
❶10月1日（木） 11時～
池上駅北口広場

10月5日（月）～ 売り切れまで②常設販売

販 売 日 時

×7枚＋ ×5枚

八百吉青果店（池上柳本通り会／池上6-1-6） 金咲屋酒店（池上南口商店会／池上6-12-11）
ワタナベ電器（池上西銀座睦会／池上7-6-3） SANDO BY WEMON PROJECTS（本門寺通り商店会／池上4-31-16）

池上駅北口エスカレーターと
ケンタッキーフライドチキン様の間のスペース

※特設ブースではお一人様一回のご購入につき10セットまでとさせて頂きます。
※発熱症状・体調不良の方はご遠慮ください。
※お並びの際には、前後のお客様と距離を空けるようお願いいたします。
※混雑時には案内の誘導にご協力お願いいたします。

※1セットにつき、1,000円分のプレミアム付商品券（池上地域券）が付いてきます

池上地区商店会連合会エリアで使える

プレミアム付商品券
販売のお知らせ

【お問い合わせ】池上地区商店会連合会　
事務局長：深川（TEL：03-3751-9748）
池上地区商店会連合会事務局：東京都大田区池上6-1-6-201　
申請商店会：池上柳本通り会・池上本門寺通り商店会・堤方商栄会・池上東電通り会・池上姫沙羅通り会

池上地区商店会連合会公式ホームページにて
池上地域券使用可能店、販売店情報を随時更新中！

見本

1セット5,000円の商品券に
1,000円のおまけ付※

6,000円分使える！

区内共通商品券とセットで使いやすい！

販売価格：１セット5,000円（池上地域券のプレミアム1,000円付。6,000円分ご使用いただけます）
セット内容：【池上プレミアム付商品券】500円×7枚、【区内共通商品券】500円×5枚
使用期限：【池上プレミアム付商品券】2020年10月1日（木）～2021年2月15日（月）
　　　　　【区内共通商品券】発行日から5年間有効　※券種によって使用期限が異なりますのでご注意ください

大田区内共通
商品券500円

①特設ブース

❷10月2日（金）～10月4日（日）

つまり

限定1万
セット

（5,000万円分）

整理券
配布 12時～販売

開始

10時～販売
開始

購
入
時
の
注
意
事
項



池上のお店約160店舗で使えます
池上地区商店会連合会プレミアム付商品券

池上駅前通り商店会
君津屋 資生堂・コーセー・化粧品販売
欧風菓子エノモト 欧風菓子・喫茶店
おもちゃのオーツカ 玩具・おもちゃ販売
冨士ＳＯＮ もんじゃ・お好み焼き屋
アンジー池上店 美容室
くすの木薬局 調剤・お薬
資格学校アテナ池上校 パソコン教室
まつや文具店 文房具店
くしんぼうの食卓池上店 惣菜・お弁当販売
晴レ坊主 飲食店
コロラド 喫茶店
ビューティ美美 美容室
池上駅前整骨院 整骨院

池上柳本通り会
吉多屋呉服店 祭り衣装・衣料品店
●八百吉青果店 八百屋
ロースティングカフェ コーヒー豆店
フラワーショップ花徳 生花店
燕楽 とんかつ屋
ね、洗って。池上プレ店 クリーニング店
築地　日本海 寿司・飲食店
美容室ティアーラ 美容室
㈱ユニオンワークス 広告・印刷・デザイン会社

池上西銀座睦会
丸二青果　有限会社 八百屋
有限会社　湯川宝飾 貴金属販売
メガネストアー池上店 メガネ屋
オリゾン メガネ屋
炭火やきとり　てっぺん池上店 やきとり・飲食店
●ワタナベ電器サービス 池上店 家電販売店
スマイル薬局 薬局
ファッションヘア フカガワ 理容店
いけむら歯科クリニック 歯科医院
かねこデンタルクリニック 歯科医院
Blue+ 飲食店
工房チチ 服飾
蒲田屋 酒・ワイン専門店
美容室 Tomy 美容室

池上桜通り商店会
村石精米店  米屋・卸
桜館 さくらっ娘 ラーメン屋
池上オリエントベーカリー  パン屋
理容ワタベ 理容店
桜館 銭湯
渡辺接骨院 接骨院
とくもち歯科 歯科医院

池上東電通り会
インディアン　おやじ工房 ラーメン・カレー屋
梅善 飲食店
うなぎ焼とり釜めし　きさらぎ 飲食店
喫茶　マキ 喫茶店
くろむぎ堂 そば屋
居酒屋　池上油屋 飲食店
Hair Plan 髪企画 美容室
焼肉亭味仙 焼肉屋
洋食酒場ＮＩＮ忍 飲食店
生姜ラーメン 美空 ラーメン屋
イタリアンレストランvansan 飲食店
インド・ネパール料理 ROSNI（ロサニ） 飲食店

