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特集

2019．10．1

町田市プレミアム商品券

❹ 町田第二地区（旭町、
中町、
本町田、
森野）
アーキュポイント鍼灸治療院

キングファミリー 町田店

鈴木屋

西松屋チェーン ままともプラザ町田旭町店 町田市農業協同組合 アグリハウスまちだ

味の民芸 本町田店

クリーニングアサヒ

セイムス 本町田薬局

ノジマ ままともプラザ町田店

足道楽 町田本店

クッキングスペース アミューズ

アドバンスパソコンスクール 町田駅前教室 クリエート東都(本店)
あらいや 木曽本店

京王自動車多摩南（株）町田営業所

稲垣薬局 町田店

越水商店

idea

ウエルシア 町田木曽店

ウエルシア 町田本町田店
ウェルパーク 町田旭町店
梅の花 町田店

エーコープ関東 藤の台店
オーケー 町田森野店

オートバックス 町田店

（株）岡直三郎商店
かねこ薬局

CAFE TAKE ROOT
川田屋
（株）

（株）
カンガルーズ

COCOhana 町田店

コトブキ調剤薬局 町田店

コトブキ調剤薬局 町田北店
米の原敬（株）落合章二商店
サカモトベーカリー
酒喰楽さくら

三和 栄通り中町店
三和 中町店

シュープラザ ままともプラザ町田店
醤油料理 天忠

食品の店おおた 町田木曽店
スギ薬局 町田旭町店
スギ薬局 町田森野店

ステージナイン ままともプラザ町田店
合同会社西友町田店

セブンイレブン 本町田店

日本調剤 新町田薬局

町田フットケア専門 acufoot

パシオス 町田森野店

ミニストップ 町田旭町店

はり・マッサージ 玄芭治療院

セブンイレブン 町田駅北店

セブンイレブン 町田市民ホール前店
ダイソー 本町田店

（株）タウンツアーズ

久美堂外商センター
久美堂 本町田店

ファミリーマート 本町田南店

ファミリーマート 町田中町3丁目

タカハシ 森野店

Fit Care Depot 本町田店

宅配寿司味ぎん 町田本店

フードワン 森野店

TSUTAYA 西友町田店

boulangerie chiro

TS-ZEAL本店

福井税務会計事務所

東京ガスライフバル澤井（株）

ドラッグストアいわい 町田中町店
TRUNK
鳥の巣

petit tente ままともプラザ町田店
PRANA

ヘアーサロン ラメール
Hair Design Flora

中西紙店 町田店

（有）BestBuy

（株）ニキ企画

丸治屋せんべい店
みのり庵 和み

メガネドラッグ
森下税務会計
洋食航旅莉屋

洋服の青山 ままともプラザ町田店
リカーズ MORIYA

ローソンストア100 町田中町三丁目
ローソンストア100 町田森野二丁目
ロピア 町田店

（有）ワールド電器
YC町田西部

和食レストランとんでん 町田旭町店
和真メガネ 町田店

町田旭町薬局

❺ 玉川学園・南大谷地区（玉川学園、
東玉川学園、
南大谷）
明日葉

ISONO'S
絵里村

odakyuOX 玉川学園店

業務スーパー 町田南大谷店

グランガトー＆合田和代お菓子教室

クリエイトエス・ディー 南大谷店
建成システム（株）

（株）幸栄舎 玉川学園店
三徳 本町田店

サンドラッグ 町田南大谷店
三和 玉川学園店

三和 町田大谷店

デンキのしたら

薬局トモズ 小田急マルシェ玉川学園前店

大成舎

Patisserie PARTAGE

LOPCHU Tea Garden 玉川学園店

セブンイレブン 玉川学園2丁目店
ダイソー 三和玉川学園

ハセガワ・メガネ

久美堂 玉川学園店

玉川珈琲倶楽部

Re.Ra.Ku 小田急マルシェ玉川学園前店

美容室 from JE

ツルハドラッグ 玉川学園前店

ヘアメークシーン

❻ 木曽地区（木曽町、
木曽西、
木曽東）
アイメガネ 町田木曽店

クリエイトエス・ディー 町田山崎店

