店名/屋号

住所(上)

住所(下)

電話番号

扱い品

ﾀﾞｲﾜﾝﾃﾚｺﾑ自由が丘

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-6421-1285

iphoneのﾊﾟﾈﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ

MILK LAND HOKKAIDO TOKYO

目黒区自由が丘1-26-16

山川ﾋﾞﾙ1・2階

03-3723-5700

PRｼｮｯﾌﾟ

ﾐｾｽｼｮｯﾌﾟ ﾋﾟｶ一

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-3717-4988

アクセサリー

花月

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート１階

03-3717-7804

アクセサリー

FETIA

目黒区自由が丘1-5-9

古川ﾋﾞﾙ1階

03-3718-1483

ｱｸｾｻﾘｰ

ピノキオ21

目黒区自由が丘１ー２７ー２

ひかり街１階

03ｰ3718ｰ9681

ｱｸｾｻﾘｰ･絵画･ｼﾞｭｴﾘｰ

D.couture

世田谷区奥沢5-42-3

trainchi ｃ101

03ｰ3721ｰ1345

ｱｸｾｻﾘｰ･服飾雑貨

ﾅﾁｭﾗﾙｽﾄｰﾝ千美

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-5731-7440

ｱｸｾｻﾘｰ販売

ﾌﾗｯﾄ

目黒区自由が丘1-8-21

ﾒﾙｻﾊﾟｰﾄ1

03-5726-9820

ｱﾊﾟﾚﾙ

ｼﾞｬﾝｾﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘2-16-22

陽輪台自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4521

ｱﾊﾟﾚﾙ製造小売業

ﾌﾛﾑ・ﾅｳ・ｵﾝ

目黒区自由が丘3-6-8

黒沢1階貸店舗

080-3301-3772

ｱﾛﾏ雑貨

アキノスキャビン

目黒区自由が丘１ー２７ー２

ひかり街ビル１階

03ｰ5731ｰ5414

ｱﾝﾃｨｰｸｱｸｾｻﾘｰ･小物

ぴあ～ず

目黒区自由が丘1-27-1

ｻﾝﾘｷ

03ｰ3724ｰ2011

ｱﾝﾃｨｰｸ雑貨･陶磁器他

ｸｰﾙﾄﾞﾌﾙｰﾙいけばな小原流

目黒区自由が丘1-8-6

中島ﾋﾞﾙ3階

090-1552-4746

いけばな教室

LE FRECCE

目黒区自由が丘2-14-9

TheGoldcCoast自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-6421-3155

ｲﾀﾘｱﾝ

Cathy's trattoria

目黒区自由が丘2-11-11

水谷ﾋﾞﾙ2階

03-6421-1810

ｲﾀﾘｱﾝ

ﾜｲﾝとｲﾀﾘｱﾝ料理141

目黒区自由が丘2-14-1

とり正ﾋﾞﾙ3階

03-6421-3365

ｲﾀﾘｱﾝ

VINOTECA MESSINA

目黒区自由が丘1-11-4

二葉ﾋﾞﾙ1階

03-5701-7205

ｲﾀﾘｱﾝ

OIL&VINEGARﾚｽﾄﾗﾝ瑞穂

目黒区自由が丘2-8-8

LeCielBlueﾋﾞﾙ2階

03-6421-1211

ｲﾀﾘｱﾝ・ﾌﾚﾝﾁ

da l Barone

世田谷区奥沢3-12-6

ﾘﾝ・ｱﾙﾎﾞ奥沢1階

03-6421-9306

ｲﾀﾘｱﾝﾜｲﾝﾊﾞｰ・ﾚｽﾄﾗﾝ

BABBO ANGELO

目黒区自由が丘1-25-12

自由が丘ﾘ-ﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ2階

03ｰ5729ｰ4339

ｲﾀﾘｱ料理

ﾚｽﾄﾗﾝ ｳﾞｧﾝ･ｳﾞｨｰﾉ！

目黒区自由が丘2-15-24

03ｰ5731ｰ2632

ｲﾀﾘｱ料理

TAVERNA MESSINA

目黒区自由が丘２ー２０ー５

03ｰ3723ｰ4999

ｲﾀﾘｱ料理

La gita

目黒区自由が丘3-7-19

03-6459-5656

ｲﾀﾘｱ料理

パンコントマテ

目黒区自由が丘１ー２９ー１８

原ビル Ｂ１

03-3723-6746

ｲﾀﾘｱ料理

ｶﾌｪ･ﾗ･ﾎﾞｴﾑ自由が丘

目黒区自由が丘１ー４ー８

第一生命ﾋﾞﾙ１Ｆ・２Ｆ

03ｰ5731ｰ5050

ｲﾀﾘｱ料理

Tanta Risa 笑多

目黒区自由が丘1-5-8

藤屋産業ﾋﾞﾙ2階

03-6421-2755

ｲﾀﾘｱ料理

Straw Berry Labo

目黒区自由が丘1-26-9

三笠ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4900

いちごあめ

つき味

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘デパート３階階

すしの浜長

目黒区緑が丘2-16-18

芝原ビル1階

03-3723-3315

飲食

HOTCH POTCH自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-20

笹川ﾋﾞﾙ1階

03-3717-6911

ｲﾝﾃﾘｱ

ｲﾝﾃﾘｱﾌｧｸﾄﾘｰ ｿﾚｲﾕ

目黒区自由が丘２－１６－２２

陽輪台自由が丘ﾏﾝｼｮﾝ１階

03-5701-8571

ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

自由が丘ｳﾞｧｲｵﾘﾝ

目黒区自由が丘1-14-1

Gﾀﾜｰ3階

03-3725-7329

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ専門店

Bar

目黒区自由が丘1-3-24

藤巻ﾋﾞﾙ2階

03-5701-2521

ｳｲｽｷｰ

HGA

1階

ＣＴＣビル地下１階

飲食
雑貨

ほざかや

目黒区自由が丘１－１１－５

03-3717-6538

うなぎ

八沢川

世田谷区奥沢5-25-12

03-3717-7950

うなぎ

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｾﾗﾋﾟｰﾏｼﾞｯｸ自由が丘ｶﾄﾚｱ通り店

目黒区自由が丘2-5-6

ﾌﾗｯﾂ自由が丘105

03-6754-3714

ｴｽﾃ

ｲﾝﾄﾞｴｽﾃRise

目黒区自由が丘2-20-24

NOA自由が丘101

03-6884-5920

ｴｽﾃ

RIRE TokyoBeautySPA

目黒区自由が丘1-20-20

03-5726-9280

ｴｽﾃ

heven自由が丘

目黒区自由が丘1-8-19

自由が丘ﾒﾙｻⅡﾋﾞﾙ3階

03-3723-2234

ｴｽﾃ・化粧品販売

陰陽ｻﾛﾝHealth&Beauty

目黒区自由が丘1-16-10

大森ﾋﾞﾙ2・3階

03-6421-3787

ｴｽﾃｻﾛﾝ

ｻﾛﾝｱﾝﾋﾟｰﾙ

目黒区自由が丘3-10-21

メゾン赤松

03-5701-1929

ｴｽﾃｻﾛﾝ

ｱﾝｼﾞｪﾘｰｸ ｻﾛﾝ 自由ヶ丘

目黒区自由が丘1-26-1

SS自由ヶ丘ﾋﾞﾙ3階

03-3724-4833

ｴｽﾃｻﾛﾝ

ectoderm (ｴｸﾄﾀﾞｰﾑ)

目黒区自由が丘１ー３ー２２

ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞﾙ３階

03ｰ5701ｰ2226

ｴｽﾃｻﾛﾝ

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝｿｼｴ

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻﾊﾟｰﾄ2

03-5701-0136

ｴｽﾃｻﾛﾝ

ｷｬﾛﾘｰﾇ自由が丘店

目黒区自由が丘2-15-20

ﾒｲﾌﾟﾙﾂｲﾝﾋﾞﾙ2階

03-5726-3315

ｴｽﾃﾃｨｯｸ

ﾋﾟｭｰﾙｽﾊﾟ

目黒区自由が丘2-13-3

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄｱｲﾋﾞﾙ3階

03-5701-5701

ｴｽﾃﾃｨｯｸ・骨格調整施

SBS TOKYO

目黒区自由が丘2-9-10

自由が丘ﾐｯﾃﾋﾞﾙ2階

03-5731-9080

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ

Ailes自由が丘

目黒区自由が丘2-18-17

ﾒｿﾞﾝﾄﾞｺﾌﾚ自由が丘1地下1階

03-6421-3596

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ

Bido Jiyugaoka

目黒区自由が丘2-17-2

WAVE自由が丘1階

ﾗﾋﾟｽｸｰﾅ自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-5

村上ﾋﾞﾙ303号

03-5731-0920

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ

かんかん自由が丘

世田谷区奥沢5-29-8

ｶｰｻﾏｷ1階

03-3722-5891

ｴｽﾆｯｸ衣料・雑貨

ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘2-15-24

03-6421-2117

ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ専門店

ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｰﾓﾆｰ

世田谷区奥沢6-29-3

03-6805-9744

ｵｰｶﾞﾆｯｸﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ

ﾋﾟｭｰﾙ施療院

3Ｆ

ｴｰｽ奥沢ﾋﾞﾙ1階

化粧品

エステティックサロン

Beautiful Days

目黒区自由が丘2-14-8

ｺｰﾎﾟ住吉105

03-3718-7451

ｵｰﾀﾞｰｶｰﾃﾝ・ｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ

ｲﾝﾃﾘｱﾌｧｸﾄﾘｰﾙﾄﾞﾌｧﾝ

目黒区自由が丘2-2-19

ｻﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ１階

03-5701-6321

ｵｰﾀﾞｰｶｰﾃﾝ専門店

N-DRESS

目黒区自由が丘1-24-1

ｵｾﾙ自由が丘1階A

03-3718-5088

ｵｰﾀﾞｰﾄﾞﾚｽｼｮｯﾌﾟ

花菱

目黒区自由が丘１－３－２２

アンドービル １Ｆ

03-3718-6445

ｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞｽｰﾂ

パラスパレス

目黒区自由が丘２ー１６ー２５

NOVAビル１階

03ｰ3725ｰ6643

ｵﾘｼﾞﾅﾙ婦人服

喜多由

目黒区自由が丘１ー２６ー７

田中ビル２階

03ｰ3724ｰ8366

お好み焼

京乃臣

目黒区自由が2-14-2

03ｰ3723ｰ9600

お好み焼

嫩樹

目黒区自由が丘1-25-5

山内ﾋﾞﾙ2階

03-3717-5610

お好み焼き

目黒区自由が丘

ﾌﾘｰﾀﾞﾑ ﾋﾞﾙ2階

03-3723-6947

お好み焼き

03ｰ3717ｰ0853

お茶

鉄板焼

お好み焼

もんじゃ焼

良

1-26-8

敷島園

目黒区自由が丘１ー２８ー８

いなげや自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-16

自由が丘会館地下1階

03-5726-4366

お弁当

ｶｰﾃﾝﾌｧﾌﾞﾘｯｸ ｹｰﾋﾞｰ

目黒区自由が丘１－２３－２

ＵＴＲビル３階

03-5729-0451

カーテン

フィーク自由が丘店

目黒区自由が丘３ー１６ー１９

自由が丘ﾊｲﾀｳﾝﾋﾞﾙ１階

03ｰ3718ｰ4111

カーテン・家具

La terre

世田谷区奥沢5-24-4

eisu自由が丘ﾋﾞﾙ1階

080-3401-3868

ｶﾞｰﾃﾞﾝ雑貨生花他

ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾅｰｽﾞｸﾗﾌﾞ

世田谷区奥沢5-24-4

eisu自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-5731-6301

ｶﾞｰﾃﾞﾝ雑貨販売

ﾅﾁｭﾗﾙｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ院

目黒区自由が丘1ｰ8ｰ20

自由が丘第一ビル６階

03ｰ3723ｰ1321

カイロ・整体

ＳＴＡＲｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸ

世田谷区奥沢5-27-5

魚菜ﾋﾞﾙ507号

03ｰ3725ｰ7731

ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨﾂｸ

黒船

目黒区自由が丘1-24-11

ﾊﾟｻﾊﾟ1階

03-3725-0038

ｶｽﾃﾗ・どら焼き・ﾗｽｷｭ

03-6421-2474

ｶﾌｪ

自由が丘店

大衆酒場DOUZE 12+

目黒区自由が丘1-15-16-1階

珈琲茶館集&ｶﾞﾄｰﾅﾁｭﾚｰﾙｼｭｳ

目黒区自由が丘2-10-4

ﾐｽﾞﾉﾋﾞﾙ1.2階

03-3723-9785

ｶﾌｪ

News Cafe'

