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三鷹市プレミアム付商品券の概要

三鷹市プレミアム付商品券
コールセンター

令和３年１月31日㈰までの
午前９時〜午後６時

（12月29日㈫〜1月4日㈪を除く）

　商品券を使えるお
店は、4〜7面に掲載 
している店舗に加え、
随時増えていく予定
です。
　最新の情報は特設ホームページ

https://www.mitaka.ne.jp/
premium/（上記二次元コード）で
ご確認ください。
※事業規約をお読みのうえ、ご利

用ください。

●並ばずに買える！
●二次元コードで支払い！
●1円単位で使える！

デジタル商品券 紙商品券 

プレミアム率 50％
対象者 市内在住・在学・在勤・在活動の方 市内在住の方

販売期間 10月1日㈭ 午前9時〜令和3年2月15日㈪
（10月1・2日㈮は市内在住の方のみ） 10月1日午前9時〜10月30日 ㈮ 

使用期間 10月1日〜3年2月28日㈰（使用期間を過ぎると無効になります）
販売単位 1,000円単位 1冊5,000円（500円券×15枚）

購入限度額 1人当たり30,000円まで（紙・デジタルのいずれかを選択。第三者への譲渡・転売は不可）
支払い単位 1円単位 500円単位（お釣りは出ません） 
購入方法 インターネット販売（2〜3面参照） 窓口販売（2面参照）
発行額 10億5千万円 4億5千万円

10月1日 木 発売

発行総
額

15億円

紙商品券を購入できるのは市内在住の方のみです。

▲支払い画面
　イメージ

紙商品券も
発売します

市内500店以上の
お店で使えます！市内500店以上の
お店で使えます！

1人最大
30,000円の

商品券で
45,000円分の

  お買い物！

紙商品券専用

デジタル商品券専用

☎0120-554984

☎0120-659726
【みずほ電子チケットコールセンター】

商品券の買い方・使い方や使えるお店の一覧など、詳しくは中面をご覧ください。
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カード番号は

の販売窓口と販売時間（購入は市内在住の方限定）

の利用登録と決済方法（クレジットカード）の登録

下記の二次元コードまたは特設ホームページ
https://www.mitaka.ne.jp/premium/

から三鷹市プレミアム付商品券のサイトにアク
セスします。

〈注意〉
店頭ポスターなどからアク
セスした場合は、フィッシ
ング詐欺防止のため、URL

（https://ticket.bluelab.co.
jp/app/user/index.html?pid=r2mtkpremium）
にアクセスしていることを確認ください。

利用規約を確認のうえ、「新規登録はこちら」を押し、必要事
項（※）を入力して「登録」します。

登録したメールアドレス宛て
に届くURLを開き、パスワード
を設定します。

　　で設定したパスワードで再度ログインし、「メニュー」→「アカ
ウント」→「決済方法管理」→「クレジットカード」を選び、カードの
番号、名義など必要事項を入力のうえ、「決定」を押します。

　デジタル商品券の導入に当たって
は、㈱みずほ銀行をはじめとする関係
団体と締結した事業実施に関する協定
に基づき、みずほ銀行のシステムとノ
ウハウを活用しています。同行は、自
治体向けに電子型地域振興券の発行支
援に取り組んでおり、三鷹市の商品券
は都内では第一弾です。

安全・安心のデジタル商品券

　紙の三鷹市プレミアム付商品券（1冊5,000円）は、市内の郵便局（下表）、JA東京むさし三鷹緑化セ
ンターのほか、休日販売として10月4日㈰に限り、市役所とみずほ銀行三鷹支店でも販売します。
　商品券の整理券配布および購入時には、市内在住であることを証明する本人確認書類など、住所・
氏名が確認できるものと現金（支払いは現金のみ）をご用意ください。販売は当日分の紙商品券がな
くなり次第、終了します。
※家族などの代理購入は自身を含めて3人分までできます（全員分の本人確認書類が必要）。
※10月1日〜4日に限り、午前７時30分から整理券を配布します。 
※感染防止のため、マスクを着用のうえ、体調が優れない場合は来店をお控えください。
※近隣への迷惑とコロナ禍における3密を防ぐため、整理券配布前からの来店はご遠慮ください。ま

た、駐車スペースがないため、車での来店はご遠慮ください。

　スマートフォンの推奨動作環境は、下記のとおりです。お使いのスマートフォ
ンが使用できるか分からない方は、コールセンター（1・8面参照）へお問い合
わせください。
iOS：iOS11以上、Safari（標準ブラウザ）
Android：Android5.0以上、Google Chrome（標準ブラウザ）

利用登録は9月28日㈪午前9時からできます（購入は10月1日㈭から）

※新規登録の必要事項は、
ニックネーム、メールアド
レス、お住まいの地域の郵
便番号、性別、年齢、職業
の6項目です。 

協定締結式の様子（中央が河村市長）

※みずほ銀行が提供するスマホ決済ア
プリ「J-Coin Pay」を決済方法に設定
することもできます。詳しくは、公式
サイト https://j-coin.jpをご覧く
ださい。

※取得した個人情報について、当該利用
目的以外の使用は一切いたしません。

三鷹下連雀郵便局 下連雀1-11-6
三鷹駅前郵便局 下連雀3-36-1
三鷹下連雀四郵便局 下連雀4-18-14
三鷹牟礼二郵便局 牟礼2-11-18
三鷹台郵便局 井の頭1-29-14
三鷹井の頭郵便局 井の頭5-3-29
三鷹中原四郵便局 中原4-11-7
三鷹北野郵便局 北野３-13-19
三鷹新川一郵便局 新川1-11-15
三鷹新川五郵便局 新川5-3-12

三鷹新川郵便局 新川6-3-10
三鷹上連雀五郵便局 上連雀5-15-16
三鷹上連雀郵便局 上連雀9-42-24
三鷹井口郵便局 井口1-25-9
三鷹深大寺郵便局 深大寺1-14-25
三鷹郵便局（※） 野崎1-1-2
三鷹大沢郵便局 大沢2-2-12
国際基督教大学内郵便局 大沢3-10-2
三鷹大沢四郵便局 大沢4-16-18

郵便局（19カ所／10月1日㈭〜30日㈮） JA東京むさし三鷹緑化センター
（10月1日㈭・2日㈮のみ）販売時間：平日午前9時～午後5時

所在地　：新川6-30-22
販売時間：午前9時～午後4時

市役所（10月４日㈰のみ）

三鷹市公会堂さんさん館２階
販売時間：午前９時～午後5時

みずほ銀行三鷹支店（10月4日㈰のみ）

所在地：下連雀3-35-1
販売時間：午前9時～午後5時※三鷹郵便局（三鷹市役所となり）の販売時間は平日午前9時～午後7時、土曜日午前9時～午後3時。

2冊ください

1

4

2

3

3

紙 商 品 券

デジタル商品券

　デジタル商品券の購入には、クレジットカードもしくは「J-Coin Pay」の登録
が必要です。利用可能なクレジットカードは、VISA、MASTER、JCB、AMEX、
DINERS、銀聯です。
　Androidを使用の方は二次元コードを読み取る際、Googleレンズ（アプリ）
の利用を推奨します。
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の買い方   販売期間：10月1日㈭～令和3年2月15日㈪（10月1・2日㈮は市内在住者のみ）

の使い方

三鷹市プレミアム付商品券のサイトにログインし、
「チャージ」→「オンライン購入」を押します。

取扱店舗（4〜7面参照）で支払いにデジタル商品券を使うことを伝え、三鷹市
プレミアム付商品券のサイトにログインし、「支払う」ボタンを押します。

「読取スタート」ボタンを押して、店舗に備え付けの
二次元コードを読み取ります。

購入金額（1,000円単位、1人当たり30,000円
まで）を入力し、「決定」を押します。

画面が切り替わるま
でページを閉じたり
更新したりしないで
ください。

※チャージは1人当
たりの購入限度額
30, 000円（額 面
45,000円分）に達
するまでの範囲で
何回でも買い足す
ことができます。

※規定発行額に達し
た時点で販売を終
了します。

決済が終わると画面が切り替わり、 
入金した金額が反映されます。

画面に表示される店舗名を確認後、支払い金額を入力してお店の人に見せてから「決定」を押し、
再度、結果画面をお店の人に確認してもらいます。
※「決定」を押すと決済されるので、金額などに誤りがないかよくご確認ください。

