333

不動産

（有)ミヤライズ
042‐341‐0447

もみじ整体院
042‐207‐1446

美容室

GREATFRUlTSHAlR

042．3445530

墓所・墓石・法要

㈲みたま家石材店
042－341‐0126

季節料理・寿司・うなぎ

和彩さ力､り
042‐341‐OO34

只今カード会員募集中

ｸﾘーﾆﾝﾊｳｽｻﾆーﾗﾝドﾘー㈲
042－342‐3701

音響抜群‘最新のカラオケ設備

スナックむつこ
042‐342－2673

土地測量・登記手続き

村岡測量沓記事務所
042‐344－9889

やきとり・もつ鍋

－1葵
042‐346‐0141

労務管理,社会保険各種手続き

竹湘会保1筋務士事淵所
042‐349‐0166

各種保険取扱い骨盤矯正

こだいら北口整骨院
042‐312‐1003

障害者就労生活支援

社会福祉法人未来
042－316－9077

■小平謙東栄通り簡店会
酒楽和華

〉青乃
O42－343－O773

ｿｺﾝ市民学習ｻﾛﾝ小轍室
042‐347－5650

力スミ中国語教室
042‐343－5667

太極ソフト整体
042－348‐1699

高村歯科医院
042－341‐6103

耳鼻咽喉科澄川医院
042－341‐0663

ｱﾑ

ガー ﾉﾚス･バー天夢
042－207‐8801

南画

さくら珠算塾
042‐345‐5252

阿見クリーニング
O42－346－1215

清水理容幸
042－341－2364

ブテイツクシモンズ
042－341‐4967

スナック春夏。冬
O42－346－4789

居酒屋

KuR○

O42－403－2102

ごはん処ぶら－り
042‐403‐8137

喫茶クローバー
O42－343－3849

焼肉樹苑
042－341‐ククRp

丸幸ドライブショップ
O42－341－O721

ヘヤーエステ

ノレーナ
042‐312‐1858

大衆料理だいます
O42－345－2781

L”1富霞賓‐霊園

盟小平駅前ショッピングセンター-I
京樽

042‐345－8165

野菜・果物

栗原青果
042‐341‐2925

ファミリードラッグ

こだし､ら
042‐341‐0179

ウィルコム・プラザ
070‐5457－0116

ATMコーナー

みずほ銀行

FIorist 旬彩讃岐うどん

NOZAKl 燈 や

カジュアルショップ

ERIYA
O42－342－3346

靴のスピード修理・合鍵

シュードックスズヤ
042‐341‐1138

焼き烏・大判焼・たこ焼

スイート
080－3505‐8336

自瀧品0店'ｵー ﾆｯｸ食品‘宅耽り

小平マナ
042‐341‐2908

ATMコーナー

りそな銀行

CD8DVD

あたたか整骨院
O42－346－5022

土地と保険の事なら

㈱三多摩不動産
042－341－4041

美容室

ラトリエ°コモ
O42－344－5400

珊俳ぽえむ
042‐345‐2168

韓国家庭料理りんか

焼 肉 林 家
O42－346－7775

サウンドエッセンス
042．．347．．0878 042207．9600 042．．346．．1121

趣味の陶器

ならしま
042－341‐0504

宝石専門店

宝石のウララ
O42－344－5129

山崎歯科医院
042‐344－6454

西武美容室研修ｾﾝﾀー
O42－345－8640

妻屋はうす
042－343－5381

☆今回のイベントに協賛していても法律で景品販売が禁止されている店舗がありますのでご了承下さい。

☆クジに限りがありますので各店終了日が異なる事がありますのでご了承下さい。


