
デジタルお買い物ラリー参加店⼀覧(123店舗)

No エリア 店名 市区町村 町名番地 建物名 電話番号 定休⽇
1 北品川 花フローリスト はなの樹 品川区 北品川1-2-13 03-3472-2305 ⽇・祝
2 北品川 関⽣花店 品川区 北品川1-24-20 03-3471-3424 ⽇・祝
3 北品川 東海道品川宿 そば処いってつ 品川区 北品川1-30-23 03-3471-3842 ⽕・祝⽇の⽉
4 北品川 洋⾵居酒屋 キンバル 品川区 北品川2-2-11 03-6451-4624 ⽇・祝(祝⽇は不定期)
5 新⾺場 中華⾷堂 味丸 品川区 北品川2-23-1 本⽥ビル１F 03-3458-0939 ⽇・祭・第2,4⽉
6 新⾺場 品川屋海苔店 品川区 北品川2-26-19 保川ビル 03-3471-4649 ⽇
7 新⾺場 いっぷくとう 品川区 北品川2-4-18 03-3471-8352 不定休
8 新⾺場 尾張屋 品川区 北品川2-4-21 尾張屋ビル⼀階 03-3471-3748 ⽇・祝
9 新⾺場 株式会社若素園 品川区 北品川2-6-13 03-3471-3582 ⽇・祝
10 新⾺場 タイムインハートCAT店 品川区 東品川1-29-31 03-5463-1201 ⽇・⽊
11 新⾺場 ベーカリーししまる 品川区 南品川1-1-2 03-3450-5720 ⼟・⽇・⽉・祝
12 新⾺場 ビーンズステーション 品川区 南品川2-10-5 中垣ビル１F 03-5463-5228 祝
13 ⻘物横丁 スパゲッティハウスオリーブ 品川区 南品川2-7-12 03-3474-3438 ⽇、祝
14 ⻘物横丁 ワイン⾷堂ゴッツヴィゴーレ 品川区 南品川2-7-13 君嶋ビル2F 03-3472-0052 ⽇曜⽇
15 ⻘物横丁 いさりび ⻘物横丁店 品川区 南品川2-7-18 TYビル2F 03-6718-4920 なし
16 ⻘物横丁 遠州家 品川区 南品川2-8-10 03-3471-7278 ⽇・⽉
17 ⻘物横丁 寿司しながわ葵 品川区 南品川3-5-3 ⻘横ビル4階 03-6712-9656 ⽉
18 ⻘物横丁 気まぐれ厨房ごっつ ⻘物横丁店 品川区 南品川3-6-3 佐瀬ビル2Ｆ 03-3458-1820 ⽇
19 ⽴会川 Cafe Lotty(カフェロティ) 品川区 東⼤井2-23-2 03-3768-4324 なし
20 ⽴会川 フラワーショップ花仙 品川区 東⼤井2-24-11 03-3766-8701 ⽇
21 ⽴会川 バッカス 品川区 東⼤井2-25-21 酒井ビル1F 03-3766-3372 ⽇
22 ⽴会川 酒井理髪店 品川区 東⼤井2-25-21 03-3761-1534 ⽉・第2第3⽉・⽕
23 ⽴会川 スナックヒーロー 品川区 東⼤井2-25-21-B1 酒井ビル 3-6459-6579 ⼟・⽇・祝
24 ⽴会川 ヤマキいとう 品川区 東⼤井2-28-1 03-3761-8865 ⽇
25 ⽴会川 しなちるママの野菜畑 品川区 南⼤井1-1-18-1F 03-6423-0204 ⽇・祝
26 ⽴会川 チグサ屋 品川区 南⼤井4-3-16 03-3762-5058 ⽔
27 ⽴会川 Mother Nature's Son 品川区 南⼤井4-4-5 バストーク南⼤井101 03-6459-6913 ⽉
28 ⽴会川 ヘアーサロンカワグチ 品川区 南⼤井4-5-12 03-3765-9037 ⽉・⽕
29 ⽴会川 ⼤渕⽶店 品川区 南⼤井4-9-2 03-3761-4669 ⽇・祝
30 ⽴会川 ⾃転⾞の松原商会 品川区 南⼤井5-10−6 03-3768-4936 ⽊
