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　商品券は市内の利用可能な店舗で2020年2月29日まで使用できます。商品券が使用できる店舗には、取扱加盟
店と分かるポスターやステッカーを掲示しています。下表の取扱加盟店は8月27日現在のもので、今後も続々と増
えていきます。最新情報は、町田市プレミアム商品券専用ホームページ（右上QRコード）の「加盟店一覧」をご覧下
さい。

問町田市プレミアム商品券コールセンター☎03・6734・6583（受付時間＝午前8時30分～午後5時15分）、町田市産業政策課☎724・3296

　要件に該当する方を対象に、25％のプレミアムが付く「町田市プレミアム商品券」を販売しています。

　2019年9月30日現在で町田市に住民登録があり、2019年8月～9月に生まれた子どものいる世帯主に、町田市プレミアム
商品券購入引換券を、11月初旬から順次発送します。購入方法は、町田市ホームページでご確認いただくか、町田市プレミア
ム商品券コールセンターにお問い合わせ下さい。

購入対象者・申請方法①2019年度の住民税が非課税の方（課税者と生計同一
の配偶者・扶養親族等を除く）＝市から発送された申請書を提出
②2016年4月2日～2019年9月30日に生まれた子どものいる世帯主＝申請
不要（要件を満たす子ども1人につき1枚、「購入引換券」を発送しています）
内容1冊5000円分（500円券×10枚つづり）を4000円で販売
※上限は、①5セット②5セット×対象となる子どもの人数です。

　商品券を購入する際は、引換販売所に購入代金（現金）と購入引換券、本
人確認書類をお持ち下さい。
商品券の販売期間2020年1月31日㈮までの月～金曜日（祝休日を除く）
商品券の引換販売所市庁舎2階会議室2－1（＝10月4日まで）、市庁舎9
階産業政策課（＝10月7日から）、郵便局（市内全34局）

AOKI町田成瀬店 クリエイトエス・ディー 町田金森店 すずらん調剤薬局 町田店 東急ストア つくし野店 ヘアルームガブ
一協塗建（株） クリエート東都 金森店 （有）セキヤスポーツ 東急ストア 南町田仮設店 間島タタミ店
ウエルシア つくし野駅前店 グリュン・シューズガーデン セブンイレブン 東名町田インター店 東京靴流通センター 町田成瀬店 町田市農業協同組合 アグリハウスみなみ
ウェルパーク 町田金森店 （株）幸栄舎 つくし野店 セブンイレブン 町田成瀬駅前南口店 東京・湯河原温泉 万葉の湯 町田市農業協同組合 南支店経済課
オーケー 町田小川店 （株）幸栄舎 成瀬南口店 セブンイレブン 南町田駅北口店 二階堂畳店 ミニストップ 町田小川店
神奈中タクシー 町田第二営業所 ココス 南町田店 セブンイレブン 南町田店 ニコニコキッチン 相模原町田店 ミニストップ 町田小川2丁目店
カレーハウスココ壱番屋 町田金森店 小林畳店 （株）大運 西松屋チェーン 南町田店 宮崎青果店
キャラメリーゼ 米家きゅうさん 町田総本店 大成舎クリーニング ニトリ 南町田店 洋服の青山 町田金森店
銀のさら 町田金森店 栄鮨 つくし野マロン （株）ビッグヨーサン 成瀬本店 YOGA RATRI
くすりのセイジョー 成瀬南口店 サンドラッグ 町田小川店 つくし坊 平本商事（株） 和食処けんけん
グランベリーパーク（11月11日から使用可）三和 小川店 電化の総合サービス E.C.S ファミリーサイクルさとう
クリエイトエス・ディー 町田小川店 スギ薬局 南町田店 天使のおそうじ flavor for hair

