
mushop永久認定店一覧　（吉祥寺地区）

No. 商連サイト登録名 商店会名 業種詳細 店舗所在地 店舗電話

1 アトリエ・ニキティキ　吉祥寺店 吉祥寺大正通り商店会 ヨーロッパ玩具・雑貨店 武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 0422-21-3137

2 アンテナショップ　麦わら帽子 中道通り商店会 物産店 武蔵野市吉祥寺本町2-33-1 0422-29-0331

3 いせ桜 吉祥寺祥和会通り商店会 和菓子店（餅・赤飯など） 武蔵野市吉祥寺本町1-1-4 0422-22-4147

4 インテリアプラザ　春木屋 吉祥寺サンロード商店街振興組合 カーテン・カーペット販売店 武蔵野市吉祥寺本町1-13-1 0422-21-4513

5 大阪屋酒店 八幡通り協栄会 酒店 武蔵野市吉祥寺北町1-3-8 0422-22-3392

6 御菓子司　紅梅堂
八幡通り協栄会

五日市通り親交会
和菓子店（大福・どら焼きなど） 武蔵野市吉祥寺北町2-2-12 0422-22-6026

7 御菓子処　俵屋 御殿山幸栄会 和菓子店 武蔵野市御殿山1-7-7 0422-49-5671

8 お酒とお食事の店　カヤシマ 吉祥寺公園通り商店会 喫茶店 武蔵野市吉祥寺本町1-10-9 0422-21-6461

9 お仏壇の日本堂　吉祥寺店 稲荷町会商店会 仏具店 武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 0120-21-4711

10 オミノ洋傘店
吉祥寺元町通り商店街振興組合

吉祥寺公園通り商店会
洋傘専門店 武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 0422-22-0922

11 金子印店 吉祥寺サンロード商店街振興組合 印鑑・印章店 武蔵野市吉祥寺本町1-13-4 0422-21-1185

12 喜久寿司 吉南商店会 すし店 武蔵野市吉祥寺南町2-5-8 0422-43-0131

13 吉祥寺　井上寝具 稲荷町会商店会 寝具販売・布団クリーニング 武蔵野市吉祥寺南町5-1-9 0422-76-8025

14 吉祥寺虎屋　ダイヤ街アルファ店
ダイヤ街商店協同組合

吉祥寺元町通り商店街振興組合
和菓子店 武蔵野市吉祥寺本町1-2-7 0422-22-2083

15 吉祥寺虎屋　吉祥庵サンロード店 吉祥寺サンロード商店街振興組合 喫茶店（和スイーツ） 武蔵野市吉祥寺本町1-14-1 0422-20-3011

16 GRANNY（グラニー） 吉祥寺パークロード商店会 洋菓子店 武蔵野市吉祥寺南町1-1-6 0422-79-0881

17 高知県アンテナショップ　高知屋 中道通り商店会 物産店 武蔵野市吉祥寺本町2-25-7 0422-23-7450

18 Cycle Work Staition　吉祥寺 四軒寺町会 自転車店 武蔵野市吉祥寺本町1-11-19 0422-28-7787

http://nikitiki.co.jp/
http://mugiwaraboushi.main.jp/
http://red.zero.jp/i-sakura/index.html
http://www.curtain-carpet.co.jp/
https://o-sakaya.shopinfo.jp/
http://www.koubaidou.com/
https://twitter.com/wagashitawaraya
http://kayashima.org/
http://www.nihondou.co.jp/ng/ng.cgi?mcz=detail&ad=9&Fset=Shop
https://www.kasa-omino.com/
https://www.instagram.com/kikuzushi.k/
https://futon-inoue.net/index_not.html
https://www.instagram.com/granny_kichijoji/?hl=ja
http://www.fusing.jp/antennashop/
http://www.c-w-s.co.jp/


No. 商連サイト登録名 商店会名 業種詳細 店舗所在地 店舗電話

19 ふじや呉服店 吉祥寺公園通り商店会 衣料品店（呉服） 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 0422-22-5291