目黒区自由が丘2-9-11

八幸ﾋﾞﾙ401

03-3725-6450

ｶﾌｪ

JIYUGAOKA BAKE SHOP

目黒区自由が丘2-16-29

ｱｲ・ﾋﾞｼｵｽ自由が丘4階

03-3723-2040

ｶﾌｪ

BLUE BOOKS Cafe JIYUGAOKA

目黒区自由が丘2-9-15

ﾕﾚｶﾋﾞﾙB1階

03-6825-8686

ｶﾌｪ

ふなわかふぇ

目黒区自由が丘1-26-2

03-3723-4001

ｶﾌｪ

ﾄﾞﾄｰﾙｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-6

03-3723-0006

ｶﾌｪ

花きゃべつ

目黒区自由が丘1-7-3

03-3724-0310

ｶﾌｪ

FLIPPER'S

目黒区自由が丘1-8-7

栗の木ﾋﾞﾙ3階

03-5731-1185

ｶﾌｪ

LATTE GRAPHIC

目黒区自由が丘1-8-18

ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ2階

03-6421-2242

ｶﾌｪ

ﾚｰﾝﾃｨｰﾝ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-3723-9432

ｶﾌｪｶｰﾃﾝ、雑貨

＆1F(ｱﾝﾄﾞﾜﾝｴﾌ）

目黒区自由が丘2-11-9

松田ﾋﾞﾙ

03-5731-3093

ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

ﾌｪﾘｰﾁｪ自由が丘店

目黒区自由が丘1-12-6

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ地下1階

03-6421-2270

ｶﾌｪﾊﾞｰ

㈲ポパイ写真材料店

目黒区自由が丘２－１０－２

ポパイビル １Ｆ

03-3718-3431

カメラ

オレンジムーン

目黒区自由が丘２－１５－６

03-3724-9195

カラオケ

ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵXIANG XIANG

目黒区自由が丘1-2-14

Y&M自由が丘3階

03-6421-3985

ｶﾗｵｹｽﾅｯｸ

ｶﾗｵｹﾊﾟﾌﾞＰ＆Ｂ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートﾋﾞﾙ２階

03-3723-8778

ｶﾗｵｹﾊﾟﾌﾞ

ｶﾗｵｹﾊﾛﾝｻﾛﾝ自由が丘北口店

目黒区自由が丘1-12-10

ﾌｧﾆｰ自由が丘ﾋﾞﾙ1・2階

03-6421-2883

ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ

株式会社ｵｰｷｽ

目黒区自由が丘1-22-3

ｵｰｷｽ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03ｰ5731ｰ3681

ｶﾞﾗｽ･ｼﾞｭｴﾘｰ

ｶﾞﾗｽ工房ジーラソーレ

目黒区自由が丘1-17-15

ﾏﾙｷｰｽ自由が丘1階

03-3725-7229

ｶﾞﾗｽ工芸教室

HALI'S

目黒区自由が丘1-22-3

石川ｽｲ様方

03-6421-4163

ｶﾞﾗｽ工芸教室

ｽﾀｼﾞｵP･Y･P

目黒区自由が丘2-17-11

丸元ﾋﾞﾙ3階303号

080-4350-8686

ｶﾙﾁｬｰｽﾀｼﾞｵ

ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙAngelo（ｱﾝｼﾞｪﾛ）

目黒区自由が丘2-16-25

ｼｸﾞﾅﾙﾋﾙﾋﾞﾙB1階

03-3725-9341

ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ

五十嵐金物店

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート １Ｆ

03-3717-0227

ｷｯﾁﾝ用品

ARTFORUM One's

目黒区自由が丘１－２９－１７

夢の樹ヒルズ ５Ｆ

03-3718-7300

ギャラリー

ﾃﾞｨｷﾞﾅｰ

目黒区自由が丘1-11-2

03-6421-1517

ｷﾞｬﾗﾘｰ

gallery to plus

目黒区自由が丘1-12-4

03-3491-6800

ｷﾞｬﾗﾘｰ

guild

目黒区自由が丘1-20-8

03-3724-1238

ｷﾞｬﾗﾘｰ・ﾚﾝﾀﾙﾎﾞｯｸｽ

ｷﾞｬﾗﾘｰ自由が丘

世田谷区奥沢5-41-2

ｱﾄﾗｽ自由が丘1階

03-6715-6551

ｷﾞｬﾗﾘｰ運営

ｱﾘｳﾞｪﾃﾞﾊﾟｰﾙ自由が丘店

世田谷区奥沢5-42-3

trainchi2階

03ｰ5483ｰ3221

ｷﾙﾄ･ｱｸｾｻﾘｰ･ﾊﾞｽ･ｷｯﾁﾝ

THE BARKERY

目黒区自由が丘1-29-5

自由が丘共同ﾋﾞﾙ

03-5701-7090

ｸﾞｯｽﾞ・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ・生体

ｽﾀｼﾞｵ・ｴﾝｼﾞｪﾙ

世田谷区奥沢5-26-10

昭栄ﾋﾞﾙ4階

03-3718-5021

ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ教室

ﾃﾞﾋﾞﾙｸﾗﾌﾄ自由が丘

目黒区自由が丘2-12-18

ｼﾞｪｲﾊﾟｰｸ自由が丘1階

03-5726-9072

ｸﾗﾌﾄﾋﾞｰﾙ・ｼｶｺﾞﾋﾟｻﾞ

ｼﾛﾔｸﾘｰﾆﾝｸﾞ北自由が丘店

目黒区自由が丘1-22-4

ｷｲﾉｰﾄ自由が丘1階

03-3718-5370

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

白洋舎自由が丘ｻｰﾋﾞｽ店

目黒区自由が丘2-14-1

ｱﾃﾈﾋﾞﾙ1階

03-3717-3522

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

純子ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ自由が丘

目黒区自由が丘2-16-11

03-3718-1333

ｸﾘﾆｯｸ

MOMI&TOY'S

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ自由が丘ﾊﾟｰﾄ２ﾋﾞﾙ1階

080-3751-6946

ｸﾚｰﾌﾟ・ﾄﾞﾘﾝｸ

ルピシア

東京都目黒区自由が丘1-26-7

田中ビル1階

03-5731-7370

紅茶

Sunset coffee

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ1階

03-5726-9203

ｺｰﾋｰ

こ豆自由が丘

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート１階

03-5731-5595

ｺｰﾋｰ豆販売

ﾊﾟﾝの田島自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-11

水谷ﾋﾞﾙ1階

03-6421-2015

ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ専門店

ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞ自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-15