31 ⽴会川 ⿃新 品川区 南⼤井5-9-4 03-3762-3707 ⽇・⽊・祝
32 ⽴会川 お茶の萬寿園 品川区 南⼤井5-12-9 03-3765-8549 ⽇
33 ⼤井町 COFFEE&SWEETS AWAYA（アワヤ洋菓⼦店） 品川区 東⼤井5-3-10 03-3471-9038 毎週⽕及び隔週⽉
34 ⼤井町 Hush Puppies ⼤井町店 品川区 ⼤井1-1-16 03-3778-2492 ⽕
35 ⼤井町 メガネのハヤシ 品川区 ⼤井1-1-16 03-3772-5927 ⽔
36 ⼤井町 an's kitchen 品川区 ⼤井1-20-21 YSビル 03-6429-7123 ⽇
37 ⼤井町 ショップみたけ 品川区 ⼤井1-43-9 03-3778-7887 ⽉・毎⽉第3⽕
38 ⼤井町 Pain de kakko（パン・ド・カッコ） 品川区 ⼤井2-26-5 コーポかなり１Ｆ ⽉
39 ⼤井町 有限会社アクツ電気 品川区 ⼤井3-5-7 03-3773-1062 ⽔・祝
40 ⼤井町 杏林堂薬局 品川区 ⼤井4-25-42 03-3771-4906 ⽇・祝（⼟は午前のみ）
41 ⼤井町 三松堂 品川区 ⼤井4-7-1 03-3772-8606 ⽇
42 五反⽥ (株)坂本商店 品川区 東五反⽥1-14-9 03-3443-8611 ⽇・祝
43 五反⽥ 岡崎写真館 品川区 東五反⽥1-21-9 03-3445-1505 ⽇・祝
44 五反⽥ 信濃屋+ 品川区 ⻄五反⽥1-11-5-1F 03-6417-4136 ⽇・祝
45 不動前 Yuu's PIZZA 品川区 ⻄五反⽥4-30-7 丸美屋ビル2階 03-6417-3050 ⽕
46 不動前 GRILL&BAR 種 品川区 ⻄五反⽥5-10-6 アスペンタワービル 03-5434-8228 ⼟・⽇
47 不動前 レストランアミティー 品川区 ⻄五反⽥5-10-6 アスペンタワービル  03-3493-5051 ⼟・⽇・祝
48 不動前 居酒屋⼭猿 品川区 ⻄五反⽥5-12-3 不動前駅前TQビル 03-3591-5470 ⽇(臨時休業の場合あり)
49 不動前 太陽堂 CurryDining Taiyodo 品川区 ⻄五反⽥5-9-5-B1 アーバンヒルズ不動前 03-6420-3950 ⽇・祝
50 ⼤崎広⼩路/五反⽥ 中華料理⾠⺒家 品川区 ⼤崎4-2-2 タツミビル1F 03-3491-3441 ⽇
51 ⼤崎広⼩路/五反⽥ オカジマ 品川区 ⼤崎5-6-13 03-3492-5547 ⽇・祭
52 ⼤崎 Pasco New Osaki 品川区 ⼤崎3-6-17 ニュー⼤崎ビル1F 03-3494-1456 ⼟・⽇・祝
53 ⼤崎 メガネドクター⼤崎店 品川区 ⼤崎3-6-17 ニュー⼤崎ビル1F 03-3490-9090 ⽉
54 ⼤崎/⻄品川 ビスポークテーラー阿部 品川区 ⻄品川3-9-10 03-3491-8740 不定休
55 ⼤崎/⻄品川 コーヒーロースト ドルチェバッハ 品川区 ⻄品川2-4-10 03-6417-9895 ⽔
56 ⼾越銀座 ⽯井⻘果店 品川区 ⻄品川2-13-3-101 03-3492-0480 ⽇・祭
57 ⼾越銀座 とごしぎんざの⽜乳屋 品川区 豊町1-4-11 03-3785-3617 ⽇
58 ⼾越銀座 Gallery KAMEI 品川区 豊町1-4-16 カメイビル・⼾越銀座通り 03-3783-0808 ⽕
59 ⼾越銀座 ⼾越銀座の洗たく屋 品川区 豊町1-4-18 03-3781-4238 ⽇・祝
60 ⼾越銀座 オトナメシ 品川区 豊町1-5-2 03-6426-6018 ⽇