デジタル商品券で
支払います

間違い
ありません

もう一回確認を
お願いします

1 2

2

3

1

3

デジタル商品券の
買い方・使い方説明会を開催します

　デジタル商品券の買い方・使い方について、スマートフォンやタブレットに不
慣れな方にも分かりやすく解説する無料の説明会です。気軽にご参加ください。

買い方・使い方説明会＋個別相談会
（デモンストレーション画面による練習と利用登録まで）

個別相談会（その場でデジタル商品券の購入ができます）

9月28日㈪ 9月29日㈫ 9月30日㈬
午前10時30分
〜11時30分

大沢コミュニティ
センター

井の頭コミュニティ
センター

井口コミュニティ
センター

午後2時
〜3時

牟礼コミュニティ
センター

新川中原コミュニティ
センター 三鷹産業プラザ

10月2日㈮ 午前10時30分〜11時30分 三鷹産業プラザ午後2時〜3時

㈱まちづくり三鷹
右表のとおり

各回20人程度　
カメラ付きスマートフォン（推奨動作環境については2面をご覧く

ださい）、クレジットカードまたはJ-Coinアプリ、筆記用具
※事前にスマートフォンで受信可能なメールアドレスをご準備くだ

さい。 
同社☎︎40-9669へ（先着制）

※開催時に規定発行額に達していた場合については、購入できない
ことがあります。

「残高」を押すと、
デジタル商品券を使った
店舗名と金額、現在の残高
を確認できます。

デジタル商品券

デジタル商品券
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店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
都精機　併 新川4-7-11 43-3119 精密部品加工業
イナギ薬品・いなぎスポーツ　併 新川4-9-7 44-0707 薬局・介護用品・雑貨
アザレシーバ　併 新川5-12-13 44-7709 化粧品
セレモア　併 新川5-16-10 41-0300 線香・お香・数珠・仏具

東京ガスライフバル武蔵野 三鷹店　併 新川6-11-7 0570-03-
6340 ガス機器販売

東京むさし農業協同組合 
三鷹緑化センター　併 新川6-30-22 48-7482 野菜・植木・花き

松栄堂書店　併 新川6-33-11 44-5741 書籍・雑誌・コミック
エンドウ薬品　紙 中原3-11-1 44-3261 薬・化粧品・洋服雑貨
石川畳店　併 井口3-11-47 31-0466 畳・畳工芸品
むさしの山荘　併 上連雀1-1-5 56-1789 ハイキング用品店
関口十一畳店　併 上連雀2-2-6 43-7247 畳
AZUMA　併 上連雀2-5-15 49-0001 仏壇仏具など
城西リコピー　紙 上連雀8-4-15 49-8850 事務機器・文房具類
石井商店　紙 上連雀9-1-23 43-0710 化粧品
高橋書店　紙 下連雀1-9-19 47-0845 新刊書籍・雑誌
ふとんの太田　併 下連雀1-11-7 43-4326 寝具小売業
清水勇畳店　併 下連雀2-7-15 43-6886 畳
ASA三鷹南口　併 下連雀3-4-41 44-0914 新聞販売
テニスサポートセンター 三鷹店　併 下連雀3-24-3 70-5233 テニスショップ
メガネライフ　併 下連雀3-26-10 43-3184 メガネ・コンタクト
さかえや　紙 下連雀3-27-13 43-5523 毛糸・手芸用品
評判堂 メガネのアイ　併 下連雀3-28-21 48-1234 時計・メガネ

ザ・ダイソー 
東急ストア三鷹センター店　紙 下連雀3-28-23 24-1041 100円ショップ

アートフレーミング アイガ　併 下連雀3-32-6 43-0833 額縁・額装・絵画
花のサンライズ　併 下連雀3-32-6 49-5487 生花店
山口文林堂　紙 下連雀3-32-17 49-7770 書画用品・表装
ふぢや玩具店　紙 下連雀3-33-6 43-0841 おもちゃ
プーの森　併 下連雀3-33-7 42-5333 書籍
鞄の専門店 ヒロセ　併 下連雀3-34-2 43-6293 かばん小売業
履物・傘処 なかむら　紙 下連雀3-34-22 44-1745 履物・傘
メガネスーパー　併 下連雀3-35-1 79-5620 メガネ販売
カメラのキタムラ　紙 下連雀3-35-1 46-5577 写真関連商品
アエナ　紙 下連雀3-35-1 26-8224 健康食品・美容雑貨
啓文堂書店　併 下連雀3-35-1 79-5840 書籍・雑誌・文具

ドコモショップ 三鷹店　併 下連雀3-36-1 0120-
522-608 携帯電話販売

三鷹田中花園　併 下連雀3-37-40 43-6257 生花店
たんりーぶる　併 下連雀3-42-18 44-2342 ジブリ雑貨
アトレヴィ三鷹（一部店舗を除く）　併 下連雀3-46-4 76-6060 ショッピングセンター
ぎゃらりー由芽　紙 下連雀4-15-2 47-5241 絵画・雑貨
SWITCH　併 下連雀4-15-33 24-6314 家具
クレアタナカ　併 下連雀4-16-1 43-4769 宝飾品・時計・メガネ
るま・ばぐーす　併 下連雀4-17-6 41-4666 フェアトレード品
シューズ ヤマダ　併 下連雀6-6-74 43-7275 靴販売・靴修理
浜田生花店　紙 下連雀6-7-39 44-0516 生花店
NSN三鷹　併 下連雀6-19-12 43-1315 新聞販売
めがね なかざわ　併 下連雀7-6-35 43-9712 メガネ・時計
サカイ・ヘルスケアー三鷹店　併 下連雀9-3-15 42-6811 福祉用具
日の丸防災　紙 野崎2-4-12 31-2781 消火器・防災用品

ドコモショップ 東八三鷹店　併 野崎4-1-10 0120-116
-608 携帯電話販売

ハードオフ 三鷹店　紙 野崎4-7-1 39-3201 リユースショップ
オフハウス 三鷹店　紙 野崎4-7-1 39-3202 リユースショップ

えびさわ農園　併 大沢5-5-10 080-3215
-7698 花苗直売所

東京ガスライフバル武蔵野
武蔵境店（武蔵野市）　併 境南町2-20-18 0570-03

-6340 ガス機器販売

テニスサポートセンター 
仙川店（調布市）　併 仙川町1-20-16 03-5314

-2722 テニスショップ

医療
牟礼南デンタルオフィス　併 牟礼7-6-10 43-6480 歯科
新川クリニック　併 新川5-6-21 43-0123 小児科・内科・皮膚科
高山医院　デ 上連雀4-2-29 43-0700 内科・外科・皮膚科など
あきやま子どもクリニック　併 上連雀4-3-3 70-5777 小児科
下田医院　併 下連雀2-18-1 44-3710 小児科・アレルギー
三鷹駅前内科・糖尿病クリニック　併 下連雀3-36-1 24-8010 内科・糖尿病内科
鈴木デンタルクリニック　併 下連雀4-16-2 70-1839 歯科
あきやま歯科医院　併 下連雀5-8-1 72-0220 歯科
さくらい歯科医院　併 下連雀6-1-3 43-6303 歯科