姫沙羅通り会
椿屋珈琲 喫茶店・小売

わかくさ庵 そば屋
漢家店（ハンジャテン） 中華料理店
中華料理 十番 中華料理店
あじさい スナック・カラオケ店
ミニストップ池上６丁目店 コンビニエンスストア
ASA 朝日新聞池上専売所 新聞販売店
輪太郎 バイク販売・修理
ヘアーサトー 理容店

池上南口商店会
寿々苑 焼肉屋
玄海鮨 鮨屋
揚州商人 ラーメン・中国料理
成田家 飲食店
滝亭 飲食店
ロダンテクニカル 理容店
風神雷神 飲食店
アールツーホーム大田店 ハウスリフォーム
センチェリー21（株）永遠楽 不動産屋
理容　三愛 理容室
セイムス池上駅前店 ドラッグストア
マルセー 弁当販売
●金咲屋 酒屋
セブンイレブン 大田区池上駅南店 コンビニエンスストア
トーホー・ジェム 宝石・貴金属店
メガネのクズミ メガネ屋
ワキタ眼科 眼科・治療
ヤマザキ電化　池上館 家電販売店
うさ喜 飲食店
リズム鍼灸治療院 鍼灸院
Re 楽酒 HanaRe 飲食店
F2Fクリーニング クリーニング店
目利きの銀地 飲食店

池上仲通り商店会
蒲田屋 酒・ワイン専門店
三澤薬局 薬局
駿河屋商店 削節販売・卸
お茶　香露園 茶葉販売
ヘアーサロン　しゃれる 理容店
酒店　遠州屋 酒・タバコ販売
魚久 鮮魚店
ね、洗って。池上メルシー店 クリーニング店
フラン・フラン 衣料品店
ペットサロン　Birthday ペットトリミング
アンフライ 婦人服店
セブンイレブン 大田区池上３丁目店 コンビニエンスストア
せわのわ 健康食堂・調剤薬局
會心堂 印鑑・印章・ゴム印
太陽整骨院 整骨院
ACTUS+STYLE 衣料品店
スター 理容室
バンブル B 生花店
Amy ネイルサロン
ら京 飲食店
ラーメン晃輝 ラーメン屋
ホワイト急便池上 3丁目店 クリーニング店
デラ・ムラマツ 衣料品店
O-GIN バー

池上本通り商店会
佐藤理容店 理容店
菜香楼 中華料理店
ツルハドラッグ池上駅前店 薬局
イタリア食堂 グランデ 飲食店
スター楽器 池上ショールーム 音楽教室・楽器販売
wnico 生花店
カラオケ ROCK カラオケ店

カワナ理容室 理容店
ほんまクリーニング池上駅前店 クリーニング店

堤方商栄会
インテリア井口 インテリア
㈱土田塗料店 塗料販売店
㈱西牧電機商会 家電販売店
こしばやし寝装 寝具販売店
八百吉 青果店
喜代美 小料理屋
大仙 焼肉屋
バール ミモザ 飲食店
はりねずみベーカリー パン・雑貨販売店

池上本門寺通り商店会
釜めし にれの木 釜めし屋
服部呉服店 呉服店
にぎり処 道祖神 寿司屋
㈲石田硝子 硝子・サッシ店
ご一緒 飲食店
花見せんべい吾妻屋 せんべい屋
シマヤ洋品店 洋品・学生服店
シマヤ文具店 文具事務用品店
ブルールーム池上 ショットバー
ジュエル服部 宝石・時計店
BAR 自由雲 バー
美容室友&友 美容室
ますだや 日本そば屋
サウサリート 喫茶店
雲山堂 仏壇・仏具店
喜久屋 ミニ纏製造販売
モードサロン若草 婦人洋品店
ヴェール エ ブラン 飲食店
ハヌマン 飲食店
トラットリア ロッソーレ 飲食店
喫茶店 薫風 喫茶・飲食店
美容室 arc 美容室
㈱アイシテル ホームページ制作会社
司法書士事務所ワン・プラス・ワン 司法書士
Nonbiri (ノンビリ) 飲食店
中華料理 夢食堂 中華料理店
plate lunch Nanary 飲食店
浅野屋本舗 葛餅屋
MARQUEES バルーンショップ
●SANDO BY WEMON PROJECTS カフェ

表和会
ごまの店 いい友 ごま製品販売
花弥多 生花店
池田屋 葛餅屋
藤乃屋 葛餅屋
ヤシパン パン屋

そのほか
古民家カフェ 蓮月（大田区池上 2-20-11） カフェ
HITONAMI（大田区池上 5-3-6） カフェ
羽田バル（大田区西蒲田７-41-8 2F） 飲食店
HANEDA SKY BREWING 飲食店
（大田区羽田空港 1-1-4 羽田イノベーションシティ 2F）

●印の付いている店舗は商品券の販売店舗です。区内共通商品券の取扱店舗とは一部異なりますのでご注意ください。
使用可能店舗、販売店舗に追加があった場合は池商連公式ホームページにてお知らせいたします。ホームページQRコード →

見本

【お問い合わせ】
池上地区商店会連合会　

事務局長：深川
TEL：03-3751-9748

取扱店舗随時募集中！


