提 携店
提携店の地図はパンフレットの裏にあります

住 …住所 TEL …電話番号 営 …営業時間 休 …定休日

C-1 足道楽
g
Shoppin

ショッピング

A-3 かわせみ手芸店

オーダーメイドインソール（中敷き）1,000円引き

住 小金井市本町6-7-18
TEL 042-307-3426
営 10:00 〜 18:00
（土日祝〜 16:00）
休 第2・第4火曜日

A-6 Zoff

住 小金井市貫井南町
4-26-3
TEL 042-401-2262
営 12:00 〜 18:00
休 月・火曜日

B-4 酒の佐藤商店
季節のおすすめ日本酒の試飲無料
「利き酒師」の資格を持ったスタッフが、無名でも本当においしい
日本酒を厳選。ぴったりな飲み方を楽しくご提案しています。
小金井市内配達無料。
小金井市東町4-31-9
042-383-1011
9:00 〜 22:00
月曜日

A-7

レストラン

TERAKOYA（本店ブティック）

本店ブティックの商品10％割引

※nonowa 武蔵小金井店ではご利用できません

メガネ一式5,500円からお作りできます。また、遠近両用レンズ
は＋5,500円〜、カラーレンズは＋3,300円〜と豊富なオプション
もあります。

小金井 宮地楽器ホールから徒歩４分のフランス料理店。
ブティックではバケットや焼菓子、アイスクリーム、ハム、ソー
セージなどが購入できます。

住 小金井市本町6ｰ2ｰ30
SoCoLA武蔵小金井クロス 2階

住
TEL
営
休

A- 9 ピカール

ソコラ武蔵小金井店

ピカールスタンプカード ポイント2倍プレゼント
冷凍食品専門店
「ピカール」
では、本場のフランス料理をご自宅で
お楽しみいただける商品を販売しています。
住 小金井市本町6-2-30
SoCoLA
武蔵小金井クロス 1階
TEL 042-401-1913
営 10:00 〜 21:00
休 定休なし（SoCoLA武蔵
小金井クロスに準ずる）

C-12 宮地楽器

小金井店ショールーム

店内商品5％割引（一部商品をのぞく）
武蔵小金井駅北口徒歩3分。ヤマハ・海外直輸入ピアノから、弦・
管楽器、楽譜、周辺小物まで、豊富な品揃え。
住
TEL
営
休

小金井市本町5-14-10
042-385-5585
10:00 〜 18:00
年末年始､夏期の一部
を除き､年中無休

えこる（靴・中敷き加工費込み）1,000円引き

住 小金井市本町2-20-10
グレース武蔵野 1階
TEL 042-316-3399
営 10:00 〜 19:00
休 水曜日

メガネ・サングラス購入時、5％割引

TEL 042-316 - 6527
営 10:00 〜 21:00
休 定休なし
（SoCoLA
武蔵小金井クロスに準ずる）

国分寺店

外反母趾や偏平足、足底筋膜炎などで、足や靴でお悩みの方に
おすすめできる靴「えこる」。お気軽にご相談ください。

住
TEL
営
休

ソコラ武蔵小金井店

D-2 えこる

個人個人で違う足の負担やクセを、その場で診断させていただき、
靴・オーダーメイドインソール（中敷き）
・各種サポートグッズで最適
なご提案をさせていただきます。

ワークショップ受講料 10％割引
手芸用品、材料の販売のほか、編み物などの手芸講座やこども
手芸教室も開催しています。

武蔵小金井店

小金井市前原町3-33-32
042-381-1101
11:00 〜 21:00
月曜日・第1火曜日
（ほか不定休）

A-10 フォレスト・マム
お買い上げ金額税込2,500円以上で10％割引

A-5 Juwel 4U
5％割引
小金井 宮地楽器ホールより徒歩6分♪ パールや天然石を使った
個性あふれるアクセサリーをお手頃価格で販売しています。
住 小金井市前原町3-35-10
TEL 042-382-0073
営 13:00 〜 18:00
（水〜土曜は要予約）
休 日曜日

A- 8 ハコマルギフト
全品5％割引（セール品は除く）
ラッピング用品をはじめ、グリーティングカードや祝儀袋など贈
り物に関する商品が揃っています。持込み品のギフト包装も承っ
ています。
住 小金井市前原町3-40-20
小金井ビューハイツ110B
TEL 0424-03-4626
営 11:00 〜 19:00
休 火・土曜日
（ほか不定休）