ゆみ助産院 ひだまり母乳育児相談室
（武蔵野市）　併 御殿山2-20-8 24-8362 母乳育児相談

店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目

佑　併 井口1-11-1 090-1058
-4946 コーチング

サロン・ド・ボヌール　紙 上連雀1-4-1 59-0607 エステ
文伸／ぶんしん出版／ことこと舎　併 上連雀1-12-17 60-2211 印刷・制作・出版
ラ ヴィータ三鷹　併 上連雀2-3-5 70-3075 介護事業
アイティーエス三鷹 卓球クラブ　併 上連雀2-4-3 49-8629 卓球場

健康麻将全国会 三鷹支部　併 上連雀2-4-3 03-3495-
1877 健康マージャン

志田英利子ギター教室　紙 上連雀2-4-6 79-2381 ギター教室
半田康二税理士事務所　併 上連雀4-13-12 71-5639 税理士事務所
ライフステージ フナモト　紙 上連雀8-23-10 43-5489 保険代理店

三鷹オーガニック農園　併 上連雀9-18-12 080-2001
-1665 農業スクール

マキ鍼灸治療院　併 下連雀1-11-1 79-1367 鍼灸指圧・化粧品
スタジオフランク　デ 下連雀1-14-16 79-5887 写真館
下田義嗣税理士事務所　併 下連雀2-23-1 44-7655 税理士事務所
NPOグレースケア　併 下連雀3-17-9 70-2805 ケアサービス（介護）

オーダーメイドDietclub 「ココペリ」　併 下連雀3-18-16 090-6496
-2473 ダイエット

「ココペリ」 耳つぼジュエリー　併 下連雀3-18-16 090-3903
-8725 耳つぼジュエリー

三鷹シティホテル　併 下連雀3-21-5 48-4111 ホテル
みたか都市観光協会　併 下連雀3-24-3 40-5525 観光案内所
東京パソコンスクール　併 下連雀3-28-23 40-2240 パソコンスクール
パルモ三鷹整骨院　併 下連雀3-32-3 40-0708 整骨院
三鷹ゴルフプラザ　併 下連雀3-33-2 26-6585 ゴルフ練習場
OSSO バランシア　併 下連雀3-33-5 26-6263 リラクゼーション

OneSelF　併 下連雀3-33-8 050-3565
-4649 パーソナルジム

オレンジセオリーフィットネス三鷹　デ 下連雀3-34-4 79-7577 フィットネスジム
ミスターミニット　紙 下連雀3-35-1 79-0006 靴修理・合鍵作成
春の湯　デ 下連雀3-37-12 43-5832 公衆浴場
三鷹商工会　併 下連雀3-37-15 49-3111 貸会議室
Body Reset ⑥　併 下連雀3-37-41 49-3333 マッサージ

マネーライフ・ラボ三鷹　併 下連雀3-38-4 050-3570
-1357 家計のお悩み相談

三鷹南口整骨鍼灸院　併 下連雀3-38-4 26-9760 鍼灸・整骨など
まちづくり三鷹　併 下連雀3-38-4 40-9669 地域総合サービス
マキノ三鷹鍼灸接骨院　デ 下連雀3-43-10 24-9507 鍼灸接骨院
タイ古式マッサージ リラックス・ボディ　併 下連雀3-43-28 76-2022 タイ式マッサージ
アルコ・パートナーズ司法書士事務所　併 下連雀3-44-13 45-0565 司法書士
いちゼミ 第一ゼミナール　併 下連雀4-14-32 47-8933 学習塾
ひろ写真　併 下連雀4-16-8 40-7070 葬儀写真加工
photo studio コトノハ　併 下連雀4-18-14 26-6338 写真館
本州自動車　紙 下連雀5-1-31 44-6151 タクシー
介護タクシー あゆむ　併 下連雀5-8-1 26-9117 介護タクシー
京王自動車　紙 下連雀5-8-2 44-7231 タクシー

アウトリーチ・ジャパン　併 下連雀6-6-6 080-5472
-6899 動画制作

指圧治療院 なかやま　併 下連雀6-7-40 42-4649 指圧・マッサージ
訪問介護本舗つかさ　併 下連雀6-8-50 24-9518 自費介護サービス
コレクション三鷹　併 下連雀7-2-1 76-5252 イベント業
吉祥寺交通　併 下連雀9-5-27 70-6651 タクシー
ペットサロン ABEE　併 野崎2-8-1 30-5392 ペットサロン
寿交通　併 野崎2-11-12 32-5188 タクシー・車検整備
鐵マネジメント　併 野崎4-7-1 30-8199 フットサルコート

ウール wool　併 大沢2-1-5 080-3390
-3533 健康サロン

川﨑製作所　併 大沢3-3-23 32-1059 板金加工業
境交通　併 深大寺2-36-1 32-1434 タクシー
らかんスタジオ 吉祥寺本店（武蔵野市）　併 吉祥寺本町1-4-11 21-2111 写真館
らかんスタジオ 吉祥寺N.Y店（武蔵野市）　併 吉祥寺本町2-24-1 29-7222 写真館
FURISODE CoCo吉祥寺店（武蔵野市）　併 吉祥寺本町2-22-5 21-0011 振袖・袴レンタル
コワーキングスペースBreath（武蔵野市）　併 中町2-20-3 90-5847 ワークスペース
ペットサロン＆ホテル furifuri（武蔵野市）　併 境南町2-13-3 39-3656 ペットトリミング

らかんスタジオ 三鷹東八店（調布市）　併 深大寺北町6-56-20 042-443
-2800 写真館

その他の小売
アクアコンタクト　併 井の頭2-1-17 40-3003 コンタクト販売
アンコールMS　併 井の頭5-4-27 66-2745 楽器
高橋生花店　紙 牟礼2-11-12 43-4319 生花店
甲信商工　併 牟礼2-13-9 46-6434 機械工具卸売業
大郷畳店　併 牟礼5-5-29 43-9000 畳
カーテンじゅうたん王国 三鷹店　併 牟礼6-13-21 79-8828 インテリア商品
新晴園　紙 新川1-13-26 46-0976 園芸店
読売センター 三鷹新川　併 新川3-19-16 47-6718 新聞販売
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店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
ヘアーサロン ヒラタ　併 下連雀3-4-35 44-1843 理容室
ネイルサロン アテリア 三鷹店　併 下連雀3-12-16 72-7077 ネイルサロン
ヘアーサロン アージュ 三鷹店　併 下連雀3-12-16 46-3323 美容室
hair design calm　併 下連雀3-13-8 29-9363 美容室

アロマセラピースクール・ 
エステ・マノン　併 下連雀3-22-14 44-0599 エステ・健食・化粧品

理髪一番 三鷹店　併 下連雀3-24-7 24-6885 理容室
プレミアネイル 商店街店　併 下連雀3-31-2 72-8400 ネイルサロン
ヘアーサロン サカモト　紙 下連雀4-14-21 44-5813 理容室
MELE　併 下連雀4-15-37 26-6444 美容室
美松理容室　併 下連雀4-16-48 47-3736 理容室
プレミアネイル 連雀通り店　併 下連雀4-17-10 26-7045 ネイルサロン
ヘアーサロン アベ　併 下連雀6-19-12 47-9138 理容室
hair's MIYAKE　併 大沢4-25-32 31-0760 理容室
理髪一番 吉祥寺店（武蔵野市）　併 吉祥寺南町2-12-10 47-6861 理容室
リンデン武蔵野三鷹　併 三鷹市内出張 30-5541 出張美容・理容
クリーニング
ファッションクリーニング ポプリン
三鷹台店　併 井の頭2-7-8 43-7202 クリーニング

ダイエー クリーニング　併 井の頭2-10-1 46-9364 クリーニング
かねしめ京染店　併 新川4-11-12 43-4414 着物等の洗いなど
タカセクリーニング　併 新川6-32-15 45-2851 クリーニング
浜名クリーニング　紙 上連雀4-26-18 49-4332 クリーニング
みやおクリーニング 山中店　紙 上連雀8-1-23 46-5839 クリーニング
しなのや　併 上連雀8-23-11 43-9462 食品・クリーニング
平和クリーニング　紙 下連雀1-11-9 43-7443 クリーニング
クリーニング チェリー　併 下連雀4-16-20 48-7080 クリーニング
きものと帯 おみの屋　併 下連雀6-1-31 43-7276 着物の丸洗い・洗い張り
建設・不動産
LIXILリフォームショップ
田村工務店　併 牟礼2-9-11 0800-333