ジョン動物病院

ウエルシア薬局 町田境川店

米家きゅうさん 境川店

炭火焼鳥 縁

あやめ薬局

ウエルシア薬局 町田滝の沢店
韓国家庭料理 さらん
銀のさら 町田中央店

クリエイトエス・ディー 町田木曽西店

ココス 町田木曽店

サンドラッグ 町田木曽店
三和 木曽店
三和 境川店
三和 忠生店

TSUTAYA 町田木曽店

すたみな太郎 町田木曽店

とんかつ とん久

（株）ノジマ 忠生店

セイムス 町田木曽店

セブンイレブン 町田木曽西1丁目店
セブンイレブン 町田木曽東1丁目店

セブンイレブン 町田忠生公園入口店

Bikepit＆Café FORTUNA

パッケージプラザ 町田木曽店

眼鏡市場 町田忠生店
メルシー

読売センター 町田木曽
リカーポート蔵家

ビッグ・エー 町田木曽町店

ファッションセンターしまむら 山崎店

❼ 忠生地区（小山田桜台、
上小山田町、
下小山田町、
図師町、
忠生、
常盤町、
根岸、
根岸町、
矢部町、
山崎、山崎町）
居酒屋 うお座

三和 アメリア三和町田根岸店

つばさ薬局 町田店

品香園

町田市農業協同組合 忠生支店経済課

かもめ薬局 常盤店

三和 山崎店

手作り小物と婦人服 幸

petit tente 町田根岸店

ミニストップ 町田根岸店

学校法人 正和学園
（有）小池輪業

コープ ときわ店

三共自動車
（株）
三徳 町田北店

三徳 町田山崎店

三和 小山田店

ツルハドラッグ 町田忠生店

ファミリーマート 町田図師店

（株）志満屋 リカーランドトップ町田店 東京靴流通センター 町田忠生店
（有）志村米穀店

ステーキのどん 町田店

セブンイレブン 町田常盤店
そば季膳 三栄

（有）プラスハート

ドラッグストアマツモトキヨシ アメリア町田根岸店 町田木曽薬局
とりしん 山崎店

町田コンディショニングジム健介

花の家 クッカ広場

町田市農業協同組合 経済センター

Patisserie Faon

町田市農業協同組合 アグリハウス忠生

ミニストップ 町田忠生店
読売センター 町田北部
隆星引越センター

理容 新橋

❽ 鶴川地区（大蔵町、
小野路町、
金井、
金井町、
真光寺、
真光寺町、
鶴川、
能ヶ谷、
野津田町、
広袴、
広袴町、三輪町、三輪緑山、薬師台）
愛誠堂

AOKI 町田鶴川店

飛鳥交通カンツリー
（株）

イエローハット 町田鶴川店

医療法人社団なごみの会なごみ歯科医院
ウェルパーク 町田鶴川店
ailehair

Ｍ2クリーニング

odakyuOX 鶴川店

かなちゅうクリーニング 三和鶴川店
かなちゅうクリーニング 鶴川店
神奈中タクシー 町田第一営業所

Cafe LaLaLa kitchen
亀屋万年堂 鶴川店

グルメシティ 鶴川緑山店
啓文堂書店 鶴川店

（株）幸栄舎 鶴川駅前店
（株）幸栄舎 鶴川店

カレーハウスココ壱番屋 町田鶴川店
コットン生地＆婦人衣料 ハーモニー
コメダ珈琲店 町田鶴川店

サーティワンアイスクリーム 鶴川店

（有）サービスコーナー丸石

クリエイトエス・ディー 町田金井店

せき商店

鶴川団地鍼灸接骨院

セブンイレブン 町田大蔵店

トムズハウスサービス

セブンイレブン 小田急鶴川店

シュープラザ 町田真光寺店
酒舗 まさるや

トモズ 鶴川店

セブンイレブン 町田鶴川団地店

ドラッグストアスマイル 鶴川団地店

煎茶屋

肉のハナマサ 鶴川店

蕎麦処 藤田

西松屋チェーン 町田大蔵店

大衆割烹 竹本

島忠ホームズ 町田三輪店

トムズハウス

セブンイレブン 町田真光寺店

三和 鶴川店

三和 町田三輪店

タントネーネ

生活協同組合コープみらいミニコープ 鶴川店 （有）鶴川サイクル

そうてつローゼン 薬師台店

三和 金井店

だるま堂

（有）須崎米穀店

サンドラッグ 町田野津田店

カレーハウスココ壱番屋 小田急鶴川駅前店 （有）清水米穀商店
クリエイトエス・ディー 町田金井木倉店