A-11 プレイヤーズ自由が丘 nonowa武蔵小金井店
全商品5％割引（セール品除外、他のフェアとの併用不可）

100％植物性で国産米粉のグルテンフリースイーツのお店です。

軽くて機能的なバッグと有名ブランドハンカチ等の雑貨を取り
揃えたショップです。かわいいラッピングもしますのでギフトに
も最適。

住 小金井市前原町
3-41-28
TEL 080-6545-6702
営 11:00 〜 18:00
休 土・日・月曜日

住 小金井市本町5-1-20
nonowa武蔵小金井WEST
TEL 042-316-1557
営 10:00 〜 21:00
休 1／ 1

A-13 セレクトショップ Yuusui（ゆうすい）
ポイント2倍プレゼント（ゆうすいポイントカード）
価値ある一点モノのお洋服がそろっています。コンサートや観劇など
のお出掛けにもピッタリな、オシャレな大人の女性に人気のお店です。
住 小金井市中町4-14-15
前原坂上交差点角
TEL 042-301-7345
営 月・火・水…10:30 〜 18:00
木・金…12:00 〜 19:00
土…13:00 〜 18:00
休 日曜日・祝日
（ほか不定休）

提携店にて会員証をご提示いただくと、

お得なサービスが

ROCKʼN KITCHEN

※提携店情報は2022年4月1日現在のものです。
※商品価格は税込です。
※感染症の流行状況等により、営業時間や定休日に変更が
生じる場合がありますのでご了承ください。

受けられます。

C-14

※会員証の有効期限をお確かめのうえ、ご提示ください。

あいたい屋

A-15 上島珈琲店

おひとり様あたり1,100円以上のご利用で
50円引き

飲食

B-16 OYAKI CAFE キイロ

失われつつある日本の喫茶文化を大切にした、懐かしく温かで、
しかしかつて何処にもなかった大人のための珈琲店です。

住 小金井市本町2-9-11
TEL 042-384-7069
（月〜日）、
営 ランチ…11:30 〜14:00
ディナー…18:00 〜22:00（月〜土）
（日曜はディナー休み）
休 水曜日

住 小金井市本町6-14-45
nonowa武蔵小金井SOUTH2階
TEL 042-380-5501
営 10:00 〜 22:00
休 なし(年末年始の営業について
は店舗にお問合せください)

B-18 燻薫

長野県のソウルフードおやきの専門店です。生地には長野県産
地粉と白神こだま酵母、きび糖、天然塩を使い、一つひとつ丁寧
に手作りしています。

季節の旬を大切に、和と洋のハーモニーが心地よく酔わせてく
れる！

住 小金井市梶野町
5-9-8
TEL 042-316-3109
営 10:30 〜 18:00
休 日・月曜日

住
TEL
営
休

小金井 宮地楽器ホールから徒歩2分にある旅バルです。80種類以上の
お酒とこだわりのお料理をご用意しています。貸切大歓迎、津軽三味線
教室もやっています。ランチでは旅をテーマにしたカレーを味わえます。

季節の食材を使ったお料理、旬のお酒が楽しめるお店です！守
備範囲広く、あえて和洋中にはこだわらない逸品を、心をこめて
提供しています。

住 小金井市本町6-5-3
シャトー小金井1階 西側
TEL 042-301-8160
営 11:30 〜 14:00
17:30 〜 23:00
休 不定休

住
TEL
営
休

店内でお召し上がりの方限定
おからドーナツとお飲み物のセットが30円引き

十数種類の燻製を店内で全て手作り。ご飲食はもちろん、テイク
アウトも可能です。あなた好みの燻製がきっと見つかる！

B-21 すずのすけの豆

お通し（220円）をスペシャル前菜盛り合わせに
グレードアップ

小金井市東町4-41-2
042-301-5533
18:00 〜 26:00
不定休

C-23 フレッシュネスバーガー

kunkun 〜

住 小金井市東町4-37-23
星川ビルD号
TEL 042-316-5539
営 ランチ…11:30〜15:00
ディナー…17:30〜20:00
（金・土のみ 〜22:00）
休 月・火・第1・第2水曜日