-8088 各種リフォーム

丸栄建設　併 牟礼5-1-3 48-1289 建設業
浅水商会　紙 牟礼7-4-52 47-7728 水廻り修理
ファースト　併 牟礼7-8-7 72-1727 不動産業
浅見商事不動産　併 中原3-11-7 47-7605 不動産業
入月建設　併 井口1-23-25 31-1050 住宅・リフォーム
清水工務店　併 井口5-3-22 31-1718 総合工事業
六和タイル　併 上連雀1-16-22 51-1364 タイル工事
河野硝子　併 上連雀5-13-12 43-1733 ガラス・サッシ
明彩工業　併 上連雀7-12-6 49-2200 塗装工事業
大創建設　併 上連雀7-32-32 41-5991 建築・土木工事
北川　併 下連雀1-10-2 46-1272 設備業
R & M'カシマ　紙 下連雀2-14-43 26-6022 住宅リフォーム
坂本産業　紙 下連雀2-19-1 47-1241 内装業
山中商事　併 下連雀2-22-12 48-7019 給排水設備
ジョイプランニング　紙 下連雀3-4-30 76-1591 不動産業
東京ハウス　併 下連雀3-31-12 46-7511 不動産業
エディフィス省エネテック　併 下連雀3-32-3 26-6922 建設資材販売
相真工務店　併 野崎2-20-12 39-5366 工務店・リフォーム
土屋設備工業　　併 深大寺1-6-25 31-0300 上下水道工事
エコアクティブ　併 深大寺2-40-3 31-6136 解体工事
丸利根アペックス　併 深大寺2-40-3 31-9087 解体工事
すまいの建築設計（武蔵野市）　併 緑町1-1-17 60-3833 リフォーム工事ほか
その他・サービス
はりきゅう治療院 
HARI CURE TOKYO　併 井の頭1-24-19 050-1466

-1669 鍼灸マッサージ

ペットサロン＆カフェ furifuri　併 井の頭1-31-14 26-5338 ペットトリミング
いちゼミ 三鷹台教室　併 井の頭1-31-28 29-8274 学習塾
あさの　併 井の頭2-8-2 47-5000 葬儀全般
三鷹台幼稚園　併 井の頭2-13-20 43-7417 幼稚園
フォルツァミュージックスクール　併 井の頭2-14-2 48-6111 ドラムスクール
きらきらバース　併 井の頭5-8-28 26-7179 ベビーマッサージ
手織工房 じょうた　併 井の頭5-17-29 27-2595 手織り体験・糸
武蔵野コーポレーション　併 北野1-3-29 41-1746 DM発送代行

緑ヶ丘テニスガーデン　併 北野4-5-38 03-3307-
2101 テニススクール

273ウェブサービス　併 北野4-16-5 080-3485
-3490 ホームページ制作

デイホーム ぶどう園　併 新川1-11-8 26-5804 介護サービス
スポーツケア三鷹治療院　併 新川6-9-11 76-5882 鍼灸マッサージ

国際自動車　紙 新川6-33-6 03-5530-
6001 タクシー

元気ひろば おれんじ　併 中原3-1-65 76-5904 貸しスペースなど
ジョイフル観光　併 井口1-5-15 32-0043 観光バス・旅行業

三鷹武蔵境通り法務行政書士
事務所　併 井口1-11-1 39-3898 行政書士サービス

店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
衣料・身の回り品
リユース着物 小春家　併 井の頭5-11-1 26-8805 リユース着物販売
ユニクロ 三鷹新川店　併 新川2-11-1 40-0610 アパレル
イシカワ衣料　併 井口2-10-42 32-6447 学生服
くろす染織店　紙 上連雀1-1-3 51-9546 着物の手入れ
千粋　紙 下連雀1-18-13 49-1717 着物・和小物
コットンハウス アヤ 三鷹店　紙 下連雀3-25-8 48-6360 婦人服・小物
ファーマーズコレクション　紙 下連雀3-25-8 42-3181 婦人服・雑貨
有限会社 さつきや　併 下連雀3-28-20 43-5702 婦人服
KISARK　併 下連雀3-28-23 24-6221 婦人服
はふや洋品店　併 下連雀3-32-6 43-7914 洋品小売販売
ブティックOVE　併 下連雀3-34-22 45-9556 婦人服
Bell　併 下連雀3-34-22 43-9868 婦人服・雑貨
USED SELECT SHOP REJOY　併 下連雀3-35-1 72-5080 婦人服・小物など
ピカデリーサーカス　紙 下連雀3-35-1 44-8185 子供服
ブルーブルーエ　紙 下連雀3-35-1 43-0508 雑貨小物
エスペニア　紙 下連雀3-35-1 43-1807 婦人服
おしゃれ工房　紙 下連雀3-35-1 29-8061 洋服の直し
靴下屋　併 下連雀3-35-1 79-0099 靴下
ハニーズ　紙 下連雀3-35-1 79-0082 婦人服・小物
ボアボアメイト　紙 下連雀3-35-1 40-2291 婦人肌着
アンソレイユ　紙 下連雀3-35-1 47-7006 婦人服
エルフィーロ　併 下連雀3-35-1 26-9221 婦人服
パディ　紙 下連雀3-35-1 79-0013 婦人服
ショールーム ルミエール　併 下連雀3-43-21 41-6900 宝飾品全般・衣料
Factory 214　紙 下連雀4-15-26 43-1354 洋服の直しなど
うめや洋品店　併 下連雀4-16-1 44-3742 婦人服
紳士服コナカ 三鷹店　併 下連雀4-16-3 44-1611 紳士服
hiro　併 下連雀4-17-4 26-5539 婦人服
コンビニエンスストア
セブンイレブン 三鷹台店　併 井の頭1-30-16 48-1772 コンビニ
ファミリーマート 三鷹台駅北店　併 井の頭1-32-4 79-7048 コンビニ
ファミリーマート 三鷹台団地南店　紙 牟礼2-15-3 70-2195 コンビニ
ファミリーマート 三鷹牟礼店　紙 牟礼7-5-11 70-6956 コンビニ
ファミリーマート 新川吉祥寺通り店　紙 新川2-4-2 70-5454 コンビニ
セブンイレブン 三鷹新川2丁目店　併 新川2-9-23 44-3394 コンビニ
ファミリーマート 三鷹東八通り店　紙 新川6-6-7 70-1617 コンビニ
セブンイレブン 三鷹消研前店　紙 新川6-13-5 41-9571 コンビニ
ファミリーマート 三鷹中原店　紙 中原2-12-2 40-9131 コンビニ
セブンイレブン 三鷹山中通り店　併 井口3-7-33 34-0717 コンビニ
セブンイレブン 三鷹新道北通り店　紙 上連雀3-3-12 72-0681 コンビニ
セブンイレブン 三鷹上連雀店　紙 上連雀6-32-30 46-7711 コンビニ
ファミリーマート 下連雀店　併 下連雀1-8-15 76-7950 コンビニ
セブンイレブン 下連雀店　併 下連雀2-27-8 48-0711 コンビニ
ファミリーマート 下連雀三丁目店　紙 下連雀3-9-8 40-9028 コンビニ
セブンイレブン 三鷹駅前店　併 下連雀3-24-12 48-2245 コンビニ
ファミリーマート 三鷹中央通り店　併 下連雀3-27-11 40-5061 コンビニ
セブンイレブン 三鷹むらさき橋通り店　併 下連雀7-3-4 44-7030 コンビニ
ファミリーマート 三鷹野崎店　紙 野崎3-4-3 39-3160 コンビニ
ファミリーマート 三鷹天文台通り店　併 野崎3-26-21 39-3036 コンビニ
セブンイレブン 三鷹大沢1丁目店　併 大沢1-18-15 31-3071 コンビニ
ローソン 三鷹大沢四丁目店　紙 大沢4-12-14 34-0070 コンビニ
セブンイレブン 三鷹大沢6丁目店　併 大沢6-9-11 31-1366 コンビニ
理容・美容
LAURA DryHeadSpa/Eyelash　併 井の頭1-28-45 26-7131 ドライスパ・まつ毛
ヘアーサロン カネモト　紙 井の頭1-30-21 46-0548 理容室
acca　デ 井の頭1-30-26 29-9837 美容室
LAURA　併 井の頭1-31-25 26-7131 美容室
美容室プカシェル（PukaShell）　併 井の頭2-15-2 43-3450 美容室
アクアリア美容室　併 井の頭3-12-13 47-3872 美容室
ヘアーサロン タカスギ　併 井の頭3-15-13 47-5046 理容室
ヘアーサロン ひがき　併 井の頭4-9-12 47-2771 理容室
サロン・ド・ルーブル　紙 牟礼2-11-12 48-4443 美容室
タツコ美容室　紙 牟礼2-14-4 48-4426 美容室
サロン・ド・モーリ　紙 牟礼3-11-24 49-3265 美容室
Hair & Make Buono　併 上連雀1-1-5 55-7813 美容室
ヘアーサロン 美鳩　併 上連雀3-5-2 48-0055 理容室
ユーアンドユー美容室　紙 上連雀5-7-22 44-8717 美容室
AQUT　併 上連雀5-24-9 79-4499 美容室
横山美容室　紙 上連雀6-6-15 45-3600 美容室
バーバーイシイ　併 上連雀6-8-10 43-0335 理容室
美容専科 おちあい　紙 上連雀6-33-18 48-6550 美容室
美容室 キャッスル　紙 上連雀7-28-1 47-8710 美容室
美容室 髪芝居　併 下連雀1-9-22 48-9876 美容室
HAIR HACHI　併 下連雀2-16-10 26-8607 美容室
カット イン フジ　併 下連雀2-23-11 47-4307 理容室
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店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
マーサ　紙 大沢6-10-29 32-8140 食品・雑貨
マルメ佐藤青果　紙 深大寺2-17-10 32-3444 青果店
中台米店　紙 深大寺2-18-15 32-9164 米穀類
井上商店　紙 深大寺3-7-3 31-4323 酒類販売
ホームセンター・ドラッグストア・薬局
スマイル薬局 三鷹台店　併 井の頭1-30-13 76-5284 調剤薬局
マツモトキヨシ 三鷹台駅前店　併 井の頭2-1-17 72-5020 ドラッグストア
ルクール薬局　併 井の頭2-7-6 26-7767 調剤薬局
ドラッグストア スマイル三鷹台店　併 井の頭2-7-8 44-1418 ドラッグストア
クリエイトS・D 三鷹牟礼店　紙 牟礼1-15-9 79-7355 ドラッグストア
サンドラッグ 三鷹牟礼店　併 牟礼5-8-11 41-6177 医薬品・雑貨・食料品