（株）スーパーヤマザキ 鶴川店

西松屋チェーン島忠ホームズ 町田三輪店
ニシムラ

ダイソー 町田金井店
タカハシ 金井店

タック指圧マッサージ

フライラッセン

プラスハートカフェ劇場

（株）
ベルク 町田野津田店

ホームセンターセキチュー 鶴川店

町田市農業協同組合 アグリハウス鶴川
町田市農業協同組合 鶴川支店経済課

（株）
マルエツ 鶴川店

（株）
マルエツ 町田鶴川店

ミニストップ 町田和光学園前店
眼鏡市場 町田鶴川店

メガネストアー 鶴川東店

パティスリーフォルミダーブル

ユニクロ 町田鶴川店

はまざき家電

たぬき屋 久保田陶器店

ふとんのすずき

ノジマ NEW鶴川店
パシオス 鶴川店

（有）たちかわ洋品店

ファミリーマート 町田大蔵町店

ファミリーマート 鶴川駅西店

森谷クラシックバレエ

洋服の青山 町田鶴川店

❾ 小山町・小山ヶ丘地区（小山町、
小山ヶ丘）
（有）
東典礼

クリエイトエス・ディー 新町田小山店

スーパースポーツゼビオ 多摩境店

ファッションセンターしまむら 小山町店 ミスターマックス 町田多摩境店

ウエルシア 町田小山店

（株）幸栄舎ミスターマックス 多摩境店 スギ薬局 コピオ多摩境店

ファミリーマート 町田小山ヶ丘3丁目店

眼鏡市場ミスターマックス 町田多摩境SC店

オレンジ薬局 多摩境店

（有）佐藤商店

フードワン 多摩境店

和食屋ふうふや 多摩境店

オートバックス 多摩境店
カインズ 町田多摩境店

カインズ 町田多摩境店 資材館PRO
かわはら歯科口腔外科

コストコホールセール（株）多摩境倉庫 セブンイレブン 町田堺店
ジュエインドアテニス＆ゴルフ
スーパーアルプス 多摩境店
SUPERCOOL and RICO

ダイソーミスターマックス 町田多摩境店
トイザらスベビーザラス 町田多摩境店
西松屋チェーン 町田多摩境店

（株）ビッグヨーサン 町田小山店

ファミリーマート 町田多摩境店
petit tente 町田多摩境店

洋服の青山 多摩境店

マツモトキヨシ 町田多摩境店
ミスタータイヤマン 小山店

❿ 相原地区（相原町）
相原陶芸倶楽部

ina21 町田相原駅前店

ウエルシア 町田相原店

（有）加藤ファーム

くうちん工房

天然温泉ロテン・ガーデン

1 2019年1月2日以降に町田市へ転入された非課税の方
他市区町村の購入引換券を町田市プレミアム商品券購入引換券に交換できます
2019年1月2日以降に町田市へ転入し、以前お住まいだった市区町村発行のプレ
ミアム商品券購入引換券をお持ちの方で、町田市プレミアム商品券の購入を希望す
る場合は、
購入引換券に交換いただけます。
申以前お住まいだった市区町村発行のプレミアム商品券購入引換券と現住所の分
かる本人確認書類
（運転免許証、健康保険証、社員証、学生証、障害者手帳、公共料金
の領収書等〔郵送の場合は写し〕
）の2点を2020年1月17日まで（必着）に、直接また
は郵送で産業政策課
（市庁舎9階、
〒194－8520、
森野2－2－22）へ。

町田市農業協同組合 アグリハウスさかい
明月堂

ローソンスリーエフ 町田相原駅前店

2 対象者要件を満たさなくなった方
購入引換券・商品券をご返還下さい
購入引換券・商品券をお持ちの方で、対象者要件を満たさなくなった場合は、同券
を直接または郵送で産業政策課
（市庁舎9階、〒194－8520、森野2－2－22）
へご
返還下さい。
※商品券使用後に対象者要件を満たさなくなった場合は、プレミアムに当たる部分
を返還していただきます。

プレミアム商品券をかたった“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意を ！
不審に思ったら､最寄りの警察署または警察相談専用電話（♯9110）へご連絡をお願いします。

この特集号は、12万851部作成し、１部あたりの単価は6円となります（職員人件費を含みます）。