ﾕﾚｶﾋﾞﾙ1階

03ｰ5731ｰ8458

ｺﾞﾃﾞｨﾊﾞﾁｮｺﾚｰﾄ販売

ｺﾞﾙﾌｽﾀｼﾞｵG-HEART

目黒区自由が丘2-17-16

THE FRONTﾋﾞﾙB1階

03-5654-7072

ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ

ｺﾞﾙﾌﾜｰﾙﾄﾞ

目黒区自由が丘2-11-8

ｷﾈｽﾋﾞﾙ2階

03-6421-4818

ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ

沢田ﾋﾞﾙ

ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ地下1階

自由が丘ｺﾞﾙﾌｽﾀｼﾞｵ

目黒区自由が丘2-12-13

Jｸﾞﾗｽﾋﾞﾙ地下1階

03-3724-8556

ｺﾞﾙﾌｽｸｰﾙ

株式会社YAGOKORO

目黒区自由が丘2-9-15

宮崎ﾋﾞﾙ3階B

03-3724-8556

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ自由が丘学園通り店

目黒区自由が丘2-3-12

ｾﾚﾅｳﾞｨｰﾀ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-5701-2066

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ自由が丘駅前店

目黒区自由が丘2-13-1

ﾁｪｽﾅｯﾄﾋﾙｽﾞ3 1階

03-5701-6381

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

Regetta Canoe自由が丘

目黒区自由が丘2-16-11

03-3724-7640

ｺﾝﾌｫｰﾄｼｭｰｽﾞ・ｻﾝﾀﾞﾙ

仙豆のちから自由が丘店

目黒区自由が丘1-24-6

03-6459-5257

ｻｰﾋﾞｽ

AmiCono

JIYUGAOKA

世田谷区奥沢5-27-9

03-5755-5183

ｼﾞｪﾗﾃﾘｱ

walk-styleJiyugaoka

世田谷区奥沢5-40-4

080-5323-7470

ｼｭｰｽﾞ販売

03-6421-1369

ｼﾞｭｴﾘｰ

MTB

GROVEﾋﾞﾙ301
ｼﾞｮﾜｾｿﾞﾝ自由が丘1階

ﾚﾀﾝﾄﾝ自由が丘

目黒区自由が丘2-7-19-2階

白扇堂

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3725-8910

ｼﾞｭｴﾘｰ・靴・ﾊﾞｯｸ

Bar Gently

目黒区自由が丘2-9-10

本村ﾋﾞﾙB1階

03-5726-8181

ｼｮｯﾄﾊﾞｰ

ﾗｸｰﾙ

目黒区緑が丘2-25-7

03-5731-6624

ｽｲｰﾂ販売・飲食

自由が丘スイーツフォレスト

目黒区緑が丘2-25-7

03-5731-6624

ｽｲｰﾂ販売・飲食

OCEAN

世田谷区奥沢6-20-1

ﾕﾀｶﾌｫﾚｽﾄ自由が丘1ﾋﾞﾙ1階

03-6809-7108

ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ業務

Aesop自由が丘店

目黒区自由が丘1-25-12

ﾘｰﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ101

03-6421-1877

ｽｷﾝｹｱ製品・小売販売

癒しと温かな手の学校

目黒区自由が丘2-8-2

ﾗｳﾞｨｰﾀC棟1階

03-3725-1926

ｽｸｰﾙ

厚切りｽﾃｰｷJIKABY

目黒区自由が丘2-11-16

03-3725-4531

ｽﾃｰｷ

Dr.ｽﾄﾚｯﾁ自由が丘店

目黒区自由が丘1-9-3

自由が丘第2ﾋﾞﾙ2階

03-3725-1383

ｽﾄﾚｯﾁ

ビースリー

目黒区自由が丘１ー２９ー１８

本多ビル１階

03ｰ3717ｰ3306

ｽﾄﾚｯﾁﾊﾟﾝﾂ他

ﾙｰﾌﾞﾙ

目黒区自由が丘1-25-5

五十嵐ﾋﾞﾙ2階

03-3717-5368

ｽﾅｯｸ

ワィワィルームTom Tom

目黒区自由が丘１－２５－４

２Ｆ

03-3717-0609

ｽﾅｯｸ

松島

目黒区自由が丘1-25-4

2Ｆ

03-3725-7314

ｽﾅｯｸ

ﾃﾞﾘｼｬｽ

目黒区自由が丘1-25-2

松山ﾋﾞﾙB1階

03-3718-1887

ｽﾅｯｸ

ｽﾅｯｸしらかわ

目黒区自由が丘1-25-3

小野ﾋﾞﾙ2階

03-3723-5123

ｽﾅｯｸ

SNACK Sule

目黒区自由が丘2-9-10

本村ﾋﾞﾙB1階

03-3725-9882

ｽﾅｯｸ

ｽﾅｯｸ みちのく

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート ３Ｆ

03-3718-6817

ｽﾅｯｸ

白搭

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 3Ｆ

03-3718-6839

スナック

ﾎﾟﾙｼｪ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

03-3723-7343

ｽﾅｯｸ

赤い靴

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾋﾞﾙ３階

スナックヨーコ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

03-3724-6963

ｽﾅｯｸ

VALLOTA

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-5731-5095

ｽﾅｯｸ

ｽｺｯﾁﾊｳｽ 花夢

目黒区自由が丘２ー１１ー１６

リベルテビル ３Ｆ

03-3723-6671

ｽﾅｯｸ

TRIBE

肉業態

ｽﾅｯｸ

華

目黒区自由が丘２ー１１－１６

リベルテビル

03ｰ3723ｰ1832

ｽﾅｯｸ

藤

目黒区自由が丘２ー１１ー１６

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙ３階

03ｰ3718ｰ0117

ｽﾅｯｸ

Snackら・ら

目黒区自由が丘2-11-16

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙ地下1階

03-6421-4839

ｽﾅｯｸ

しんぐるらいふ

目黒区自由が丘２－１４－２

03-3724-6973

ｽﾅｯｸ

ｽﾅｯｸ マミー

目黒区自由が丘２－１４－２

03-3717-7038

ｽﾅｯｸ

ピーシアン

目黒区自由が丘２－１４－２

03-3724-0802

ｽﾅｯｸ

すなっく萬

目黒区自由が丘2-14-20

不二ﾋﾞﾙ2階

03-6421-1872

ｽﾅｯｸ

スナック 舞

目黒区自由が丘１ー３ー２４

藤巻ビル２階

03ｰ3724ｰ0062

ｽﾅｯｸ

ＣＨＯＩＣＥ

目黒区自由が丘1-2-14

八島ビル1階

03ｰ3718ｰ0549

ｽﾅｯｸ

Ｊ・Ｍ CLUB

目黒区自由が丘1ｰ12ｰ9

センタービルＢ１

03-3724ｰ8492

ｽﾅｯｸ

ﾌﾞﾙｰﾍﾌﾞﾝ

目黒区自由が丘1-12-6

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階

03ｰ3723ｰ0384

ｽﾅｯｸ

Ｓhion

目黒区自由が丘１ー１２ー５

美観ビル２階

03ｰ3718ｰ0571

ｽﾅｯｸ

LALUCE

目黒区自由が丘1-12-4

MKﾋﾞﾙ2階

03ｰ3725ｰ0246

ｽﾅｯｸ

ｼｭｸﾙ

目黒区自由が丘1-12-9

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

03-3724-1664

ｽﾅｯｸ

ｽﾅｯｸぱ亭お

目黒区自由が丘1-12-9

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階

03-6421-3755

ｽﾅｯｸ

ｱｲﾗﾝｽﾞｶﾌｪ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

ﾌﾟﾘﾏｳﾞｪｰﾗ自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾋﾞﾙ２

03ｰ5731ｰ8618

ｽﾅｯｸ輸入品卸販売

55station自由が丘店

目黒区自由が丘１－９－５

大明フジビル１階

03-3718-1455

ｽﾋﾟｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ・ﾌｨﾙﾑ

ｽﾍﾟｲﾝ料理ｴﾙ･ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾙ

目黒区自由が丘1-13-4

UIW11自由が丘ﾋﾞﾙ

03ｰ3723ｰ8471

ｽﾍﾟｲﾝ料理

UPLND自由が丘

目黒区自由が丘2-8-3

03-5731-8817

ｽﾎﾟｰﾂｳｴｱ

ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ｺｽﾓｽ自由が丘店

目黒区自由が丘3-8-1

ﾒｲﾌﾟﾙｳｴｽﾄ1階

03ｰ3717ｰ1739

ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ

ﾌｨｯﾄﾈｽｼｮｯﾌﾟ

世田谷区奥沢5-27-11

ｱｵｷﾋﾞﾙ3階

03-5483-7360

ｽﾎﾟｰﾂ用品販売

M.COLLECTION

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

090-8779-1907

ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ

長寿庵

目黒区自由が丘１－１５－１０

03-3718-3681

そば

薮伊豆

目黒区自由が丘１－２９－７

03-3717-4567

そば

町田屋

目黒区自由が丘2-9-12

03-3723-1241

そば

二八庵さらしん

目黒区自由が丘１－２９－４

03-3717-1097

そば

山久

目黒区自由が丘1-7-3

自由が丘第一ﾏﾝｼｮﾝ1階

03-5701-1180

そば

OLD FLAME

目黒区自由が丘1-24-7

SPACE C1 2階

03-6421-4696

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ

DINING BARとら

目黒区自由が丘１ー１１ー１

第２丸家ビル３階

03ｰ5731ｰ5131

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ

ｻｶﾊﾞｿｳﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ

目黒区自由が丘1-7-13

ｸﾚｵﾋﾞﾙ401

03-5701-1141

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ

ﾛﾄﾝﾀﾞ

目黒区自由が丘1-26-7

自由が丘ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ5階

03-6421-3678

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ・小売業

ｵﾘｴﾝﾀﾙﾘﾘｰｽ自由が丘店

世田谷区奥沢5-31-16

ﾊﾟｻｰｼﾞｭｺｰﾄ１階101号室

03-6459-7979

ﾀｲ古式ﾏｯｻｰｼﾞ

タイの食卓ｸﾙﾝ･ｻｲｱﾑ

目黒区自由が丘2-11-16

ｴｸｾﾚﾝｽﾋﾞﾙ2階

03-5731-5445

ﾀｲ料理

青木ビル

目黒区自由が丘２－１０－１４

青木ビル１Ｆ

03-3718-5231

たばこ

いづみや

目黒区自由が丘1-9-5

いづみやﾋﾞﾙ1Ｆ

03-3717-6305

たばこ

２Ｆ

薮伊豆ビル

茶加匠

目黒区自由が丘2-9-8

080-4716-7758

ﾀﾋﾟｵｶ

台楽茶

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

080-9663-2811

ﾀﾋﾟｵｶ

ﾀﾞﾝｽｼｮｯﾌﾟｲﾀﾘｴ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-3724-6165

ﾀﾞﾝｽｳｴｱ

ﾁｭﾍﾞ・ﾄﾞ・ｼｮｺﾗ自由が丘本店

目黒区自由が丘2-20-5

CTC自由が丘1階

03-6383-1327

ﾁｮｺﾚｰﾄ・菓子販売

ﾓﾝﾛﾜｰﾙ自由が丘店

目黒区自由が丘2-10-10

ｼｰｽﾞﾋﾞﾙ1階

03-6421-3944

ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子類小売

つけ麺

目黒区自由が丘1-11-3

03-5731-3451

つけ麺

結心

カラーワークス

目黒区自由が丘１ー２１ー７

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭｳ自由が丘ﾋﾞﾙ105

03ｰ3724ｰ4100

デザイン

渡

目黒区自由が丘2-11-7

ﾗﾄｩｰﾙｷｬﾝﾃﾞﾗ6階

03-6421-3735

鉄板焼き

鳥井ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-13-6

鳥井ﾋﾞﾙ4階

0-3717-7512

ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ

自由が丘ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾃﾆｽｶﾚｯｼﾞ

目黒区八雲3-23-7

03-3723-3911

ﾃﾆｽｽｸｰﾙ

はらﾄﾞｰﾅｯﾂ

目黒区自由が丘1-3-13

1階

03-3717-8850

ﾄﾞｰﾅﾂ製造販売

whcy自由が丘店

目黒区自由が丘1-14-1

Gﾀﾜｰ1階

03-6459-5441

ﾄﾞｯｸﾞｸﾞｯｽﾞｼｮｯﾌﾟ

Run free

目黒区自由が丘3-17-1

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ１階

03-5726-8652

ﾄﾞｯｸﾞﾌｰﾄﾞ・おやつ

目黒区自由が丘1-24-6

ﾌﾗｯﾄ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-5726-8773

ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ

ｻﾊﾞﾗﾝ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-5701-0012

ﾄﾙｺ料理

味の一番

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-3717-4855

とんかつ

とんかつ丸栄

目黒区自由が丘２－１１－１６

03-3717-3418

とんかつ

赤いくつ

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街

03-3724-2247

ニット

マリオン

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート １Ｆ

03-3717-4449

ニット商品

grace of lily

目黒区自由が丘1-29-1

高原ﾋﾞﾙ地下1階

03-3725-0089

ﾈｲﾙ・ｱｲﾗｯｼｭ

QB Nail

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-6380-3589