小金井市前原町5-6-16
042-381-9213
18:00 〜 24:00
火曜日

B-20 酒美飯囲 ひろし

コースご利用の方に飲み放題30分延長
ランチドリンクプレゼント

〜

店内でお食事の方限定
ソフトドリンクまたはアイスクリームをサービス

税込2,000円以上ご注文の方に
グラスワイン1杯サービス

おやき3個以上購入の方
ドリンクどれでも1杯半額（アルコールを除く）

A-22 でみcafe

ドリンク1杯につき50円引き
ランチセットから50円引き

小さなお子様 からお年寄りまで、やわらかくて食べやすいス
テーキが自慢です。店舗隣に駐車場、駐輪場があります。

D-17 割烹 たけ

A-19 黄金バル&旅カレー ITER （イテル）

武蔵小金井店

ドリンク2杯目以降、1杯につき50円引き

（ご本人様分のみ有効。同日中何度でも利用可。）
東小金井駅南口より徒歩1分半の自家焙煎珈琲店です。
焙煎したての薫り高いコーヒーを楽しみませんか？
住
TEL
営
休

武蔵小金井店

合計金額から100円引き

小金井市東町4-43-12 1階
042-403-1165
10:00 〜 20:00
月曜日（祝祭日の場合は
翌火曜日に振替）

C-24

広島風お好み焼き

へんくつや

飲食代金10％割引

心と身体に優しいすうぷとカレー、おからドーナツのお店です。
キッズスペースもあります。

テラス席と駐車 場を完 備した、落ち着いた雰 囲気のバーガー
ショップ。愛犬を連れてのテラス席利用や、車いすでの入店も可
能です。

1979年創業。野菜たっぷりのヘルシーな広島風お好み焼きの
店です。あわせてアツアツの鉄板焼きもどうぞ。

住 小金井市本町6-5-3 シャトー小金井
アートスポットシャトー 2F

住 小金井市貫井北町
2-11-4
TEL 042-386-6877
営 9:00 〜 22:00
休 定休なし

住 小金井市貫井北町
3-5-7
TEL 042-385-1418
営 17:30 〜 22:30
休 不定休

TEL 080-5403-4106
営 11:00 〜 18:00
休 月・火曜日
（日曜日は不定休）

A-25

北海道イタリアン

ミアボッカ

nonowa
武蔵小金井店

お食事の方限定 1ドリンクプレゼント

（他券他サービス併用不可）

A-26

彩食遊膳

和花

食後のコーヒー 1杯サービス

北海道の食材を本格イタリア料理でリーズナブルに楽しめるお
店。お一人様でもファミリーでも利用しやすいお店です。

ランチのお膳物やコースを多数ご用意しています。
女子会や各種宴会承ります。

住 小金井市本町5-1-18
nonowa武蔵小金井
ムサコガーデン
TEL 042-316-1799
営 11:00 〜 23:00
休 なし

住 小金井市本町1-5-12
TEL 042-383-5374
営 ランチ…11:00 〜 15:00
ディナー…17:00 〜 23:00
休 水曜日

A-27 家づくりカウンター

ソコラ武蔵小金井店

A-28 IKUKO

ご成約の場合、最大10万円の商品券をプレゼント

その他

C-29

社会保険労務士

オフィス ワイ･ツー

メニュー通常価格より半額で提供

住宅購入に関する資金面のご相談、建築会社比較、土地探し、リ
ノベーションなど、住まいに関するお悩みなら家づくりカウン
ターへ。

美容マシンをご自身で使用いただける「セルフエステ」と「スタッ
フの手技によるエステ」を融合したサロンです。

住 小金井市本町6ｰ2ｰ30
SoCoLA武蔵小金井クロス 2階
TEL 0120-147-038
営 10:00 〜 21:00
休 定休なし
（SoCoLA
武蔵小金井クロスに準ずる）

住 小金井市本町6ｰ2ｰ30
SoCoLA武蔵小金井クロス 3階
TEL 042-401-2234
営 10:00 〜 20:30
休 定休なし
（SoCoLA
武蔵小金井クロスに準ずる）