61 ⼾越銀座 (有)中村忠商店 品川区 豊町1-5-2 03-3781-5129 ⽇
62 ⼾越銀座 ⾁の雲野(KUMONO) 品川区 ⼾越1-15-12 03-3782-1430 ⾦・⼟・⽇・祝
63 ⼾越銀座 瀬尾商店 品川区 ⼾越1-19-18 TKビル1F 03-3787-7207 ⽕
64 ⼾越銀座 ペットスマイル⼾越銀座店 品川区 ⼾越2-6-4-1F 03-5751-8697 なし
65 ⼾越銀座 後藤かまぼこ店 品川区 ⼾越2-6-8 03-3781-5686 ⽕
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66 ⼾越銀座 お肌の専⾨店 ⼗字屋 品川区 ⼾越3-2-2 03-3781-5992 ⽇・祝
67 ⼾越銀座 トミーズプリン⼯房 ⼾越銀座店 品川区 ⼾越3-2-4 03-6426-9200 なし
68 ⼾越銀座 ⻲屋万年堂 ⼾越銀座店 品川区 平塚2-16-2 03-3781-7010 元⽇のみ
69 ⼾越銀座 ペットスマイル⼾越銀座店駅前店 品川区 平塚2-17-11 03-3781-9382 なし
70 ⼾越銀座 芋standBYダンポテト 品川区 平塚2-18-5 090-4679-5473 不定休
71 ⼾越銀座 中津からあげ渓 ⼾越銀座本店 品川区 平塚2-18-5 03-3785-1177 なし
72 ⼾越銀座 ヘアーサロンロダン 品川区 平塚2-18-6 ロダンビル⼀階 03-3785-3886 毎週⽉・第⼆第三⽕
73 ⼾越銀座 クレスト⻭科クリニック⼾越 品川区 平塚2-18-7 第⼆⽯岡ビル101 03-6426-2570 ⽇・祝
74 ⼾越銀座 らーめんえにし 品川区 平塚2-18-8（2階） 藤井ビル2階 03-3788-5624 なし
75 ⼾越公園 近江屋早部酒店 品川区 ⼾越4-5-12 03-3785-0038 ⽕
76 ⼾越公園 カワコシ 品川区 ⼾越4-5-9 03-3783-4636 ⽉
77 ⼾越公園 ⾼村商店 品川区 ⼾越5-10-21 03-3785-0321 ⽇
78 ⼾越公園 エム アンド エス 品川区 ⼾越5-10-22 03-3783-2896 不定休
79 ⼾越公園 お茶のあらい 品川区 ⼾越5-11-3 03-3786-6276 ⽇(12⽉は無休)
80 ⼾越公園 Barber⼭⼝まごころ堂 品川区 ⼾越6-18-7 03-3783-1844 毎週⽉ ・第2第3⽕
81 ⼾越公園 勝男武⼠屋 品川区 ⼾越6-19-16 03-3782-0758 ⽕
82 ⼾越公園 三栄家具 品川区 ⼾越6-6-6 03-3784-2654 ⽔
83 ⼾越公園 SPICE DELI togoshikoen 品川区 ⼾越6-7-21 070-1072-3077 ⽕・⽔・⽊・⾦・⼟
84 ⼾越公園 御菓⼦司越路 品川区 ⼾越6−20ｰ11 03-3783-1326 ⽉
85 ⼆葉 洋⾷屋 喜平 品川区 ⼆葉1-14-23 03-6451-3557 ⽇・⽉ランチタイム
86 ⼆葉 ⽂具のゴイ 品川区 ⼆葉1-15-16 03-3781-3792 ⽇・祝
87 ⼆葉 おしゃの店ツカダ 品川区 ⼆葉1-15-18 03-3771-6784 ⽕
88 ⼆葉 くつろぎcafeやまぼうし 品川区 ⼆葉3-3-5 03-6320-0009 ⽔・⽇
89 中延 なんでも査定処 品川区 東中延2-1-18 プレミオ中延1F 03-6426-9961 ⽔
90 中延 九雲 品川区 東中延2-1-19 03-6426-8481 ⽔