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

Cure

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

090-2453-1984

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

CIRSION

目黒区自由が丘2-14-9

The Gold Coast自由が丘ﾋﾞﾙ3階

03-3717-2630

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

ﾈｲﾙｻﾛﾝM'S

目黒区自由が丘1-14-14

原田ﾋﾞﾙ3階

03-3718-3338

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

hearty nail

目黒区自由が丘1-8-9

岡田ﾋﾞﾙ1階

03-6909-8144

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

APRES LA PLUIE

目黒区自由が丘1-7-11

ﾙﾐｴｰﾙﾋﾞﾙ2階

03-5701-7233

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

ﾈｲﾙｸｲｯｸ

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ自由が丘ﾊﾟｰﾄⅡﾋﾞﾙ3階

03-6459-5680

ﾈｲﾙｻﾛﾝ

ｸﾘｽﾀﾙｼﾞｮｲｴ

世田谷区奥沢5-31-2

自由が丘ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部1階

03-6459-7105

ﾈｲﾙｻﾛﾝ・ﾏﾂｹﾞｴｸｽﾃ

ｱｰｻ印度ﾚｽﾄﾗﾝ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-3723-1673

ﾈﾊﾟｰﾙ料理

Grill&Bar Kenny's

目黒区自由が丘1-24-2

遠藤ﾋﾞﾙ2Ｆ

03-5701-0100

ﾊﾞｰ

須美

目黒区自由が丘１－２５－３

久田ビル ３Ｆ

03-3723-2761

ﾊﾞｰ

ラウンジ グレイス

目黒区自由が丘１ー２５ー４

栗山ビル １階

03ｰ5729-3876

ﾊﾞｰ

自由が丘ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂの店

a la carte

plus

１Ｆ

ﾃｨﾝｶｰﾍﾞﾙ

目黒区自由が丘2-9-15

渥美ﾋﾞﾙ2階

03-3723-8374

ﾊﾞｰ

ﾊﾞｰﾚｲﾗ

目黒区自由が丘1-26-3

升本ﾋﾞﾙ 地下1階

03-3723-8382

ﾊﾞｰ

ゾﾈ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

3718-8884

ﾊﾞｰ

串ステラ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートビル２階

03ｰ3717ｰ3230

ﾊﾞｰ

Deep End

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

090-3135-8107

ﾊﾞｰ

BAR・Lismore

目黒区自由が丘2-14-1

ｱﾃﾈﾋﾞﾙ1階

03ｰ5701ｰ3583

ﾊﾞｰ

ﾊﾞｰ

目黒区自由が丘2-14-1

ｱﾃﾈﾋﾞﾙ2階

03ｰ5701ｰ8580

ﾊﾞｰ

Salir

目黒区自由が丘2-14-19

1階

03-3724-2330

ﾊﾞｰ

PUBぱれす

目黒区自由が丘2-14-20

不二ﾋﾞﾙ1階

03-3725-9883

ﾊﾞｰ

bar legnA

目黒区自由が丘2-14-20

不二ﾋﾞﾙ2階

03-3725-0556

ﾊﾞｰ

Bar

目黒区自由が丘2-12-21

最上ﾋﾞﾙ地下1階

080-1214-5015

ﾊﾞｰ

ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘｰ

目黒区自由が丘1-2-15

くちﾋﾞﾙ1階

03-3724-3082

ﾊﾞｰ

charme

目黒区自由が丘1-13-13

ｶﾜﾍﾞﾋﾞﾙ1階

03-3724-4469

ﾊﾞｰ

ﾊﾞｰ ﾑｰﾝｼｬｲﾅ

目黒区自由が丘1-12-3

FCﾋﾞﾙ地下１階

03-3718-6449

ﾊﾞｰ

オフランプ

目黒区自由が丘１－１２－５

美観ビル ３Ｆ

03-3723-0822

ﾊﾞｰ

ｼｰｽﾞ

目黒区自由が丘1-12-11

張ﾋﾞﾙB1階

03-3717-0040

ﾊﾞｰ

BAR Tio

目黒区自由が丘1-12-5

美観ﾋﾞﾙ2階

03-5729-0096

ﾊﾞｰ

古川の部屋

目黒区自由が丘1-12-7

はすみﾋﾞﾙ地下1階

03-6459-5589

ﾊﾞｰ

BAR 賢

目黒区自由が丘1-12-12

重盛ﾋﾞﾙ2階

03-3724-1888

ﾊﾞｰ

ﾏﾘｽｺｽ・ﾌﾞｰ

世田谷区奥沢5-41-13

第2ｻﾝｺｰﾎﾟﾗｽﾋﾞﾙ1階

03-6715-6228

ﾊﾞｰ

Neverland

世田谷区奥沢５ー２８ー１５

昇栄ビル２０４

03ｰ3721ｰ5444

ﾊﾞｰ

Bar coyote

目黒区自由が丘1-9-5

小川ﾋﾞﾙ4階

03-3718-9360

ﾊﾞｰ

Trattoria e Bar Buono自由が丘店

世田谷区奥沢5-26-2

ｸﾚｯｾﾝﾄﾋﾞﾙ地下1階

03-3718-8441

ﾊﾞｰ

Gran certo

目黒区自由が丘1-12-4

MKﾋﾞﾙ2階

03-6459-5691

ﾊﾞｰ・ｽﾀｼﾞｵ

24/7Workout自由が丘店

目黒区自由が丘1-24-3

ﾌﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ自由が丘2・3階

03-6421-2080

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑBEYOND自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-7

ﾗﾄｩｰﾙｷｬﾝﾃﾞﾗ5階

03-6421-3009

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ

ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾄｰﾘｰ

目黒区自由が丘1-3-11

JIYUGAOKAﾋﾞﾙ1階

03-6421-4996

ﾊﾟｰﾃｨ用品

はちかくSTORE自由が丘

目黒区自由が丘1-23-4

ﾗﾌｨｰﾇ自由が丘1階

070-1875-9243

ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙｹｰｷ専門店

ピッティ

目黒区自由が丘１－２５－５

03-3724-5949

ﾊﾟｽﾀ

壁の穴

目黒区自由が丘１ー８ー２１

メルサパートⅠ ３Ｆ

03ｰ3724ｰ9145

ﾊﾟｽﾀ

ｱﾙﾋﾞｰﾅｱﾝｼﾞｪﾗ㈱

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-6421-4140

ﾊﾁﾐﾂ・ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ販売

馬渡はちみつ自由が丘店

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3723-0383

はちみつ蜂産品

La Borsa

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-6421-3890

ﾊﾞｯｸ・財布

ﾎﾞﾅ･ﾌｫﾙﾄｩｰﾅ

目黒区自由が丘１ー２５ー１４

ビバビル１階

03ｰ5731ｰ0037

ﾊﾞｯｸ・財布・小物

CARMEL（ｶｰﾒﾙ）

目黒区自由が丘1-7-13

ｸﾚｵﾋﾞﾙ1Ｆ

03-3717-9136

バック･小物･ｱｸｾｻﾘｰ

ｼｬﾝﾌﾞﾙﾀﾞﾐ

Reborn

ﾍﾞﾙ・ﾌﾞﾗﾝｼｪ自由が丘

目黒区自由が丘1-24-15

03-3718-1899

ﾊﾞｯｸ・小物・雑貨

自由が丘ｻﾝﾄﾉｰﾚ

目黒区自由が丘1-17-17

FLEG自由が丘401

03-3724-4367

バック・宝石

ｲﾋﾞｻ自由が丘ｼｮｰﾙｰﾑ

目黒区自由が丘1-29-17

夢の樹ﾋﾙｽﾞﾋﾞﾙ1階

03-5731-9200

ﾊﾞｯｸﾞ販売

Alma Tonutti platinum

目黒区自由が丘1-24-1

03-5726-8631

ﾊﾞｯﾌ

青い旗

目黒区自由が丘１－２５－２

03-3717-4664

ﾊﾟﾌﾞ

ﾊﾟﾌﾞﾗｳﾝｼﾞHASUMI

目黒区自由が丘1-12-9

ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ１B

03-3723-1032

ﾊﾟﾌﾞ

OLD AMERICAN STYLE BAR MINTON HOUSE

目黒区自由が丘1-10-5

ﾀｲｶﾞｰﾋﾞﾙ地下1階

03-3723-0019

ﾊﾟﾌﾞ

じぶんかって

目黒区自由が丘１－１１－１

第２丸家ビル１階

03-3724-2670

ﾊﾟﾌﾞ

トリスタン

目黒区自由が丘１－９－５

小川ビル ５Ｆ

03-3723-3457

ﾊﾟﾌﾞ

GAOKA Stand

目黒区自由が丘1-11-3

とみやﾋﾞﾙ1階

03-5726-9390

ﾊﾞﾙ

石井漠記念ﾓﾀﾞﾝ・ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ

目黒区自由が丘2-17-18

ﾌﾙﾈｽ自由が丘202

03-3724-0200

ﾊﾞﾚｴ教室

Megumi Ballet

目黒区自由が丘2-2-12

ﾘﾊﾞﾃｨｺｰﾄ橋本1階

03-6421-4427

ﾊﾞﾚｴ教室

銀座に志かわ自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-1

03-3718-2411

ﾊﾟﾝ

Butter

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ2ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5591

ﾊﾟﾝｹｰｷ・ﾊﾟｽﾀ・ﾄﾞﾘﾝｸ

アルベロ（ＡＬＢＥＲＯ）

目黒区自由が丘１ー２３ー１

Ｙ・Ｍ・Ｋビル１階

03ｰ5731ｰ8825

ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ･革小物

自由が丘ﾊﾞｰｶﾞｰ

目黒区自由が丘1-3-15

BIS4階

03-6459-5133

ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ

俺のBakery自由が丘

目黒区自由が丘1-5-9

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ1階

03-5726-9874

ﾊﾟﾝ屋

ﾊﾞｹﾞｯﾄﾗﾋﾞｯﾄ自由が丘店

目黒区自由が丘1-16-14

03-6421-1208

ﾊﾟﾝ製造販売

ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ浅野屋

目黒区自由が丘２ー１３ー１

ﾄﾚｲﾝﾁＤ棟ビル

03-5731-6950

ﾊﾟﾝ販売・喫茶

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟﾆ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

090-2940-8209

ﾋｰﾘﾝｸﾞｸﾞｯｽﾞ

目黒区自由が丘2-14-20

第七千陽ﾋﾞﾙ2階

044-863-3685

ﾋﾞｽﾄﾛ

ｲﾚｰﾙﾋﾞｽ自由が丘

世田谷区奥沢5-24-2

BL AOKIﾋﾞﾙ1階

03-6421-1600

ﾋﾞｽﾄﾛ

ｻﾛﾝ・ﾄﾞｩ・ｿﾚｲﾕ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

090-6798-5245

ﾋﾞｭｰﾃｨ

自由が丘すずらんｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-7-13

クレオビル301

03-6421-1608

病院

Buzz bee

目黒区自由が丘2-9-2

Tsujitaﾋﾞﾙ2階

03-5726-8948

美容院

Ash 自由が丘

目黒区自由が丘2-11-16

ﾆｭｰﾊﾟﾙﾋﾞｭｰﾋﾞﾙ2階

03-5701-3878

美容院

ｷｰﾉｰﾄ自由が丘

目黒区自由が丘1-22-4

03-3718-0091

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

有限会社ﾛﾝﾄﾞ

目黒区自由が丘2-11-16

03-3474-1586

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

ﾓﾝｼｬﾃｰﾇ自由が丘ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘2-14-2

ﾓﾝｼｬﾃｰﾇ自由が丘ﾋﾞﾙ

03-3717-3336

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

大和屋葬祭

目黒区自由が丘1-14-14

原田ﾋﾞﾙ

03-3717-7463

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

嫩樹（どんきい）

目黒区自由が丘１－８－１

ミナミビル １Ｆ

03-3717-5610

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

自由が丘ｴｽﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘2-13-3

自由が丘ｴｽﾋﾞﾙ 5階

044-866-7745

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

Heart cafe INOW & 大衆ﾋﾞｽﾄﾛ

MONI

志村元道

中島ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-8-6

中島ﾋﾞﾙ4階

03-3717-4261

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ

自由が丘1-8-18

ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ

03-3723-6940

ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ

OAﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-15-15

OAﾋﾞﾙ

03ｰ3718ｰ2054

ﾋﾞﾙ管理

栗山恒産

目黒区自由が丘1-8-23

栗山ﾋﾞﾙ3階

03ｰ3724ｰ2443

ビル管理

久保ビル

世田谷区奥沢５－２６－１２

久保ビル ３Ｆ

03-3724-6911

ビル賃貸業

ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-1

03-3723-2322

ﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ

Denim Cellar.