A-30 カラオケ館

初回相談料45分無料（以降15分毎1,100円）

武蔵小金井駅前店

C-31

グレース整体院

整体・カイロプラクティックの
初回施術料より、初検料2,000円引き

室料30％割引

※通常5,500円

カイロプラクティック＆
リフレクソロジー

国の年金（老齢、障害、遺族）についてのご相談、お手続きについ
てサポートいたします。

武蔵 小金井駅南口より徒歩1分です。カラオケだけではなく、
楽器の練習や演劇の稽古でも、お待ち合わせでも、30分〜、1名
様〜ご利用いただけます。

女性施術者による、体の治る力を大切にした癒しの整体院です。
ちょっとリラックスしたい方から根本改善を目指す方まで、ぜひど
うぞ。

住 小金井市貫井北町3-19-6
TEL 090-1267-0628
営 10:00 〜 18:00
休 土・日・祝定休
（ご予約いただければ
対応可）

住 小金井市本町1-18-9
小金井B&Vビル
TEL 042-382-6120
営 11:00 〜翌朝5:00
休 なし

住 小金井市本町5-8-3
大澤店舗1階B号室
TEL 042-407-5627
営 10:00 〜 20:30
（日曜15:00 〜）

C-32（有）小金井美装

D-33 住まいと暮しの便利屋MKパーソンズ

工事･修理費用から5％割引

休 火曜日

C-34 東急スポーツオアシス

武蔵小金井店

初期費用（3か月分会費と事務手数料5,500円）を
合計10,000円に

ご利用料金より10％割引

昭和55年より40年近くにわたり、地元 小金井を中心に、信頼
と満足いただける仕事をモットーにハウスリフォームを行ってい
ます。

お客様の困ったな！！を良かった！！に変える便利屋です。
どこに電話していいか分からない時に連絡ください。

多彩なトレーニング設備と、スタジオプログラムをご用意。
プール、スパ、ゴルフレンジ、ボディケアサロンも完備しています。

住 小金井市本町5-19-6
チャコール山口屋201
TEL 042-385-5955
営 9:00 〜 18:00
休 日曜日・祝日

住 小金井市中町
2-11-15
TEL 042-316-6252
営 9:00 〜 21:00
休 不定休

住 小金井市本町5-38-36
TEL 042-388-0109
営 9:00 〜 23:00
（土曜〜 22:00、
日曜〜 20:00）
休 木曜日

行政書士事務所 はけの道

［行政書士 ･マンション管理士］

千葉賢二

D-35（株）福田設備

初回相談料30分無料（ただし、40分以上のお客さま）

施工価格2,000円引き

※通常30分3,300円、以降10分につき1,100円

マンション管理 組合サポート、遺言・相続のお悩み、暮らしの
手続きなど地元の行政書士 兼 マンション管理士に一度ご相談
ください！

小金井市を中心に多摩エリアの給湯器交換を行っています。
地元ならではのスピード感、丁寧な工事に定評アリ。

住 小金井市前原町4-23-7
TEL 042-301-0064
営 9:00 〜 18:00
休 土・日曜日・祝日
（ご予約いただければ対応いたします）

住
TEL
営
休

C-37

小金井祭典のちょっと訊ける場所「めぐる」

小金井市中町3-24-12
0120-918-975
8:00 〜 20:00
定休なし

C-38（株）ラフライトン／みんなの合宿
旅費1名様100円引き
または飲み物プレゼント

店内全商品10％割引
ちょっとみるだけ、聞くだけOKのサロンで、お葬式や法事のこと
がわかります。ご贈答用お線香も揃っています。

個人旅行から、合宿・グループ旅行等、ご希望に合わせた旅行の
手配をいたします。

住 小金井市本町5-32-19
TEL 0120-4194-34（代表）
営 10:00 〜 16:00
（ご相談は24時間）
休 日曜日・祝日
（ご相談は年中無休）

住
TEL
営
休

A-40 Rosy Note Stage and Diner
おつまみ1品サービス

C-36 みみコンeco畑

小金井市緑町3-9-24
042-387-5277
10:00 〜 18:00
土・日曜日・祝日、年末年始

入会金10％割引
ミミズコンポストで家庭生ごみを堆肥化し、有機栽培の野菜を
栽培する、会員制の貸し出しeco畑です。
住
TEL
営
休

小金井市桜町2-7
090-3133-8386
9:00 〜 15:00
月・水・金曜日

A-39 リアット！

アクウェルモール店

靴修理10％割引（一部割引対象外あり）
靴とバッグのクレンジング&ケア、修理、合鍵作製の専門店です。
お手入れ品も揃っています。
住 小金井市本町6-14-28-105
アクウェルモール
武蔵小金井1階
TEL 042-382-8004
営 10:00 〜 20:00
休 1／1、2のみ

A- 41 Wild Cherry Blossom -HOSTEL,TOKYO
KOGANEI宿泊の方限定
ドリップコーヒー 1杯をサービス（ご本人様分のみ）

日本屈指のプロミュージシャンから、アマチュア・カラオケ会まで、
幅広くご利用いただけるステージ。お食事･お飲み物を召し上がり
ながら、ゆったりお過ごしいただけます。