20 Sreamy（スリーミ―） 吉祥寺女子大通り光会 洋菓子店 武蔵野市吉祥寺東町2-31-12 0422-27-5715

21 セオサイクル　吉祥寺店 八幡通り協栄会 自転車店 武蔵野市吉祥寺東町2-1-2 0422-23-8780

22 DAIKOKUYA　ダイヤ街本店 ダイヤ街商店協同組合 化粧品販売店 武蔵野市吉祥寺本町1-2-5 0422-22-2741

23 たかの総合整骨院 中道通り商店会 整骨院 武蔵野市吉祥寺本町3-8-11 0422-28-4334

24 小さなお菓子屋さんhamaya 五日市通り親交会 ジャム・洋菓子店 武蔵野市吉祥寺本町4-25-9 0422-23-6110

25 塚田水産食品

ダイヤ街商店協同組合

朝日通り商店会

吉祥寺祥和会飲食部

おでん種店 武蔵野市吉祥寺本町1-1-8 0422-22-4829

26 Dos gatos（ドスガトス） 中道通り商店会 スペイン料理店 武蔵野市吉祥寺本町2-34-10 0422-22-9830

27 とんかつ　美とん
吉祥寺サンロード商店街振興組合

吉祥寺元町通り商店街振興組合
とんかつ店 武蔵野市吉祥寺本町1-9-10 0422-22-8586

28 Pearls White（パールズホワイト） 中道通り商店会 ジュエリー/アクセサリー 武蔵野市吉祥寺本町2-19-5 0422-27-5529

29 花見せんべい吾妻屋 吉祥寺パークロード商店会 和菓子店（煎餅） 武蔵野市吉祥寺南町1-1-5 0422-43-5281

30 BOOKS　ルーエ 吉祥寺サンロード商店街振興組合 書店 武蔵野市吉祥寺本町1-14-3 0422-22-5677

31 フラワーショップはやし 吉祥寺祥和会通り商店会 生花店 武蔵野市吉祥寺本町1-1-8 0422-21-1490

32 Hair Shop H 五日市通り親交会 理容室 武蔵野市吉祥寺本町4-9-15 0422-23-3311

33 ベッカライカフェ・リンデ　吉祥寺本店 吉祥寺サンロード商店街振興組合 パン店 武蔵野市吉祥寺本町1-11-27 0422-23-1412

34 ペットサロン　トランプ 吉南商店会 ペット関連（サロン） 武蔵野市吉祥寺南町2-7-3 0422-43-5968

35 Bellement（ベルマ） 吉祥寺サンロード商店街振興組合 ジュエリー/アクセサリー 武蔵野市吉祥寺本町1-12-5 0422-20-4077

36 ホープ軒本舗　吉祥寺店 吉祥寺サンロード商店街振興組合 ラーメン店 武蔵野市吉祥寺本町1-14-12 0422-20-0530

37 丸石楽器店 吉祥寺サンロード商店街振興組合 楽器店・音楽教室 武蔵野市吉祥寺本町1-12-5 0422-22-1261

38 Maker's Watch Knot（メーカーズウォッチノット） 中道通り商店会 時計店 武蔵野市吉祥寺本町2-33-8 0422-27-6360

http://sreamy.bitter.jp/
http://kichijouji.seocycle.biz/
https://takanosogo-sekkotu.com/
https://www.facebook.com/hamayanookashi/
http://www.tsukada-satsuma.com/
https://dosgatos.gorp.jp/
http://j-white.jp/
http://www.books-ruhe.co.jp/
https://www.instagram.com/flower_shop_hayashi/
https://blog.goo.ne.jp/hairshop-h
http://www.lindtraud.com/
http://bellement.jp/
https://hopeken-honpo.jp/
http://www.maruishi-music.com/
https://knot-designs.com/
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39 モードオフ　吉祥寺店 四軒寺町会 衣料品店（古着） 武蔵野市吉祥寺東町1-4-26 0422-23-6626

40 モルガン宝飾店
吉祥寺祥和会通り商店会

吉祥寺平和通り商店会協同組合
ジュエリー/アクセサリー 武蔵野市吉祥寺本町1-1-4 0422-22-8769

41 八百銀商店 中道通り商店会 青果店 武蔵野市吉祥寺本町2-11-11 0422-22-6098

42 やぶ浅 吉南商店会 そば屋 武蔵野市吉祥寺南町2-10-15 0422-43-5508

43 洋食屋さん＆café　らすぷーる 吉祥寺元町通り商店街振興組合 洋食店 武蔵野市吉祥寺本町1-8-16 0422-22-0877

44 LUSH　吉祥寺店 中道通り商店会 化粧品販売店 武蔵野市吉祥寺本町2-11-2 0422-20-7731

45 ランジェリーブティック　瑠璃 吉祥寺サンロード商店街振興組合 衣料品店（ランジェリー） 武蔵野市吉祥寺本町1-11-27 0422-21-2240

46 李朝園 ダイヤ街商店協同組合 焼肉店 武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 0422-22-2901

47 リベスト　中道通り店 中道通り商店会 不動産業 武蔵野市吉祥寺本町2-10-1 0422-20-6411

48 リベスト　ギャラリー創 四軒寺町会 貸しギャラリー 武蔵野市吉祥寺東町1-1-19 0422-22-6615

49 lieu de PARTIL HAIR（リューデパルティルヘア） 中道通り商店会 美容室 武蔵野市吉祥寺本町4-14-2 0422-22-7650

https://www.hardoff.co.jp/modeoff/
http://morugan.shop-pro.jp/
https://twitter.com/kichi_yaogin
https://yabuasa-kichijoji.jimdo.com/
https://jn.lush.com/shop/kichijoji
http://www.luri.co.jp/
https://twitter.com/leetyouenn
https://www.libest.co.jp/store/nakamichi/
http://www.libestgallery.jp/
http://www.partil.net/