目黒区自由が丘2-15-24

03-5726-9265

ﾌｧｯｼｮﾝ

ｻｯｸｽ

目黒区自由が丘1-27-1

090-3803-9864

ﾌｧｯｼｮﾝ

㈲ｺｼﾞﾏ電器商会自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-17

03-3717-4943

ﾌｧﾐｺﾝ･CDｿﾌﾄ

加圧ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑDEUX

目黒区自由が丘1-15-10

ｼﾞｭﾝﾋﾞﾙ2階

03-5731-0165

ﾌｨﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ

Palme de fee

世田谷区奥沢5-24-2

自由が丘B.L AOKIﾋﾞﾙ4階

03-5726-9819

ﾌｪｲｼｬﾙｴｽﾃ

ｵｸｽﾞﾐ写真館

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ4階

03-3717-1569

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ

mina studio

目黒区自由が丘2-9-15

ｱﾂﾐﾋﾞﾙ3階

03-6421-2653

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ

玄品ふく゛

目黒区自由が丘１ー２９ー１７

夢の樹HILLSﾋﾞﾙ地下１階

03ｰ3725ｰ0529

ふぐ専門店

ﾌｯﾄｹｱｻﾛﾝmeer(ﾒｰｱ)

目黒区自由が丘1-15-11

寺田ﾋﾞﾙ2階

03ｰ3725ｰ2911

ﾌｯﾄｹｱｻﾛﾝ

l'espoir~oriental herb foot spa~

目黒区自由が丘2-17-6

THE FRONTﾋﾞﾙ1階

090-4632-8853

ﾌｯﾄｽﾊﾟ

TETO

世田谷区奥沢6-33-14

第一大塚ﾋﾞﾙ1階

03-6809-8039

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ料理

Juno Flower Studio

目黒区自由が丘２ー１７ー６

ザフロントビル１階

03ｰ5726ｰ3358

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

BROCANTE

目黒区自由が丘3-7-7

03-3725-5584

ﾌﾗﾝｽｱﾝﾃｨｰｸ家具・雑貨

プティ マルシェ

目黒区自由が丘１ー２５ー２２

ＧＡＬＡＸＹビル ２Ｆ

03-3723-7907

ﾌﾗﾝｽ料理

目黒区自由が丘2-16-19

自由が丘ﾒｰﾌﾟﾙﾋﾞﾙ1階

03-3725-2033

ﾌﾗﾝｽ料理

ﾚｽﾄﾗﾝ Le joujou

目黒区自由が丘1-11-1

丸家ﾋﾞﾙ3階

03-5726-8018

ﾌﾗﾝｽ料理・ﾜｲﾝ

AK+（ｱｰｹｲﾌﾟﾗｽ）

目黒区自由が丘1-25-5

03-6459-5574

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜ・雑貨

KOST

世田谷区奥沢6-28-10

03-3704-4417

ﾌﾚﾝﾁ・生菓子

ｶﾞﾙﾌｽ

目黒区自由が丘2-9-15

ﾕﾚｶﾋﾞﾙ2階

03-3725-5603

ﾌﾚﾝﾁﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

az hair&spa

目黒区自由が丘1-24-8

ﾐﾆﾄﾞｰﾑ自由が丘2階

03-3725-0071

ﾍｱｰｽﾊﾟ

JUNO自由が丘本店

世田谷区奥沢7-2-9

自由が丘ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ1階

03-5458-2557

ﾍﾞｰｸﾞﾙ･ﾍﾞｰｸﾞﾙｻﾝﾄﾞ

ﾄﾞｯｸﾞｻﾛﾝR

目黒区自由が丘2-6-19

自由が丘ｵｰｸﾋﾙ1階

03-6385-2158

ﾍﾟｯﾄｸﾞｯｽﾞ・ﾄﾘﾐﾝｸﾞ

ｼﾞｮｼﾞｱﾝﾇﾛｰﾙﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ

目黒区自由が丘1-26-5

稲毛屋ﾋﾞﾙ3階

03-3717-2022

ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ

ﾄﾞｯｸﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽPICASSO

目黒区自由が丘1-21-8

ｽﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨﾂﾄﾞ自由が丘ﾋﾞﾙ503号

03-6410-7510

ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙ

PET DESIGN自由が丘

目黒区自由が丘1-24-17

ｱﾙﾃﾘｰﾋﾞﾙ1階

03-5726-8700

ﾍﾟｯﾄ販売・ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾎﾃﾙ

PUPPILY HILLS TOKYO

目黒区自由が丘2-8-5

03-6421-1371

ﾍﾟｯﾄ服小売り業（犬）

ﾊｰﾈｽﾄﾞｯｸﾞ＆ﾍﾟｯﾄﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ

目黒区自由が丘2-9-10

03-6413-1620

ﾍﾟｯﾄ用衣類、雑貨

ｸｧﾝ ｱﾝ ﾀﾑ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート２階

03ｰ5701ｰ0302

ﾍﾞﾄﾅﾑ料理店

PG GAUZE自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-24

自由が丘ｺﾝｺｰﾄﾞ1階

03ｰ3718ｰ4022

ﾍﾞﾋﾞｰ服・用品

Sans Maquillage

ｻﾝﾏｷｱｰｼﾞｭ

ｻﾝﾘｷ1階

ﾒｲﾄﾞ・ｲﾝ・ｱｰｽ

世田谷区奥沢7-3-10

T-style自由が丘1階

03-5758-6639

ﾍﾞﾋﾞｰ洋品・衣類

自由が丘ﾏｼｭﾏﾛﾍﾞﾋﾞｰ

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ地下1階

03-6429-8415

ﾍﾞﾋﾞｰ用品

LUCKY自由が丘店

世田谷区奥沢2-37-7

盧山ﾏﾝｼｮﾝ1階

03-5276-8326

ﾍﾞﾋﾞｰ用品

ており

目黒区自由が丘1-26-8

03-6459-5920

ﾍﾟﾙｼｬﾝじゅうたんと雑

ﾍﾟﾙｼｬﾝﾛｰﾄﾞ

自由が丘ｵﾍﾟﾗﾊｳｽ

目黒区自由が丘1-3-28

自由が丘ｵﾍﾟﾗﾊｳｽﾋﾞﾙ2階

03-3723-1723

ﾎｰﾙ

＆STRIPE

目黒区自由が丘1-3-11

JIYUGAOKA EYﾋﾞﾙ103

03-6326-0361

ﾎﾞﾀﾝ専門店

Potato Cream

目黒区自由が丘1-25-2

ｾｲﾝﾄﾊｳｽA棟1階

03-3725-0222

ﾎﾟﾃﾄｸﾘｰﾑ・ｺｰﾋｰ

otten

世田谷区奥沢5-26-9

栄ﾋﾞﾙ1階

03-6459-7787

ﾏｻﾗﾁｬｲ・ｺｰﾋｰ

ｿﾙﾚｶﾞﾛ

世田谷区奥沢6-33-7

内海Ⅲﾋﾞﾙ１階102号室

03-4212-8417

ﾏﾀﾆﾃｨｳｪｱ・ﾍﾞﾋﾞｰ服

Eye Wish

目黒区自由が丘2-9-4

吉田ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5454

まつげｴｸｽﾃ

自由が丘まつげｴｸｽﾃ専門店Anrire

目黒区自由が丘2-13-2

TATSUMIﾋﾞﾙ5階

03-5726-9558

まつげｴｸｽﾃ

Laul

目黒区自由が丘2-13-3

自由が丘ｴｽﾋﾞﾙ4階

03-6421-3639

まつげｴｸｽﾃ

Alice lash

世田谷区奥沢5-31-17

ｱﾙﾎﾞｽﾋﾞﾙ3階

03-6715-6138

まつげｴｸｽﾃ

ｳﾞｨｰﾅｽ・ﾗｯｼｭ自由が丘店

世田谷区奥沢5-27-5

魚菜ﾋﾞﾙ2階

03-5731-7080

まつげ専門美容ｻﾛﾝ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾎﾟｰﾂ自由が丘

目黒区自由が丘２ー９ー１０

木村ビル２階

03ｰ5731ｰ6891

ﾏｯｻｰｼﾞ

ﾏﾘｵﾈｯﾄ自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-1

SS自由が丘ﾋﾞﾙ1・2階

03-3724-1343

ﾏｯﾄ・ｽﾘｯﾊﾟ・ｶｰﾃﾝ

ｱｲﾗｯｼｭﾘｿﾞｰﾄｶﾊﾗ

目黒区自由が丘2-11-11

水谷ﾋﾞﾙ3階

03-6421-3586

まつ毛ｴｸｽﾃ

ﾌﾟﾗｽｱｲ自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-21

芳紫苑御園ﾋﾞﾙ3階

03-6421-4551

まつ毛ｴｸｽﾃｻﾛﾝ

有限会社

目黒区自由が丘2-10-3

03-3718-3410

メガネ

メガネのパリミキ

目黒区自由が丘２ー１０ー７

03ｰ3723ｰ1571

メガネ

JINS

目黒区自由が丘2-10-19

ﾐﾔｻﾞﾜﾋﾞﾙ1.2階

03-5275-7001

ﾒｶﾞﾈ

ﾍﾞｽﾄﾒｶﾞﾈｺﾝﾀｸﾄ自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-19

3.4.1ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｲｰｽﾄ1階

03ｰ5726ｰ1778

ﾒｶﾞﾈ・ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ

Zoff Mart

世田谷区奥沢5-25-11

小松ﾋﾞﾙ1階

03-3724-1550

ﾒｶﾞﾈ店

眼鏡市場

目黒区自由が丘1-9-3

自由が丘第2ﾋﾞﾙ1階

03-5726-6022

ﾒｶﾞﾈ店

ﾒｶﾞﾈの銀屋

目黒区自由が丘1-23-2

UTRBLDﾋﾞﾙ1階

03-3724-6077

ﾒｶﾞﾈ販売

歩ﾑ

目黒区自由が丘1-3-14

伊勢元ﾋﾞﾙ2階

03-5726-8727

やき鳥・鳥料理店

03ｰ3723ｰ0596

ﾕﾆﾌｫｰﾑ全般の企画販売

ｂｙ

Eye

Candy

飯尾眼鏡店

自由が丘

ﾕﾆﾌｫｰﾑｽﾀｼﾞｵ
ﾘｿﾞｰﾄﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ

目黒区自由が丘３ー１０ー１８
ﾊｰﾄﾜﾝ

ｺﾝｻｰﾄ

目黒区自由が丘2-17-6

ｻﾞ・ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ地下1階

03-5726-9281

ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ

ﾖｶﾞｽﾃ自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-12

自由が丘ｴﾑﾜｲﾋﾞﾙ2階・3階

03-6421-1559

ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ

ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵｸﾞﾛｳ自由が丘店

世田谷区奥沢5-41-14

橋本ﾋﾞﾙ2階

03-6459-7960

ﾖｶﾞｽﾀｼﾞｵ

たいよう食堂

目黒区自由が丘2-11-13

03-5701-0231

ﾗｰﾒﾝ

仙花

目黒区自由が丘１－１２－５

アサノビル １Ｆ

03-3718-4897

ﾗｰﾒﾝ

無邪気自由が丘北口店

目黒区自由が丘１－１２－５

03-5795-2730

ﾗｰﾒﾝ

博多吉もん

目黒区自由が丘1-10-5

ﾀｲｶﾞｰﾋﾞﾙ1階

03-6421-4941

ﾗｰﾒﾝ

ﾗｰﾒﾝ渡来武

目黒区自由が丘1-12-4

MKﾋﾞﾙ1階

03-3725-0128

ﾗｰﾒﾝ

ﾗﾏﾝﾀﾞ

目黒区自由が丘2-9-10

ﾗ･ｺﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3階

03-3724-9959

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ・教室

Lounge LaLa

目黒区自由が丘1-13-10

山田ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4766

ﾗｳﾝｼﾞ

Riga Collection

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ1階

03-6421-3618

ﾗﾄﾋﾞｱ共和国輸入雑貨

ｶｲﾝﾄﾞｵﾙ自由が丘店

目黒区自由が丘1-14-15

yashimaﾋﾞﾙ1階

03-3717-2299

ﾘｻｲｸﾙ

TOKYO RECYCLE imption

世田谷区奥沢5-20-21

第一ﾜﾁﾋﾞﾙ1階

03-6421-1294

ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ中古家具

ﾘｰﾉ・ｴ･ﾘｰﾅ

目黒区自由が丘2-14-10-1階

03-3723-4268