地域密着型の宿泊施設です。明るい雰囲気で清潔なお部屋をリー
ズナブルな価格でご用意しています。

住 小金井市本町6-5-3
シャトー小金井 地下1階
TEL 042-203-3277
営 20:00 〜 2:00
休 月・火曜日

住 小金井市本町
4-15-14
GH01小金井
TEL 042-401-1221
営 7:00 〜 23:00
休 なし

後援：小金井市商工会

提 携店
MAP

A

ミアボッカ A-25

MAP
MAP

A-11 プレイヤーズ

B

キイロ B-16

武蔵小金井
八王子

新宿

南口

A-39 リアット！

南口

IKUKO（3F）
A-28

ITER（1F）A-19

A-15

A-6

Zoff（2F）

SoCoLA
武蔵小金井

連雀通り

かわせみ手芸店

（2F）

A-5 Juwel 4U

C

フォレスト・マム A-10

A-27 家づくりカウンター（2F）

Wild Cherry
Blossom

Yuusui A-13

2022年度小金井 宮地楽器ホール

主催公演ラインナップ

第二小学校
桜町病院
上水公園

稲穂神社前
本町二丁目

小金井郵便局

井街道
新小金

けやき通
り

C-34
宮地楽器

小金井店ショールーム C-12

グレース整体院 C-31
八王子

東急スポーツオアシス
C-14

武蔵小金井

新宿

〒184 - 0004 東京都小金井市本町6 -14 - 45

（株）福田設備 D-35

小金井
街道

東京経済大学

D-2 えこる

東京農工
大学

MKパーソンズ

TEL :042- 380 - 8077／ FAX :042- 380 - 8078
チケットデスク TEL :042- 380 - 8099

ht tps://koganei- civic- center. jp

受付時間

9:00 〜 20:00

10:00 〜 19:00
休 館日

2 3

D-17 割烹 たけ

第 ・ 火曜日（祝日の
場合はその直後の平日）、

多磨霊園

年末年始および
保守点検日

北口

JR中央線

武蔵小金井駅

八王子

南口

［施設利用申込］
［チケット購入・予約］

前原交番前

MEGAドン・キホーテ

開館時間

9:00 〜 22:00

アクウェル
ロータリー
モール
正面入口

イトー
ヨーカドー
フェスティバル
コート

楽屋入口
小金井市役所

小金井消防署前

新宿
小金井街道

新小金井街道

D-33

武蔵野公園
小金井南中西

@koganei_civic

小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）

武蔵小金井
南口

当館
Twitterへ
アクセス！

イベント情報はもちろん、出演者のオフショットや
レポート、文化にまつわる豆知識などをつぶやい
います。ぜひ“フォロー”してください。
公式

あいたい屋

北口

MEGAドン・キホーテ

D

Twitter でさらに楽しい情報GET

C-1 足道楽

小金井美装 C-32

主催公演
ラインナップへ
アクセス！
緑町四丁目

北大通り

めぐる C -37
本町
小学校

（株）ラフライトン

緑中央通り

小金井街道

本町団地入口

先行予約や会員価格でご購入いただける
主催公演は、館内設置のリーフ
レットや当館ホームページより
ご確認ください。

C-38

上水公園入口

フレッシュネスバーガー
C -23

燻薫 B-18

栗山公園

第一中学校

学芸大
グランド入口

酒の佐藤商店 B- 4

A-41
A 8 ハコマルギフト

C-36 みみコンeco畑

C -24 へんくつや

すずのすけの豆 B-21

和花 A-26

ジョナサン 前原坂上

小金井市役所
第二庁舎

C -29 オフィス ワイ･ツー

MAP

彩食遊膳

質屋坂

TERAKOYA
A-7 （本店ブティック）

A-22
でみcafe

B-20 酒美飯囲 ひろし

太陽病院

上島珈琲店

（2F）

小金井 小金井
市役所 消防署

MAP

東小金井

ピカール（1F） A-9

A-40

A-3

カラオケ館 A-30

イトーヨーカドー

Rosy Note Stage
and Diner（B1F）

nonowa
武蔵小金井
SOUTH

SoCoL A
武蔵小金井クロス
連雀通り
小金井市役所
第二庁舎

前原坂上

2022.4