マツモトキヨシ 三鷹新川店　併 新川1-3-25 03-5315
-7510 ドラッグストア

薬局くだわら 新川団地中央店　併 新川5-6-23 70-1088 調剤薬局
ツルハドラッグ 三鷹店　紙 新川5-15-3 70-5761 ドラッグストア
クリエイトS・D 三鷹新川店　紙 新川6-4-30 79-9875 ドラッグストア
薬局くだわら 本店　併 新川6-9-11 42-1332 調剤薬局
薬局くだわら 新川店　併 新川6-10-15 40-1811 調剤薬局
サンドラッグ 三鷹井口店　併 井口3-6-12 34-5710 医薬品・雑貨・食料品
稲垣薬局 三鷹店　併 上連雀5-24-7 79-4083 調剤薬局
岸田薬局　併 上連雀8-23-10 43-6881 薬局
しもれん2丁目薬局　併 下連雀2-18-15 71-0303 保険薬局
酒井薬局　併 下連雀3-6-26 43-3346 薬局
サンドラッグ 三鷹南口店　併 下連雀3-25-11 40-1571 医療品・雑貨・化粧品

ドラッグストア スマイル
三鷹駅南口店　併 下連雀3-27-14 71-6801 ドラッグストア

ウエルシア薬局 三鷹下連雀店　併 下連雀3-30-8 79-8845 ドラッグストア
佐野薬局　併 下連雀3-31-5 43-5604 調剤OTC化粧品
ライフイン ナトリヤ　紙 下連雀3-32-3 47-5899 家庭用品・DIY
トモズ 三鷹南口店　併 下連雀3-32-19 79-1288 ドラッグストア

漢方薬専門 廣寿堂薬局
（こうじゅどう）　併

下連雀3-33-17 46-8003 漢方薬・健食・薬茶

ココカラファイン 三鷹店　併 下連雀3-34-15 76-7033 医薬品・化粧品・雑貨
ココカラファイン薬局 三鷹店　併 下連雀3-34-15 67-7846 医薬品・化粧品・雑貨
三鷹駅前調剤薬局　併 下連雀3-44-17 40-5383 調剤薬局
クリエイトS・D 三鷹下連雀店　紙 下連雀4-14-16 40-4146 ドラッグストア
アライ薬局　併 下連雀4-17-12 43-6709 調剤薬局
ウエルシア薬局 三鷹店　併 下連雀5-1-8 49-3355 ドラッグストア
ウエルシア薬局 三鷹野崎店　併 野崎1-16-5 70-2705 ドラッグストア
ドン・キホーテ 東八三鷹店　併 野崎1-24 39-3311 小売店
マツモトキヨシ 三鷹野崎店　併 野崎3-3-8 39-3325 ドラッグストア
いきいき野川ふくじゅ薬品　併 大沢5-4-3 31-4308 医薬品・介護用品
スギ薬局 三鷹深大寺　併 深大寺1-14-36 26-1304 ドラッグストア
家電
ヒカリ電気商会　紙 井の頭4-9-14 43-0439 家電販売・電気工事
アトム電器 三鷹新川　併 新川3-19-16 24-9336 家電販売
続橋電気商会　紙 新川4-25-15 43-4816 家電販売
加藤電気商会　併 新川6-5-14 51-9463 電気店
守屋電機商会　併 上連雀9-1-5 43-5002 家電販売・修理
山本電機　紙 下連雀1-8-23 49-5323 家電販売
プラスワン 三光社　紙 下連雀3-32-19 44-1503 家電販売・修理・工事
ベスト電器 連雀店　併 下連雀6-17-36 44-4142 家電販売
コジマ×ビックカメラ 三鷹店　併 野崎1-3-10 79-6600 家電販売
デンキチ 三鷹本店　併 野崎1-21-7 70-5151 家電販売
髙坂デンキ商会　併 野崎2-1-16 30-9993 家電販売
自転車・自動車・バイク
北野自動車　紙 北野3-2-25 47-0741 自動車修理
福井モータース　併 井口3-11-34 32-6391 自動車修理・車検
三鷹ホンダ 萩野モータース　併 井口4-4-18 31-1658 二輪車販売・修理
大山自転車店　併 上連雀8-9-23 43-7810 自転車販売・修理
ホンダドリーム吉祥寺　併 下連雀1-11-7 24-9688 二輪車販売・修理
セオサイクル　三鷹店　併 下連雀3-28-14 70-1360 自転車販売
サイクルウインド イシイ　併 下連雀3-44-3 47-1413 自転車販売・修理
梅田自転車店　紙 下連雀4-18-7 43-6422 自転車販売
Car Agent　併 下連雀6-7-7 30-8830 自動車整備
ワールドオート新川　併 下連雀6-19-14 47-5431 二輪車販売
みなと自動車工業　併 下連雀8-6-21 45-0151 自動車修理
ナップス 三鷹東八店　紙 野崎1-19-12 40-6171 オートバイ用品店
石井輪業商会　紙 野崎2-3-3 26-4875 自転車販売・修理
マイロードⅡ　併 野崎2-4-2 34-7424 二輪車販売
スーパーオートバックスMITAKA　併 野崎4-1-10 30-0577 カー用品販売