ﾘﾈﾝ製品販売

ha-na自由が丘店

目黒区自由が丘２ー１０ー７

03ｰ3723ｰ8687

ﾘﾋﾞﾝｸﾞ雑貨

R.Sｲﾝﾃﾘｱ

目黒区自由が丘2-6-19

自由が丘ｵｰｸﾋﾙ225

090-7174-7743

ﾘﾌｫｰﾑ業

あしｶﾗﾀﾞ自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-15

錦織ﾋﾞﾙ3階

03-6421-4477

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

HOT

目黒区自由が丘2-12-19

藤原第2ﾋﾞﾙ2階

03-5731-8282

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ

ｸﾞﾗﾝ・ｲｰﾉ

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘5階

03-5729-1178

ﾘﾗｸﾞｾﾞｰｼｮﾝ

てもみん自由が丘駅南口店

目黒区自由が丘１ー８ー３

アイエービル２階

03ｰ5731ｰ6830

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ﾏｯｻｰｼﾞ

元気ﾗｲﾌｻﾛﾝ

目黒区自由が丘2-16-11

03-3725-9595

ﾘﾗｸﾞｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ

Ｓound Ａrts

目黒区自由が丘３－７－１８

ノア２１ビル１階

03-5731-2111

ﾚｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ｽﾀｼﾞｵ

ﾚｺﾞ・ｽｸｰﾙ

世田谷区奥沢6-28-2

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ自由が丘101

03-5758-0075

ﾚｺﾞﾌﾞﾛｯｸを使った教室

EVV PARTY

目黒区自由が丘1-3-21

ｷｱﾝﾋﾞﾙ1階

03-5726-9972

ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾊﾞﾙ

Mum

目黒区自由が丘1-3-17-2階

自由が丘ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ

目黒区自由が丘2-15-10

A&Dﾊｳｽ1階

03-3725-3424

ﾚﾝﾀﾙｽﾍﾟｰｽ

MIKKE

目黒区自由が丘2-15-10

A&Dﾊｳｽ1階

090-8496-5742

ﾚﾝﾀﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾚﾝﾀﾙﾎﾞｯｸｽ自由が丘

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートビル１階

03ｰ5701ｰ4185

ﾚﾝﾀﾙﾎﾞｯｸｽ・手作品

N0384

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

03-6459-5541

ﾜｲﾝ・パスタ

オスピス

目黒区自由が丘２－１４－１９

03-5701-4151

ワインカフェ

芳賀医院

目黒区自由が丘２－１５－１１

自由が丘フラックビル

03-3725-5010

胃腸科･外科･内科･他

プリモクラッセ

目黒区自由が丘１－２５－９

自由が丘テラスビルＢ１

03-5701-6636

衣料

グッドウｴル

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート １Ｆ

03-3725-8807

衣料,ｱｸｾｻﾘ-,くつ雑貨

Bijoux+（ﾋﾞｼﾞｭｰﾌﾟﾗｽ）

目黒区自由が丘1-3-15

BIS1階

03-3718-1084

衣料品・ｱｸｾｻﾘｰ

COTON DOUX

目黒区自由が丘2-8-15

03-6677-9977

衣料品・雑貨

オーパーツ

目黒区自由が丘２ー１４ー８

コーポ住吉ﾋﾞﾙ１０３

03ｰ5731ｰ1082

衣類販売

自由が丘ｳﾛｹｱｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-24-6

GROVEﾋﾞﾙ1階

03-3723-2000

医療

目黒区自由が丘1-29-17

夢の樹ﾋﾙｽﾞ2階

03-6421-3202

医療

自由が丘みきﾌﾞﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-7-16

ｱﾝｼﾞｪｰ自由が丘ﾋﾞﾙ2階

03-3724-8800

医療

自由が丘ｸﾘﾆｯｸ

目黒区八雲3-12-10

6階

03-5701-2500

医療機関

HANDS自由が丘店

美容外科・美容皮膚科

青い鳥

ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞｰ

自由が丘ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2

目黒区自由が丘2-11-16

森鍼灸整骨院

03-5731-3565

医療機関

目黒区自由が丘2-18-15-2階

03-3725-0086

医療鍼灸・整骨院

廣文堂

目黒区自由が丘1-14-12

03-3717-7518

印章・ｺﾞﾑ印

ｾｷﾙﾊﾞｰｸﾞｶﾌｪ

目黒区自由が丘1-25-20

03-6421-1509

飲食

水炊

旅

目黒区自由が丘1-25-2

地下1階

070-5568-0611

飲食

haru

目黒区自由が丘1-25-5

五十嵐ﾋﾞﾙ1階

03-5726-3147

飲食

目黒区自由が丘1-25-14

ﾋﾞﾊﾞﾋﾞﾙ2階

03-3724-6950

飲食

naonchi

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

炭焼小料理わさび

目黒区自由が丘2-14-2

ﾓﾝｼｬﾃｰﾇ自由が丘2階

03-5731-0162

飲食

こけつ横丁

目黒区自由が丘1-10-5

ﾀｲｶﾞｰﾋﾞﾙ2階

03-6421-3761

飲食

こけつ横丁

目黒区自由が丘1-10-5

ﾀｲｶﾞｰﾋﾞﾙ3階

03-6421-3951

飲食

SHUTTERS自由が丘

世田谷区奥沢5-27-15

自由が丘ｿﾚｲﾕﾋﾞﾙ1階

03-3717-0111

飲食

double

世田谷区奥沢6-33-14

もみの木ﾋﾞﾙ2階

03-6432-3667

飲食

和食や ちそう

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ地下1階

03-3725-0078

飲食業

ｾﾚｸﾄｶﾌｪｺｯﾋﾟﾝ

目黒区自由が丘1-26-3

自由が丘升本ﾋﾞﾙ1階

03-4400-6928

飲食店

OTTO

目黒区自由が丘2-11-3

Jｸﾘｺﾋﾞﾙ2階

03-5731-9339

飲食店

バナナの神様

目黒区自由が丘2-11-16

小杉ﾋﾞﾙ1階

Busenante

目黒区自由が丘1-3-14

伊勢元ﾋﾞﾙ3階

comrade・ﾊﾞｰｶﾞｰｺﾝｸﾞ・ｺﾞﾘﾍﾟﾘﾊﾞｰ

目黒区自由が丘1-14-16

資生堂ﾊﾟｰﾗｰ自由が丘店

目黒区自由が丘1-4-10

ﾒﾉｼﾞ

目黒区自由が丘1-12-7

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1.2階

THE BANFF

目黒区自由が丘1-8-1

南ﾋﾞﾙ2階

03-6421-2998

飲食店

BMC英会話

目黒区自由が丘2-9-10

本村ﾋﾞﾙ3階

03-5731-3391

英会話教室

ABC4YOU

世田谷区奥沢5-16-12

080-6731-8801

英語の幼児教育

HaiｰSai

目黒区自由が丘1-29-14

ＪﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙB１階

03ｰ5731ｰ6863

沖縄料理

やいま料理びん玉家

目黒区自由が丘1-26-7

ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ3階

03-3723-3007

沖縄料理

なんた浜

目黒区自由が丘1-8-20

竹内ﾋﾞﾙ4階

03-3723-2933

沖縄料理

Vocal school DADA

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ地下1階

03-6260-9645

音楽教室

THE VOICEness

目黒区自由が丘1-13-12

五十嵐ﾋﾞﾙ3階

03-5731-0875

音楽制作事務所

ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘1階

03-3725-0691

下着販売

ﾓｲｽﾃｨｰﾇfelice自由が丘ｻﾛﾝ

目黒区自由が丘2-6-2

03-3718-0461

化粧品

晴

美味旨酒

遊

ﾆｭｰﾊﾟﾙﾋﾞｭｰﾋﾞﾙ3階

小児科

飲食

和食

飲食店
03-6421-3739

飲食店

03-3725-1831

飲食店
飲食店
飲食店

自由が丘ｸﾘﾆｯｸBeauty Terrace

目黒区自由が丘2-8-7

ｺｱ自由が丘1階

03-5701-2300

化粧品

みどりや化粧品店

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート １Ｆ

03-3717-4043

化粧品

ハピネス

目黒区自由が丘１ー２８ー８

03ｰ5701ｰ3425

化粧品

ﾚｲﾗ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3725-9222

化粧品

ｱﾚﾝｽ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

080-3001-7502

化粧品

ｻﾚｰﾇ自由が丘店

目黒区自由が丘1-19-18

ﾏﾅｰﾊｳｽ自由が丘101号

03-3725-3537

化粧品・健康食品

サバナ

目黒区自由が丘１－２７－１

サンリキビル１階

03-3717-4269

化粧品・特殊栄養食品

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ自由が丘ﾊﾟｰﾄⅡ地下1階

03-5731-8770

化粧品専門店

SABON

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘1階

03-5731-1026

化粧品販売

ｴﾙｸﾚｽﾄ自由ヶ丘

世田谷区奥沢5-41-8

ｿﾙ・ﾊﾟﾃｨｵ自由ヶ丘106

03-6715-6558

化粧品販売

ｵｰｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ自由が丘ｼｮｰﾙｰﾑ

目黒区自由が丘2-15-22

岡部ﾋﾞﾙ1階

03-5731-3107

家具・ｲﾝﾃﾘｱ製造販売

ＭＯＭＯ natural

目黒区自由が丘2-17-10

ﾊﾚﾏｵﾋﾞﾙ2・3階

03-3725-5120

家具・ｲﾝﾃﾘｱ用品

03-5701-7555

家具・雑貨・菓子

ﾐｭｾﾞ・ﾄﾞ・ﾎﾟｩ

ﾒﾙｻ自由が丘店

自由が丘

IDEE SHOP jiyugaoka

目黒区自由が丘2-16-29

私の部屋自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-4

吉田ビル １Ｆ

03-3724-8021

家具・雑貨・食器

Mat&RugFactory

目黒区自由が丘2-8-9

筧ﾋﾞﾙ101

03-6421-1952

家庭用品

花と香りとお気に入り

目黒区自由が丘2-17-6

THE FRONTﾋﾞﾙ1階

080-9513-2713

花雑貨

DELI

目黒区自由が丘1-31-2

03-3718-3420

菓子・惣菜販売

03-5701-9113

菓子製造

03-6809-8366

菓子製造販売

BREEZE

YATSUDOKI自由が丘

目黒自由が丘2-2-13

ﾏｼﾞﾄﾞｩｼｮｺﾗ

世田谷区奥沢6-33-14

御門屋自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-7

山本山小原ﾋﾞﾙ1階

03-6459-5552

菓子販売

森税務会計事務所

目黒区自由が丘2-9-15

宮崎第1ﾋﾞﾙ2階

03-5726-3866

会計事務所

江戸前回転寿司

目黒区自由が丘２ー１２ー１７

自由が丘ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ ２Ｆ

03-3717-6090

回転すし

03-3724-0670

海鮮和食

自由が丘

ぎょしん

魚斉

Jｸﾞﾗｽﾋﾞﾙ1階

目黒区自由が丘1-3-21

販売

ギャラリー小山

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートＢ１

03ｰ3724ｰ3071

絵画販売

自由が丘ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ･ｽｸｰﾙ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート４階

