
令和5年1月4日現在
店　舗　名 所　在　地 電話番号 定休日

㈱益子不動産 立川市富士見町１-33-8 （523）3921 水

(有)波多野米店 立川市富士見町2-32-34 （522）2884 日・祝

ファミリーマート立川富士見通り店 立川市富士見町3-4-12 （540）6416 無休

ローソン立川富士見町六丁目店 立川市富士見町6-48-27 （525）5414 無休

石川輪業 立川市富士見町7-22-12 （525）4074 水

シルバー人材センター柴崎本部 立川市柴崎町1-17-7 （527）2204 土・日・祝・年末年始

㈱正盛堂 立川市柴崎町2-17-6 （522）2328 日・祝

ファミリーマート立川駅南口店 立川市柴崎町3-3-7 （540）1029 無休

柴崎食糧販売企業組合 立川市柴崎町3-8-18 （522）3716 日

酒醍醐 立川市柴崎町4-6-19 （522）4926 不定休

㈱吾妻米店 立川市錦町1-4-7 （522）3964 日・祝

ドラッグストアーナンコードー錦町店
立川市錦町1-6-13
ハイツワタナベ １F

（525）2363 無休（1/1～1/3は休業）

セブン－イレブン立川錦町2丁目店 立川市錦町2-5-16 （524）5788 無休

(有)市川商店 立川市錦町2-11-23 （522）2396 日・祝

(有)森田太市商店 立川市錦町5-5-32 （522）4980 日

㈱富士技研 立川市錦町6-10-23 （522）2453 日

(有)狭山園 立川市羽衣町1-23-7 （527）0146 木

(有)羽衣商店 立川市羽衣町2-23-4 （522）4303 日

（有）マルヤマ 立川市曙町１-14-17 （522）2007 日・祝

尾崎商店 立川市曙町2-15-21
尾崎ビル4F

（522）3878 日・祝

セブン－イレブン立川曙町２丁目店 立川市曙町2-42-23 （521）2253 無休

セブン－イレブン立川曙町３丁目店 立川市曙町3-7-15 （523）0721 無休

(有)尾又商店（オマタストアー） 立川市高松町2-4-19 （522）3038 日

(有)横町屋 立川市高松町2-11-23 （522）2609 月

オマタ米店 立川市高松町3-14-14 （522）5547 日

(有)砂川屋 立川市高松町3-15-19 （522）3369 日・祝

(有)キネマ通り食糧販売所本木米店 立川市高松町3-20-11 （522）3811 日・祝

清水酒店 立川市栄町2-33-2 （536）0351 日

ファミリーマート立川通り店 立川市栄町3-53-1 （540）1228 無休

すぎうら 立川市栄町4-28-5 （536）0370 月、木

(有)ヤマコウ酒店 立川市若葉町1-12-4 （536）6356 水

けやき台団地自治会 立川市若葉町１-13-2 （535）7592 火、木、金、日

若葉町団地自治会 立川市若葉町4-25-１
西集会所（42号棟）

（537）0397 月、水、金、日

清水商店 立川市幸町1-5-1 （536）1370 日・祝

大黒屋 立川市幸町2-47-8 （536）0851 日・月・祝

マルコー幸米穀店 立川市幸町4-18-4 （536）6673 第一・第二・第三日

立川幸町団地自治会事務局 立川市幸町4-52-１
25号棟内

（536）6529 月、水、木、金、日
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セブン-イレブン立川市役所店 立川市泉町1156-9 （527）2279 無休
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店　舗　名 所　在　地 電話番号 定休日

ローソン立川柏町店 立川市柏町2-12-9 （537）0803 無休

ファーマシーミント 立川市柏町4-2-41 （536）3010 日・祝

立川柏町住宅団地管理組合法人 立川市柏町4-51-1 （536）６７６１ 土・日・祝

シルバー人材センター砂川分室 立川市砂川町1-52-17 （534）3222 土・日・祝・年末年始

セブン‐イレブン立川砂川町店 立川市砂川町2-40-4 （534）4966 無休

(有)梅田商店 立川市砂川町2-43-6 （536）2870 日

砂東食販 立川市砂川町3-41-2 （536）2513 日・祝

高杉商事㈱立川支店 立川市砂川町5-16-2 （847）6411 土・日

(有)吉澤商店 立川市砂川町6-3-1 （535）4641 月

(有)梅田酒店 立川市上砂町3-11-19 （536）2321 日

Yショップ上砂町店 立川市上砂町4-40-1 （536）2824 日

ファミリーマート立川上砂町五丁目店 立川市上砂町5-1-8 （538）4046 無休

セブン‐イレブン立川武蔵砂川駅前店 立川市上砂町5-48-2 （535）5166 無休

一
番
町

鈴忠まつい 立川市一番町6-5-3 042-506-8836 不定休

ファミリーマート西武立川駅南口店 立川市西砂町1-22-31 （520）2660 無休

セブン‐イレブン立川西砂2丁目店 立川市西砂町2-60-3 （531）8411 無休

西砂食品(有) 立川市西砂町4-2-2 （531）2558 日・祝日

シルバー人材センター西砂リサイクル事業所 立川市西砂町4-77-1 （569）3666 年末年始・月

文勝堂 立川市西砂町6-1-14 （531）2708 日・祝日

昭
島
市

ファミリーマート昭島武蔵野店 昭島市武蔵野2-12-25 042-500-6072 無休

立川市窓口サービスセンター
（立川タクロス1階）

立川市曙町2-2-27 （540）0020
年末年始と祝日、振替休日
（但し、元旦以外の祝日と土曜・日曜日が
重なった場合は業務を行います）

立川市錦連絡所
（子ども未来センター内）

立川市錦町3-2-26 （523）2141 土・日・祝・年末年始

立川市富士見連絡所 立川市富士見町7-17-12 （521）4686 土・日・祝・年末年始

立川市東部連絡所 立川市若葉町3-34-1 （536）6770 土・日・祝・年末年始

立川市西部連絡所 立川市西砂町6-12-10 （531）6953 土・日・祝・年末年始

●定休日以外に、年末年始・夏休みなどで臨時休業する場合がありますのでご容赦ください。
●携帯電話からお掛けの際は、店舗の電話番号に市外局番０４２を付けてください。
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