店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
スーパーマーケット
OdakyuOX 三鷹台店　紙 井の頭2-5-2 45-2171 スーパー
栗原ストア　併 井の頭3-17-26 49-7651 スーパー
サミットストア 三鷹台団地店　紙 牟礼2-14-25 70-3340 スーパー
コープみらい コープ牟礼店　紙 牟礼5-3-1 47-0515 スーパー
いなげや 三鷹牟礼店　紙 牟礼6-2-20 49-0711 スーパー
ビッグ・エー 三鷹新川店　紙 新川2-17-7 76-2549 スーパー
TAIRAYA 三鷹新川店　紙 新川5-6-23 70-5855 スーパー
グルメシティ 三鷹中原店　併 中原3-1-11 44-8214 スーパー
コモディイイダ 三鷹店　紙 上連雀6-29-7 47-1271 スーパー
サミットストア 上連雀店　紙 上連雀7-32-26 24-3380 スーパー
オーケー 三鷹上連雀店　紙 上連雀8-2-30 24-8615 スーパー
オオゼキ 三鷹店　併 下連雀3-25-11 76-7828 スーパー
東急ストア　紙 下連雀3-28-23 49-2111 スーパー
三平ストア 三鷹店　紙 下連雀3-37-1 44-7449 スーパー
あまいけ 下連雀店　紙 下連雀6-17-34 70-6878 スーパー
コープみらい コープ下連雀店　紙 下連雀7-16-22 49-3201 スーパー
いなげやina21 三鷹下連雀店　紙 下連雀8-6-15 48-4131 スーパー
サミットストア 三鷹市役所前店　　紙 野崎1-3-10 70-3310 スーパー

京王ストア キッチンコート
野崎店　紙 野崎3-5-31 32-6911 スーパー

グルメシティ 武蔵境店（武蔵野市）　併 境南町4-16-3 31-1611 スーパー

グルメシティ 神代店（調布市）　紙 深大寺北町6-52-8 042-487
-3324 スーパー

飲食料品類
原田商店　併 井の頭2-5-1 44-3578 青果・野菜果物
西野園　併 井の頭2-7-23 48-0278 日本茶小売
サンドーレ三鷹台店　紙 井の頭2-10-1 46-0712 サンド手造り
末廣屋喜一郎　併 井の頭3-15-14 43-5030 和菓子製造販売
おさかな専門店 島長　併 井の頭3-17-26 43-7961 刺身・鮮魚・惣菜
三鷹台米店　紙 井の頭5-5-23 43-6323 米穀
井之頭食糧販売店　紙 井の頭5-5-23 43-1943 米・雑穀
ピザーラ井の頭店　併 牟礼2-7-10 41-0080 ピザ
肉の松坂屋　併 新川6-24-21 46-2953 精肉・惣菜
肉の小清水　併 新川6-26-6 46-3803 精肉・惣菜・弁当
海老沢米店　併 中原2-1-22 43-1502 米の専門店
蔦野商店　併 中原3-9-33 29-9987 和菓子販売
御菓子司 さかい　併 中原3-11-5 43-3640 菓子製造販売
パリジェンヌ 洋菓子店　併 井口1-9-24 32-5264 洋菓子製造販売
亀屋万年堂 武蔵境店　併 井口1-21-66 31-8261 和菓子販売
パティスリー うーおの森　併 井口1-22-38 26-4051 洋菓子製造販売
富士屋 天野酒店　併 上連雀2-3-7 43-4818 地酒・焼酎・ワイン
髙島商店　紙 上連雀2-3-7 43-6214 米穀・食品・雑貨
ブーランジェリー hiro　併 上連雀9-1-8 57-8864 パン
横山商店　併 上連雀9-23-22 43-0708 酒類・菓子
フランス菓子 ルリス　併 下連雀1-9-16 70-5002 洋菓子製造販売
トーホーベーカリー　併 下連雀1-9-19 43-6311 パン・焼菓子
マサキ屋商店　紙 下連雀1-13-1 47-5085 酒類販売

コミュニティベーカリー
風のすみか　紙 下連雀1-14-8 49-0466 ベーカリー

やさい村　併 下連雀3-6-25 47-6639 自然食品店
三鷹ひまわり第三共同作業所　併 下連雀3-11-8 72-0231 焼菓子
鶏笑 三鷹店　併 下連雀3-13-8 45-7755 からあげ・弁当
魚政　紙 下連雀3-28-1 43-3003 鮮魚店
ぷくぷく食麺麭 三鷹店　併 下連雀3-32-17 24-6255 食パン販売
ヒロヤショップ　併 下連雀3-33-6 46-7691 青果・食品・ワイン
一富士　併 下連雀3-33-7 43-6554 果実販売
うちの米うまいよ　紙 下連雀3-35-1 43-0701 有機米・発酵食品
ゼストクック　紙 下連雀3-35-1 79-0015 惣菜・弁当
ニュークイック　紙 下連雀3-35-1 79-0029 精肉店
さわみつ　紙 下連雀3-35-1 79-0038 青果店
魚力　紙 下連雀3-35-1 79-0003 鮮魚・すし
カフェ・メゾン　紙 下連雀3-35-1 48-8371 コーヒー・紅茶
カーニバル　紙 下連雀3-35-1 40-6755 食品販売
銀座コージーコーナー　併 下連雀3-35-1 79-0021 洋菓子販売
こだわりや　併 下連雀3-35-1 24-6841 食品販売
やまもと酒店　併 下連雀4-16-18 43-5586 ワインショップ
はぐら茶屋　併 下連雀4-17-2 48-8937 紅茶
魚鶴　併 下連雀6-6-71 48-3131 昼食・鮮魚・食料品
武蔵屋豆腐店　紙 下連雀7-6-32 43-6348 豆腐製品
ホームベーカリー ぐりむ　併 下連雀8-6-15 49-3478 パン・菓子・飲料
寿司よし　併 野崎2-1-17 31-0045 宅配すし
青木屋 三鷹野崎店　併 野崎2-17-25 34-3004 菓子製造販売
山本商店　併 野崎2-18-20 31-7245 ワイン・酒類
大沢ハーモニー　併 大沢1-1-43 26-8620 喫茶・パン・食品
三森海苔店　紙 大沢4-8-10 32-0541 海苔