91 中延 清⽔屋⾦物店 品川区 東中延2-1-19 03-3781-4967 ⽔
92 中延 ゴールドラッシュ 品川区 東中延2-6-16 03-6426-7732 ⽔
93 中延 お茶の⼀元園 品川区 中延2-16-4 03-3782-2363 ⽇
94 荏原中延 遠州屋横原商店 品川区 中延2-6-24 Beansビル 03-3781-9898 ⽇
95 荏原町 シューズショップカメヤ 品川区 中延5-1-2 03-3781-9920 ⽔
96 荏原町 シムラ化粧品店 品川区 中延5-12-1 03-3781-9951 ⽇
97 荏原町 池上精⽶店 品川区 中延5-13-14 03-3781-9717 ⽇・祝
98 荏原町 庄や荏原町駅前店 品川区 中延5-3-10 イセロクビル２F 03-5498-7270 なし
99 荏原町 てるてる鍼灸整⾻院 品川区 中延5-3-8 伊⾖屋ビル1F 03-6421-5760 ⽕
100 荏原町 ⼤漁丼家 縁 荏原町店 品川区 中延5-5-2 エスペランザ101 03-6885-8951 不定休
101 荏原町 EBA4 品川区 中延5-6-1 オオノビル１F 03-6426-2612 ⽉
102 荏原町 トルコレストラン DEDE 品川区 中延55-6-17 03-3786-5600 不定休
103 荏原中延 丸⽥商店 品川区 ⻄中延2-18-3 03-3783-9096 ⽇
104 武蔵⼩⼭ ヨシナカブレッド 品川区 ⼩⼭2-14-2 03-3785-2628 ⽇・祭
105 武蔵⼩⼭ ウシロヂ堂 品川区 ⼩⼭2-16-2 03-3781-8490 ⽇
106 武蔵⼩⼭ 茶問屋 ⼩澤園 品川区 ⼩⼭2-6-20 03-3782-1932 ⽇
107 武蔵⼩⼭ (有)フラワー花松 品川区 ⼩⼭2-6-21 03-3787-3264 無休
108 武蔵⼩⼭ いしい園 品川区 ⼩⼭2-7-15 03-3782-7178 ⽇
109 武蔵⼩⼭ スピードクリーナー ミュー 品川区 ⼩⼭2-7-21 03-3782-5305 ⽊・第三⽔
110 武蔵⼩⼭ ステーショナリー イエトミ 品川区 ⼩⼭3-22-18 03-3786-4147 無休
111 武蔵⼩⼭ 脱⽑・フェイシャルサロン JIGGLY 品川区 ⼩⼭3-23-2 03-6421-6175 無し
112 武蔵⼩⼭ 靴・鞄修理、合鍵のチャップリン 品川区 荏原2-１７-１９ 03-3787-5387 ⽔⼜は⽊
113 武蔵⼩⼭ 家具のウスイ 品川区 荏原3-7-6 03-3781-5607 ⽕(⽕祝は営業、3⽉,12⽉無休で営業）

114 旗の台 curry but curry 品川区 旗の台2-6-10 03-6312-1121 ⽕
115 旗の台 コーラル 品川区 旗の台2-7-1 03-3787-6362 ⽕
116 旗の台 満腹ラーメン富⽥屋 品川区 旗の台2-7-10 03-3788-9331 なし
117 旗の台 ヤマダクリーニング 品川区 旗の台2-7-6 03-3782-4575 ⽇
118 旗の台 レストランじれっ亭 品川区 旗の台2-9-22 03-3787-8931 ⽇
119 旗の台 尚雅堂 ⾦澤表具店 品川区 旗の台4-2-7 03-3781-9871 ⽇
120 旗の台 キッチン⼩林 品川区 旗の台4-3-6 03-3781-7557 ⽇・祝・第1・3⼟
121 旗の台 ⼩林⻘果 品川区 旗の台4-3-7 03-3781-3298 ⽇・祝
122 旗の台 エスポアこもり 品川区 旗の台4-6-1 03-3781-2233 ⽔
123 旗の台 沖⽥精⽶ 品川区 旗の台4-6-3 03-3781-6557 ⽇・⽉・祝