03ｰ3718ｰ3511

外国語ｽｸｰﾙ

ｸﾞﾚｯｸﾞ外語専門学校

目黒区自由が丘1-14-16

03-3724-0551

外国語専門学校

GLEN FIELD

目黒区自由が丘1-8-2

ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ103

03-6821-3368

革小物の販売

mic自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-15

ﾕﾚｶﾋﾞﾙ1階

03-6421-1196

革小物販売

わちふぃーるど自由が丘店

目黒区自由が丘2-19-5

03-3725-0881

革製品

ｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙｱｶﾃﾞﾐ-

目黒区自由が丘２ー１６ー５

昭和ビル４階

03ｰ3718ｰ5817

学習塾

武田塾自由が丘校

目黒区自由が丘1-13-6

鳥井ﾋﾞﾙ3階

03-5726-8455

学習塾

ﾜｯﾂｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ

世田谷区等々力6-1-3

03-5758-1571

鞄販売

まるこや商店

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3718-9773

乾物・豆

漢方鍼灸

目黒区自由が丘1-16-10

大森ﾋﾞﾙ1階

03-6315-9124

漢方薬店

鍼灸院

目黒区自由が丘1-25-2

ｾｲﾝﾄﾊｳｽ2階

070-6987-7977

韓国料理

飲食店

和氣香風

Korean Dining Bar GU

おもちゃのﾏﾐｰ

目黒区自由ヶ丘1-7-14

ﾎﾞｽﾞｭｰ自由が丘

目黒区自由が丘１ー１６ー１３

ｸﾞﾗｽﾐｭｾﾞ

目黒区自由が丘2-9-23

銀座ﾒｶﾞﾈｺﾝﾀｸﾄ

03-3717-3333

玩具、雑貨、ｹﾞｰﾑ

03ｰ5731ｰ6612

眼鏡

ﾗﾎﾟｰﾙ自由が丘ﾋﾞﾙ102階

03-5701-5288

眼鏡

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ自由が丘Ⅱ2階

03-3725-0048

眼鏡

ﾘｭﾈｯﾄﾌﾟﾗｽ自由が丘

目黒区自由が丘1-7-13

ｸﾚｵﾋﾞﾙ1階

03-6459-5559

眼鏡・補聴器専門店

10-01自由ヶ丘店

目黒区自由が丘1-26-5

東洋堂ﾋﾞﾙ1階

03-5731-1001

眼鏡販売

光進電気工業株式会社

目黒区自由が丘１ー２０ー１９

03ｰ3717ｰ0101

気象観測機器製造業

魔女の手

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-6421-1848

貴金属

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙｶﾌｪ自由が丘駅前店

目黒区自由が丘2-11-1

ｼﾞｭｲﾌｪｸｽｸﾘﾔﾏﾋﾞﾙ1・2階

03ｰ5726ｰ2576

喫茶

ｶﾌｪﾗﾐﾙ自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-2

ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ2階

03-3723-4171

喫茶

Palms Cafe

目黒区自由が丘1-29-17

持田ﾋﾞﾙ2階

03ｰ5731ｰ3903

喫茶・軽食

usubane

目黒区自由が丘2-12-19

藤原第2ﾋﾞﾙ地下1階

03-6421-2353

喫茶店

伊那しん

目黒区自由が丘１ー２５－３

03-3723-8772

居酒屋

創作炭火焼うる虎

目黒区自由が丘1-26-14

03-5729-7130

居酒屋

ヨシナリ商店

目黒区自由が丘1-29-7

080-3908-2210

居酒屋

てっぺん

目黒区自由が丘１ー２６ー３

升本ﾋﾞﾙＢ１

03ｰ5731ｰ5568

居酒屋

座頭市

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート３階

03-5701-3102

居酒屋

明日葉屋

目黒区自由が丘１ー２８ー８

03ｰ3725ｰ7370

居酒屋

柿ひで

目黒区自由が丘2-11-16

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙ地下1階

03-6320-3000

居酒屋

味彩

目黒区自由が丘2-14-19

ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾋﾞﾙ1階

03ｰ3717ｰ4919

居酒屋

こかげ酒場

目黒区自由が丘2-15-6

金野ﾋﾞﾙ2階

03-6421-2767

居酒屋

やきとり家すみれ自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-21

最上ﾋﾞﾙ2・3階

03-5726-3229

居酒屋

本舗わたりだこ

目黒区自由が丘１－１４ー１５

サーカス自由が丘３階

03ｰ5731ｰ1661

居酒屋

笑門

目黒区自由が丘１－３－１４

伊勢元ビル

03-3725-0045

居酒屋

時代家 旬

目黒区自由が丘1-13-10

山田ﾋﾞﾙ 1階

03ｰ5731ｰ6788

居酒屋

新酔喰すず家

目黒区自由が丘1-3-21

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾁﾋﾞﾙ地下1階

03ｰ3718ｰ1598

居酒屋

かもめ

目黒区自由が丘1-3-17

1階

03-3718-7887

居酒屋

串ｻﾝﾛｸ

目黒区自由が丘1-2-15

くちﾋﾞﾙ1階

03-6421-4194

居酒屋

金田

目黒区自由が丘1-11-4

金田ﾋﾞﾙ

03-3717-7352

居酒屋

淡海

目黒区自由が丘１－１２－１２

03-3717-4750

居酒屋

極楽亭

目黒区自由が丘１－１２ー５

美観ビルＢ１

03-5701-1050

居酒屋

べったこ

目黒区自由が丘１－１１－３

共栄ビル１・２Ｆ

03-3724-4316

居酒屋

居酒屋べったこ

目黒区自由が丘１－１２－４

03-3724-5366

居酒屋

阿波乃里

目黒区自由が丘1-12-9

ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階

03-3724-8353

居酒屋

SECONDO CASA

目黒区自由が丘1-12-4

平野ﾋﾞﾙ2.3階

03-3723-8077

居酒屋

03-5701-0208

居酒屋

飲み処

家庭の味

あお山

ﾄﾞｩｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ1階

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙB1階

目黒区自由が丘1-12-13

自由が丘牛ﾀﾝいろ葉

目黒区自由が丘1-12-9

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階

03-3717-1233

居酒屋

越後料理

目黒区自由が丘1-11-1

丸家ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5013

居酒屋

悪代官

有明

目黒区自由が丘１－３１－１０

03-3723-3637

居酒屋

とよ田

目黒区緑が丘2-17-12

03-3723-7683

居酒屋

ひなたｷｯﾁﾝ

目黒区自由が丘2-11-16

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙB1階

03-6421-1213

居酒屋・酒場

旬炉あわい

世田谷区奥沢6-31-18

ﾛ・ｶｰｻ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-6432-2888

居酒屋・鮮魚・軍鶏

株式会社榎本三笠屋

世田谷区等々力6-36-12

ｻﾝﾌﾗﾜｰ等々力ﾋﾞﾙ1階

03-3702-8850

業務用酒類卸

串かつ

名代

目黒区自由が丘1-13-10

山田ﾋﾞﾙ1階

03-6677-0341

串かつ

ｱｼｯｸｽｳｫｰｷﾝｸﾞ自由が丘

目黒区自由が丘1-29-1

03-3725-9211

靴

田園調布marina

目黒区自由が丘1-29-3

03-6421-1505

靴

イシヰ靴店

目黒区自由が丘１－２８－８

03-3717-4206

靴

みずの履物店

目黒区自由が丘1-13-13

03-3717-6886

靴

ｴｺｰ自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-18

自由が丘ﾏｲｾﾝﾋﾞﾙ１階

03-3723-7883

靴

株式会社fitfit fitfit自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-5

一誠堂希望堂ﾋﾞﾙ1～4階

03-5701-7411

靴

ｱﾙﾃﾐｽ by ﾀﾞｲｱﾅ

目黒区自由が丘1-29-16

自由が丘会館1階

03-3717-5848

靴・ﾊﾞｯｸ

Celeste

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-6421-1244

靴・鞄・洋服

ｱﾝｼﾞｭｸﾚｰﾙ

目黒区自由が丘1-25-1

野澤ﾋﾞﾙ1階

03-6421-2418

靴・雑貨

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3717-4344

靴下

トゥールモンド

目黒区自由が丘2-15-25

石橋自由が丘ﾋﾞﾙ1階

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ自由が丘

目黒区自由が丘2-11-7

株式会社ｱｸｾｽﾌﾞﾘｯｼﾞ

目黒区自由が丘1-7-13

株式会社結婚しましょ！

自由が丘デパート １Ｆ

物品販売

靴小売店
03-3717-1122

携帯電話

ｸﾚｵﾋﾞﾙ1階

03-3725-8866

携帯電話

世田谷区奥沢5-27-5

魚菜ﾋﾞﾙ701

03-5726-4122

結婚仲人業

クールバード自由が丘

目黒区自由が丘２－９－２３

ラポール自由が丘 ４０２

03-3725-0818

健康機器及び商品

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾃｰｼﾞ自由が丘

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-6421-3674

健康食品販売

大明建設

世田谷区奥沢5-28-10

ﾌｼﾞﾋﾞﾙ

03-3721-8921

建設・不動産

安土堂書店

目黒区自由が丘2-8-12

ﾍﾞﾙｳﾞｪﾃﾞｰﾚ103

03-5731-8608

古書・和洋歴史資料

西村文生堂

目黒区自由が丘2-11-8

03-3717-6843

古書籍販売業

ｼﾞｬﾝﾌﾞﾙｽﾄｱ自由が丘店

目黒区自由が丘2-10-3

03-5731-0117

古着販売買取

ﾍﾟﾃｨｺｰﾄﾚｲﾝ

目黒区自由が丘1-25-3

03ｰ5731ｰ9566

古道具・古着

ｷﾞｬﾗﾘｰ鳥澄

世田谷区奥沢6-33-8

1階

03-3704-3060

古美術ｱﾝﾃｨｰｸﾘｻｲｸ着物

D&Agallery

目黒区自由が丘1-8-23

栗山ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5266

古物商

東京書房

目黒区自由が丘１－９－６

03-3718-2413

古本

きらく屋

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4868

呉服

自由が丘貴織

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-6421-3221

呉服・ﾘｻｲｸﾙ

いわこう

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-6421-1182

呉服販売

比護工務店

目黒区自由が丘１－２２－４

03-3723-5447

工務店

株式会社

目黒区自由が丘1-7-14

ﾄﾞｩｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ4階

03-3717-1101

広告業

（株）ｳｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

目黒区自由が丘１ー２４ー２

W SPACEﾋﾞﾙ３階

03ｰ5726ｰ2941

広告代理店ｲﾍﾞﾝﾄ企画

ｶﾚﾙﾁｬﾍﾟｯｸ 紅茶店

世田谷区奥沢5-42-3

ﾄﾚｲﾝﾁﾋﾞﾙ2階

03ｰ6805ｰ6185

紅茶・雑貨

行政書士青山事務所

目黒区自由が丘1-22-5

東横ﾀｳﾝﾋﾞﾙ2階

03-6421-2313

行政書士

香辛堂