「商品券が使えるお店」は7面からご覧ください。
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店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
味の彩華　併 下連雀3-23-16 43-2044 中華料理・担々麺
ふらんすや　紙 下連雀3-24-3 47-6832 パスタ・洋菓子
コーヒーハウス しもおれ　併 下連雀3-24-3 48-3175 飲食店
三鷹 ばあど家　併 下連雀3-26-9 45-6696 焼き鳥
ひごもんずneo　デ 下連雀3-26-9 24-9752 ラーメン
キタノイチバ 三鷹南口駅前店　併 下連雀3-26-10 41-3388 居酒屋
パブ レイ　紙 下連雀3-27-2 72-4689 スナック
とんかつ福家　併 下連雀3-27-15 43-6026 とんかつ
ちくせん　併 下連雀3-29-9 48-9007 ラーメン
フレッシュネスバーガー 三鷹南口店　併 下連雀3-30-10 40-2521 ファストフード
ベーカリーカフェ デリス　併 下連雀3-31-2 46-8308 ベーカリーカフェ
らぁめん白　併 下連雀3-31-2 46-8308 ラーメン
分福　併 下連雀3-31-3 44-1819 居酒屋
三鷹モダンタイムス　併 下連雀3-32-6 47-0969 洋食
大戸屋ごはん処 三鷹南口店　併 下連雀3-33-1 40-1070 各種定食
トラットリア バール ラ・メーラ　併 下連雀3-33-2 26-6268 イタリアン
串焼 ピステ　併 下連雀3-33-3 42-2175 串焼
旬鮮和食 季節の詩　併 下連雀3-33-17 76-7533 和食
キッチン カントリーファーム　併 下連雀3-33-17 48-1279 洋食
ささよし　併 下連雀3-33-17 24-7255 もつ焼き
豊後高田どり酒場 三鷹南口駅前店　併 下連雀3-34-2 79-0688 居酒屋
季寄せ 蕎麦 柏や　併 下連雀3-35-1 48-2349 日本そば・和食・地酒
アンテンドゥ　併 下連雀3-35-1 26-5231 ベーカリーカフェ
鳥元　紙 下連雀3-35-1 24-3323 焼き鳥居酒屋
ギャルソン　紙 下連雀3-35-1 79-1522 生パスタ
すし三崎丸　紙 下連雀3-35-1 26-5201 すし
エビス三鷹店　併 下連雀3-35-6 43-5995 飲食店
WAI THAI　併 下連雀3-37-5 43-7557 タイ料理
パスタ わざや　併 下連雀3-37-40 48-6038 パスタ
まるき　併 下連雀3-37-41 70-0405 海鮮丼・各種丼
ピッツェリア ボッテガンテ　併 下連雀3-38-7 24-7250 イタリアン
珈琲や 三鷹工房　併 下連雀3-43-28 29-9764 自家焙煎コーヒー
蕎麦酒肴 多加はし　併 下連雀3-43-31 43-0528 手打ちそば
炭火焼き えにし　紙 下連雀3-44-3 46-2110 居酒屋
OGA BREWING CAFÉ　併 下連雀4-1-16 29-8210 クラフトビール
松月庵　併 下連雀4-3-6 44-8888 日本そば
一圓 三鷹南口店　併 下連雀4-15-23 42-5964 町中華
地どりや　併 下連雀4-15-23 46-6453 宮崎地鶏炭火焼き
炭火焼 鳥武　併 下連雀4-15-23 42-5971 居酒屋
十々閣　紙 下連雀4-15-39 42-7044 炭火焼肉
ワンタンメンの満月 三鷹店　紙 下連雀4-16-15 24-8557 ラーメン
LA VITA　紙 下連雀4-16-48 71-9900 レストラン
ローズ＆エム　併 下連雀4-17-10 26-8670 喫茶・菓子・飲料・雑貨
グラナダ　紙 下連雀4-17-12 49-4954 洋食
中国料理 あＱ　併 下連雀6-19-10 24-7578 本場中国料理
三福屋　併 下連雀7-14-26 69-3033 個室中華居酒屋
千代田寿司　併 下連雀8-9-22 41-3291 すし
焼肉 鉄輪苑　紙 下連雀9-5-1 46-1225 焼肉

PIZZA9丁目　併 下連雀9-5-1 090-8461
-9100 ピザ

豚骨ラーメン 力！　併 下連雀9-5-1 69-0247 ラーメン
みたか 鷹場そば　併 下連雀9-11-8 43-8525 二八そば・天ぷら
みたかのセントラル　併 下連雀9-11-9 77-6986 飲食店
長寿亭　併 野崎1-4-21 43-4826 麺類和洋食堂（日本そば）
ラザニ屋 Labo　併 野崎2-1-17 26-1354 ラザニア専門店

麵処八蔵　併 野崎2-8-1 090-3428-
6867 ラーメン

木曽路 三鷹店　併 野崎4-1-18 32-0121 しゃぶしゃぶ
オーソレミオ　紙 大沢1-6-3 39-2416 パン・焼菓子・喫茶
レストランココス 三鷹大沢店　併 大沢5-6-1 39-5525 レストラン
御狩野そば店　併 大沢6-3-25 31-9367 日本そば・うどん
手打うどん鷹　紙 深大寺1-7-20 32-1881 天ざるうどん
ちょうちんRouge太郎　併 深大寺1-14-26 26-4435 居酒屋
三鷹 深大寺 鮨芳　併 深大寺2-21-2 31-9595 すし
満清庵　紙 深大寺3-7-2 31-6477 日本そば
スナック ふじ　併 深大寺3-10-1 32-6482 カラオケスナック
清寿し　併 深大寺3-10-1 31-5383 すし・串揚げ
韓食苑 恭楽亭（武蔵野市）　併 中町1-17-1 60-2929 韓国料理・焼肉
モスバーガー 武蔵境北口店（武蔵野市）　併 境2-2-23 53-7053 ファストフード
落日酒楽（武蔵野市）　併 境南町2-1-6 32-2185 和食居酒屋

ハーモニーガーデン（調布市）　併 深大寺東町7-47-7 042-441
-1580 レストラン

中国料理 酔八仙（調布市）　併 飛田給1-1-25 042-486
-9455 中国料理全般

店舗名／使える商品券の種類 住所 電話 業種・取扱品目
飲食
Kitchen 放蕩　併 井の頭1-24-18 47-8780 洋食店
麺旨のほんわか　併 井の頭2-7-1 46-7631 ラーメン
居酒屋 遊穂　併 井の頭2-7-2 26-7389 居酒屋
cafe 風　併 井の頭3-17-9 26-9033 カフェ
イノカ　デ 井の頭4-1-11 44-7121 カフェ

モメント　併 井の頭4-9-12 070-4002
-5496 イタリアン

小料理　やなぎ　併 井の頭5-11-21 41-7123 飲食店・和食
レストラン ボンジョリーナ三鷹台　併 牟礼2-14-25 24-8875 レストラン
味の民芸 三鷹牟礼店　併 牟礼4-9-6 47-6893 レストラン
こな鷹　併 牟礼4-18-8 90-1166 あげピザ＆パスタ
レストランココス 三鷹新川店　併 新川2-2-19 24-0607 レストラン
リンガーハット 三鷹新川店　紙 新川2-4-30 70-3407 長崎ちゃんぽん
ナポリの窯 三鷹店　併 新川3-19-9 70-4715 ピザデリバリー
仙川寿司　併 新川4-9-3 44-5443 すし・うなぎ・天ぷら
大衆酒場 あそびば　併 新川4-11-11 26-6332 居酒屋・串揚げ
どんどん 三鷹中原店　併 新川5-12-17 43-5129 焼肉
Kuriya（厨）　紙 新川6-9-11 79-2870 喫茶店
たこやき たいやき としちゃん　併 新川6-26-11 46-9456 たこ焼き・たい焼き
お好焼 ひろ　併 新川6-28-17 24-6456 お好み焼き

隠れ家ぎょうざ やみつき　併 新川6-28-17 070-6979
-8902 ぎょうざ

中国料理 ドラゴン　併 新川6-33-12 76-6272 中国料理
新精亭　併 新川6-34-13 46-4359 中華料理
砂場　紙 新川6-36-31 46-4325 日本そば

カフェ クロロッポ　併 中原1-14-6 090-8503
-4174 カフェ

中原三丁目 玉川（タマリバー）　併 中原3-11-4 45-3530 居酒屋・鉄板・お好み焼き
リンガーハット 三鷹井口店　紙 井口1-21-63 39-7217 長崎ちゃんぽん

おでん屋えがお　紙 上連雀1-1-5 080-5687
-1419 おでん

ワイン食堂 Sautoir（ソトワ）　併 上連雀1-2-8 38-9066 ワイン・洋食
茶房ふれーず　紙 上連雀2-3-5 48-4471 喫茶店
虎坊　併 上連雀2-3-5 47-2689 中華料理
レストランココス 三鷹上連雀店　併 上連雀5-6-10 40-7178 レストラン
ニューセニョール　紙 上連雀7-21-7 47-1388 スナック
居酒屋 きくな　併 上連雀9-29-9 69-2024 酒類販売・飲食店
スナック ちょこっと　紙 下連雀1-8-23 47-6703 居酒屋