味の民芸　町田成瀬店 クリエイトエス・ディー 南成瀬店 スギ薬局 町田高ヶ坂店 でんきのイチカワ メガネストアー 成瀬店
ina21 町田成瀬台店 グルメシティ 成瀬台店 セブンイレブン 成瀬店 トウケンホーム メガネの太田 成瀬店
ウェルパーク 町田成瀬店 （株）幸栄舎 成瀬駅前店 セブンイレブン 町田高ケ坂2丁目店 徳永薬局成瀬在宅センター 矢島畳店
お好み焼ききち吉 （株）幸栄舎 成瀬本店 セブンイレブン 町田ポプラヶ丘店 ドラッグストアスマイル 成瀬台店 読売センター 町田成瀬店
オハマ薬局 生活協同組合 コープみらい ミニコープ成瀬店 そうてつローゼン 成瀬店 ハックドラッグ 成瀬ローゼン店 和食レストランとんでん 南成瀬店
菓匠 華月 ココカラファイン 成瀬店 ダイソーそうてつローゼン 成瀬店 ビッグ・エー 成瀬北口店
カレーハウスココ壱番屋 町田成瀬店 さかや栗原 TS-ZEAL 成瀬店 町田高ヶ坂薬局
きみどりカフェ 三徳 成瀬店 手造りハム・ソーセージ 独逸屋 眼鏡市場 成瀬店

あい鍼灸整骨院 カラオケ館 町田2号店 セブンイレブン 原町田4丁目店 久美堂 小田急店 マツモトキヨシ 町田店
iPhone修理のアイアップ 町田店 河合薬局 セブンイレブン 原町田6丁目店 久美堂 本店 マツモトキヨシmatsukiyoLAB 町田東口店
アダチ米や 河原商店 ソフマップ 町田店 久美堂 4丁目店 マツヤマレディス館
atelier Blue Magic （有） 河原本店 ダイエー 町田店 ビックカメラ 町田店 ミーナ町田
アニメイト町田 KICHIRI misceo たけだ整体院 ビックカメラ　町田店 別館 眼鏡市場 町田本店
あらいこどもアレルギークリニック グリルママ タピオカティー専門店猫猫茶 （株）平野屋金物店 メガネスーパー 原町田店
igu&peace PATRON THE SPICE 中華料理 金満園 福田屋人形店 町田店 （有） 矢部商店
石橋楽器店 町田店 （株）サンドラッグ 町田駅前店 天神屋 仲見世店 フット一息 ヤマダ電機テックランドレミィ 町田店
イングリッシュパブ・トラファルガー （株）サンドラッグ 町田店 天神屋 町田店 プライスコンタクト 町田店 ヨドバシカメラマルチメディア町田
大戸屋ごはん処 町田東口店 ジーンズショップ マルカワ本店 東急ストア 町田店 FURISODE COCO 町田店 らかんスタジオ 町田店
沖縄宝島ぽっぽ 町田店 スギ薬局 原町田店 東急ハンズ 町田店 ベストウェスタン レンブラントホテル東京町田 リフラック 町田店

（株）小田急百貨店 町田店 スギ薬局 ミーナ町田店 東京靴流通センター 町田店 HOUEIDO リフレッシュガーデン
オレンジ薬局 原町田店 （株）鈴木楽器店 （株）ドン・キホーテ 町田駅前店 マサダヤ 理容ひかる
カットハウス ブリッヂ スタァエステ美容院 Bar LA SALA Quadrifoglio 町田JORNA ルミネ 町田店

（有）かとう スノーレオパード Perfect Suit Factry プラザ町田店 町田東急ツインズ レミィ 町田
カラオケ館 小田急町田駅前店 スポーツショップ GALLERY・2 町田店 花の舞 小田急町田南口店 町田マルイ ロックなカレー屋 YASSカレー
カラオケ館 町田店 セブンイレブン 原町田店 b'seast 町田モディ

●2019年8月～9月に生まれた子どものいる世帯主に同商品券購入引換券をお送りします

商品券の購入には「購入引換券」が必要です購入・申請方法等の詳細は町田市ホームページをご覧下さい

町田市プレミアム商品券を利用して市内でお買い物を!

2020年
2月29日まで

商品券が使えるお店はこちら!

住民税が非課税の方と子育て世帯が対象

町田市プレミアム商品券
専用ホームページ

加盟店に掲示される
（左）ポスター、（上）ステッカー

町田市プレミアム商品券取扱加盟店

❶ 南地区 （小川、金森、金森東、つくし野、鶴間、成瀬が丘、南つくし野、南町田）

❷ 高ヶ坂・成瀬地区 （高ヶ坂、成瀬、成瀬台、西成瀬、南成瀬）

❸ 町田第一地区 （原町田）