レイ ピッコロ　紙 下連雀1-9-12 090-8059
-2631 イタリアン

カ笑ル食堂　併 下連雀1-9-18 46-0077 酵素玄米専門店
ふく家　併 下連雀1-11-7 49-0456 居酒屋

MOCMO Sandwiches　併 下連雀1-7-4 050-5374
-6141 サンドイッチ

カフェ・オランジュ　併 下連雀2-12-29 24-9133 カフェ
珈琲 松井商店　併 下連雀2-16-10 47-2303 喫茶・珈琲豆販売
マルカツ サカバ　併 下連雀2-16-10 70-5440 居酒屋
Cultiver　併 下連雀3-1-27 69-0038 フランス料理
扇家食堂　紙 下連雀3-5-2 47-8321 大衆食堂
桜庵　併 下連雀3-6-53 44-2980 和風創作料理
ROBATA 二代目心　併 下連雀3-12-2 45-1460 居酒屋
鉄板焼 LOJI　併 下連雀3-15-9 77-4234 鉄板焼
焼肉旨味 三鷹店　併 下連雀3-15-11 44-8125 焼肉
丸心食堂がっ天　併 下連雀3-15-13 48-5880 居酒屋
や乃家　併 下連雀3-16-10 41-2011 そば屋
味多香庵　紙 下連雀3-16-11 43-4619 日本そば
TAVERNE　併 下連雀3-16-17 49-5751 フランス家庭料理

Half Way（ハルフウェイ）　併 下連雀3-17-17 090-2670
-9355 カフェ

和食工房　併 下連雀3-17-24 41-4728 和食
馳走屋　紙 下連雀3-17-27 46-7536 居酒屋
寿司金　併 下連雀3-19-15 44-7080 すし
餃子菜館　併 下連雀3-20-7 43-3939 中華料理
キッチン Conro　併 下連雀3-20-7 24-9418 エスニック料理
焼肉・韓国料理 オンドルパン　併 下連雀3-20-7 72-3789 焼肉・韓国料理
鶏坊主　併 下連雀3-21-11 24-7975 焼き鳥
居酒屋 富　紙 下連雀3-21-31 90-6510 居酒屋

カラオケスナック kaguya姫　併 下連雀3-21-31 080-7845
-6320 スナック

カフェ よつば舎　併 下連雀3-22-3 45-1039 手作りパン・カフェ
炭火焼鳥 鶏や　併 下連雀3-22-16 45-1918 焼き鳥
おだしのだしお　併 下連雀3-23-6 29-8231 焼きしゃぶ専門店
スキャット　紙 下連雀3-23-7 42-6841 スナック

併＝デジタル・紙商品券とも使用可　デ＝デジタル商品券のみ使用可　紙＝紙商品券のみ使用可
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三鷹市プレミアム付商品券コールセンター

令和３年１月31日㈰までの午前９時〜午後６時
（12月29日㈫〜1月4日㈪を除く）

三鷹市役所生活経済課（第二庁舎2階）

平日午前8時30分〜午後5時
☎0422-45-1151（内線2541～2544）

問い合わせ先

　プレミアム付商品券を販売するために、市役所などの行政
機関や金融機関が手数料や振り込みを求めたり、ATM（現金
自動預払機）の操作をお願いすることは絶対にありません。ま
た、商品券の訪問販売や、電話で世帯構成などの個人情報を尋
ねることもありません。
　不審な電話がかかってきたり郵便物が届いたりしたら、迷
わず最寄りの警察署（警察相談専用電話☎︎＃9110）にご連絡
ください。

【みずほ電子チケットコールセンター】

紙商品券専用

デジタル商品券専用

☎0120-554984
☎0120-659726

デジタル商品券を利用された方へのお願い　アンケートにご協力ください

購入した商品券は払い戻しできますか。

メールアドレスを持っていなくても、デジタル商品券は
買えますか。

汚損した紙商品券は交換または使用できますか。 紙商品券を購入するときに、現金以外で支払うことはできますか。

デジタル商品券を買うために利用登録をしたけれど、
パスワード設定のメールが届きません。

スマートフォンを持っていない子どもは、デジタル商品券を購
入できないのでしょうか？

紙商品券を購入する際に、持参するものは何ですか。

パスワードを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか。

代理での購入は可能ですか。

商品券の購入時に領収書を発行して 
もらえますか。

現金と商品券を併用して支払いはで
きますか。
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Q Q

Q

Q

Q Q

Q

Ａ
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Ａ Ａ

Ａ

Q
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Q
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Ａ

Ａ Ａ
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商品券利用期間内・期間外のいずれにおい
ても払い戻しはできません。

メールアドレスを持っていない方は、デジタル商品券を購入できません。
メールアドレスを取得のうえ、利用登録してください。

紙商品券は返品・交換できません。また、汚損により商品券の通し番号や
二次元コード、偽造防止策が判別できない場合は使用不可となります。

現金のみの取り扱いとなります。

メールアドレスの入力ミスやご自身の迷惑メール対策設定によっては、
メールが届かない場合がありますので、ご確認ください。ドメイン指定受
信を設定している方は「@ticket.bluelab.co.jp」ドメインからのメールを
受信可能にしてください。

法定代理人の方に限り代理購入が可能で、親のスマートフォンとクレジッ
トカードでお子さんの分を購入することができます。ただし、親とは別に
ユーザー登録が必要となりますので、お子さんのメールアドレスをご用意
のうえ、新規登録してご購入ください。

本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポー
ト）など、市内在住を証明する書類を持参ください。

三鷹市プレミアム付商品券のサイトへアクセスし、ログイン画面から「パ
スワードを忘れた方はこちら」をクリックして再設定を行ってください。

家族などの分を代理購入することは可能ですので、その方の本人確認書類
をお持ちください。代理で購入できるのは自身を含めて3人分までです。

商品券の購入に係る領収書の発行はできま
せん。領収書をご希望の場合は、商品券を使
う際に各店舗へお申し出ください。

できます。お店の方に併用することをお伝え
ください。

共通

デジタル商品券

紙商品券

　デジタル商品券の発行は三鷹市として初めての試みであり、「新たな参加と協働」の仕組みづくりの実証
実験と位置付け、関係機関と協働で実施しています。今後、市ではデジタル商品券が地域にもたらす効果に
ついて、三鷹ネットワーク大学推進機構と共同で検証を行い、将来的には「地域通貨」「ボランティアポイント」
としての活用を見据えた研究を進めていく予定です。そこで、デジタル商品券
を使った市民のみなさんからのご意見や感想を、無記名のWebアンケートで募
集します。ぜひ、ご協力ください。
※アンケートはGoogle社が提供する機能を利用し、三鷹ネットワーク大学推進
機構が設問を作成しています。

◆アンケートへの回答方法 
①アンケートフォーム https://forms.gle/Z1rwvfWKe1BpGxqS6
（右記二次元コード）にアクセスします。
②アンケートフォームに従って回答を入力してください。

◆回答受付期間 　10月1日㈭〜令和3年3月31日㈬ 

たくさんの方からの
回答をお待ちしています

プレミアム付商品券に便乗した詐欺や
個人情報の搾取にご注意ください

Q&AQ&A三鷹市プレミアム付商品券　　　　　　　よくある質問と回答　

◦資産形成につながるもの
◦換金性の高いもの（ギフト券・ビール券・お米
券・図書券・旅行券・共通入浴券・文具券・店
舗が独自発行する商品券などの各種商品券、有価
証券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード・
電子マネーなど）の購入

◦性風俗関連特殊営業に係るもの
◦税金や保険料など国や地方公共団体等への支払い
◦電気、ガス、水道などの公共料金への支払い
◦たばこ
◦インターネットを通じた商品の販売、サービスの
提供などその他の通信販売等における支払い

◦その他、販売、提供などが法令等に違反するもの
◦その他、市および商品券取扱店舗などが特に指定
するもの

ご注意ください
商品券で支払いができないもの
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