目黒区自由が丘1-25-20

03-3725-5454

香辛料

香水ＳＥＬＥＣＴ

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパートビルＢ１階

03-3725-2237

香水

TIDA

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3725-1020

黒蝶真珠

ﾆﾗｲｶﾅｲ

目黒区自由が丘3-6-10-1階

03-3717-6817

雑貨

フローラ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地階

03ｰ3724ｰ8826

雑貨

katakana

世田谷区奥沢5-20-21

第一ﾜﾁﾋﾞﾙ1階

03-5731-0919

雑貨

杉田司法書士事務所

目黒区自由が丘1-7-13

ｸﾚｵﾋﾞﾙ601

03-3718-4224

司法書士事務所

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵﾊﾟﾗｼｭｰﾄ

目黒区自由が丘1-24-25

03-6459-5288

子ども写真館

tou tou

目黒区自由が丘1-24-1

ﾏｰﾒｲﾄﾞﾋﾞﾙ

03ｰ5731ｰ3789

子供服

ﾌﾟﾃｨﾏｲﾝ

目黒区自由が丘1-26-18

ﾁｪｽﾅｯﾄﾋﾙｽﾞ1

1階

03-3725-1705

子供服

ｸﾚｰﾄﾞｽｺｰﾌﾟ

目黒区自由が丘1-26-18

ﾁｪｽﾅｯﾄﾋﾙｽﾞ1

1階

03-3725-1705

子供服

BREEZE

目黒区自由が丘2-9-10

自由が丘ﾐｯﾃﾋﾞﾙ1階

03-6459-5480

子供服

GLAMOROUS SUGAR

目黒区自由が丘2-16-25

ｼｸﾞﾅﾙﾋﾙ1階

03-3723-2124

子供服

ﾌｧﾐﾘｱ自由が丘店

目黒区自由が丘1-7-15

ﾍﾞﾙﾃﾌｨﾝﾀﾝﾋﾞﾙ1階

03-3717-6667

子供服

自由が丘吉本長生館

目黒区自由が丘1-13-4

UIW11自由が丘ﾋﾞﾙ5階

3718-9330

指圧・ﾏｯｻｰｼﾞ

合同会社自由が丘ﾏｯｻｰｼﾞ

世田谷区奥沢5-41-5

ｿﾙﾌｨｵｰﾚﾋﾞﾙ2階

03-3722-8644

指圧・ﾏｯｻｰｼﾞ

銀座歯科

目黒区自由が丘１－２４－３

03-3723-8011

歯科

片山歯科医院

目黒区自由が丘２－１０－２

ポパイビル ２Ｆ

03-3725-6482

歯科

半沢歯科医院

目黒区自由が丘３－１１－２４

Ｓmall Ｖille ２Ｆ

03-5701-5027

歯科

自由が丘いでぐち歯科ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘3-8-1

ﾒｲﾌﾟﾙｳｴｽﾄ2階

03-5701-8217

歯科

自由が丘てづか歯科・矯正歯科

目黒区自由が丘2-16-25

NOVA自由が丘2階

03-6459-5418

歯科

自由が丘ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵ

目黒区自由が丘2ｰ12ｰ21

ﾐｿﾉﾋﾞﾙ２階

03ｰ5729ｰ4618

歯科

ﾅｵﾃﾞﾝﾀﾙ ｵﾌｨｽ

世田谷区奥沢７ー２ー３

ＫＴﾋﾞﾙ１Ｆ

03ｰ3703ｰ6480

歯科

親栄社

白蝶真珠

秋草歯科医院

目黒区自由が丘１－７－１５

ﾍﾞﾙﾃ・ﾌｫﾝﾀﾝﾋﾞﾙ４Ｆ

03-3717-7378

歯科

仁愛会歯科自由が丘ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-8-23

東急ﾌﾟﾁﾌﾟﾗｻﾞ3階

03-3724-7741

歯科

ｱｯﾌﾟﾙ歯列矯正歯科自由が丘

世田谷区奥沢5-20-17

自由が丘ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳ4階

03-5701ｰ8211

歯科

自由が丘矯正歯科ｸﾘﾆｯｸ

世田谷区奥沢５ー２４ー１０

小野ビル３階

03ｰ5731ｰ9387

歯科

矯正・自由が丘歯科室

世田谷区奥沢５ー２７ー５

魚菜ビル２階

03ｰ3717ｰ4182

歯科

自由が丘ﾌﾟﾗｽ歯科矯正歯科

目黒区自由が丘1-9-3

自由が丘第二ﾋﾞﾙ3階

03-6421-4907

歯科

三好歯科自由が丘

世田谷区奥沢5-25-9

ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽﾋﾞﾙ5階

03-5726-8243

歯科

渋澤矯正歯科

目黒区自由が丘1-29-14

J-FRONTﾋﾞﾙ3階

03-5726-8836

歯科医院

髙木歯科自由が丘ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-29-7

薮伊豆ﾋﾞﾙ5階

03-5726-9607

歯科医院

三宅歯科ｸﾘﾆｯｸ自由が丘

目黒区自由が丘2-10-4

ﾐﾙｼｪ自由が丘ﾋﾞﾙ7階

03-6421-4200

歯科医院

阿部歯科医院

目黒区自由が丘2-10-14

青木ビル3階

03-3717-6357

歯科医院

金子歯科医院

目黒区自由が丘2-9-11

八幸ビル3階

03-3718-0514

歯科医院

自由が丘ﾌﾞﾗｲﾄ歯科

目黒区自由が丘1-5-1-2階

03-6459-5841

歯科医院

田川歯科医院

世田谷区奥沢5-41-13

第２ｻﾝｺｰﾎﾟﾗｽ２階

03-3722-3115

歯科医業

BAM TOKYO

目黒区自由が丘2-3-16

自由が丘ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾋﾞﾙ3階

03-6421-4846

事務所

THE THREE LIFE

目黒区自由が丘2-17-6

THE FRONTビル1階

080-1354-6509

自然派ｿｰﾌﾟとｺｽﾒ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ

目黒区自由が丘２ー６ー１９

自由が丘ｵｰｸﾋﾙﾋﾞﾙ１階

03ｰ3717ｰ1172

車の洗車

ﾎﾋﾞｰﾗﾎﾋﾞｰﾚ自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-2

ｴﾋﾞｽﾔﾋﾞﾙ1階

03-6421-2309

手芸材料店

ORIENTAL RUG FACTORY

目黒区自由が丘1-8-5

村上ﾋﾞﾙ3階

03-5726-9604

手織り絨毯の小売り

自由が丘山屋

目黒区自由が丘1-15-10

03-3723-4567

酒類

ｽﾍﾟｲｻｲﾄﾞｳｴｲ

目黒区自由が丘1-26-9

三笠ﾋﾞﾙ5階

03-3723-7807

酒類

㈲自由ヶ丘升本

目黒区自由が丘１－２６－３

升本ビル Ｂ１Ｆ

03-3717-7476

酒類

夢二

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

03-6874-5699

酒類

伊勢元三矢商店

目黒区自由が丘１－３－１４

伊勢元ビル １Ｆ

03-3717-3838

酒類

ﾗｳﾝｼﾞ･ﾃﾞｻﾞｰﾄﾛｰｽﾞ

目黒区自由が丘2-14-20

第7千陽ﾋﾞﾙ1階

03-3724-7771

酒類・ｸﾗﾌﾞ

有限会社ﾄﾝﾎﾟｰ

目黒区自由が丘1-2-25

万盛ﾋﾞﾙ1-2階

03-3718-0104

寿司

鮨幸

目黒区自由が丘２－１８－１４

03-3717-1720

寿司

佐治

目黒区自由が丘３－１０－１８

03-3724-2424

寿司

江戸すし

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート ２Ｆ

03-3717-5113

寿司

すし処桃山

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートビル１階

03ｰ3717ｰ7449

寿司

さわ鮨

世田谷区奥沢７ー２ー７

新保ビル１Ｆ

03-3704-6400

寿司

廻る元祖寿司

目黒区自由が丘１－１２－１

自由が丘ビル１Ｆ

03-3723-2424

寿司

iPhone修理工房自由が丘店

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-6421-4345

修理

自由が丘ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

目黒区自由が丘1-17-13

ﾄﾞﾐ榊原1階

03ｰ5726ｰ3208

柔道整復・鍼灸・ﾏｯｻｰ

個別指導塾SEIZE

目黒区自由が丘1-24-1

ｵｾﾙ自由が丘ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5437

塾

株式会社ｴｽｸﾘﾌﾟﾄ

目黒区自由が丘1-24-7

SPACE C1ﾋﾞﾙ3階

03-5731-8377

出版物広告媒体の企画

ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ自由が丘店

目黒区自由が丘１ー８ー２１

ﾒﾙｻ自由が丘ﾊﾟｰﾄ１ビル地下１F

03ｰ5731ｰ8891

書籍・雑誌

不二屋書店

目黒区自由が丘２－１１－３

03-3718-5311

書店

ﾘﾎﾞｰﾝﾏｲｾﾙﾌ自由が丘店

世田谷区奥沢6-33-14

第一大塚ﾋﾞﾙ1階

03-6809-7440

女性専用ﾌｨｯﾄﾈｽ

ﾄﾞﾙﾁｪ

ﾌｨｵﾗ

目黒区自由が丘2-11-16

小杉ﾋﾞﾙ1階

03-5726-8722

女性用下着

ﾋﾔﾘﾝｸﾞｽﾄｱ自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-4

ｽﾃﾗ自由が丘ﾋﾞﾙ6階

03-3723-2055

小型補聴器販売店

ﾎﾟﾎﾟﾛ小児科自由が丘

目黒区自由が丘1-24-14

03-5731-8806

小児科

鈴木鳥獣店

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3718-9671

小鳥･小動物･飼料

cuoca studio

目黒区緑が丘2-25-7

ｽｲｰﾂﾌｫﾚｽﾄ3階

0570-00-1417

小売り

ｸﾗｯｼｭｹﾞｰﾄ

目黒区自由が丘1-8-21

ﾒﾙｻ自由が丘ﾊﾟｰﾄ1ﾋﾞﾙ2階

03-6421-1742

小売り

People Tree

目黒区自由が丘3－7－2

03-5701-3361

小物・雑貨

小料理 やま

目黒区自由が丘１－１２－９

03-3717-9229

小料理

七味亭

目黒区自由が丘１－２９－１４

03-3724-4473

焼き鳥

焼鳥やっちゃん

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ3階

090-2627-6333

焼き鳥

かとりや

目黒区自由が丘１－１２－９

センタービル １Ｆ

03-3718-5505

焼き鳥

鳥へい

目黒区自由が丘1-12-4

080-1333-6673

焼き鳥

焼鳥きみゆき

目黒区自由が丘2-14-1

とり正ﾋﾞﾙ1階

03-5726-9489

焼鳥

炭火焼鳥太美屋

世田谷区奥沢4-28-4

丸岡ﾋﾞﾙ1階

03-5754-5570

焼鳥

花十番自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-17

夢の樹ﾋﾙｽﾞ3階

03-3724-8710

焼肉

焼肉ﾄﾗｼﾞ自由が丘

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ2階

03-5726-4129

焼肉

自由が丘 焼肉 京城園

目黒区自由が丘1-26-3

升本ﾋﾞﾙ 2階

03-3723-1650

焼肉

Shin天楽

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-5731-3229

焼肉

STONE GRILL NIC

目黒区自由が丘2-15-6

金野ﾋﾞﾙ3階

03-6421-2768

焼肉

金ﾀﾚ

目黒区自由が丘1-10-4

ﾏｲﾘｯﾁﾋﾞﾙ2階

03ｰ5701ｰ9222

焼肉

有限会社ｱｰﾙﾎﾞｯｸｽ

目黒区自由が丘1-3-22

自由が丘NEXT･ONEﾋﾞﾙ2Ｆ

03-5731-5671

情報処理･ｿﾌﾄｳｴｱ開発

縁ＬＡＶＩＤＡ

目黒区自由が丘2-14-20

第7千陽ﾋﾞﾙ1階Ａ

03-6459-5757

食材・ﾜｲﾝ

自由が丘ﾗｲｽﾜｲﾝｼﾞｬﾝﾃｨｰ

目黒区自由が丘1-12-6-2階

03-6421-4291

食堂

小西商事

目黒区緑が丘２ー２３ー７

宮野方

03-3718-6018

食品・青果

田ノ実自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-16

田ノ実ﾋﾞﾙ

03-5726-5020

食品販売

自然栽培の仲間たち

目黒区自由が丘1-15-14

白石ﾋﾞﾙ1階

03-5726-9173

食料品

CARAMELIFE株式会社

目黒区自由が丘1-16-12

ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ自由が丘Ⅱ105

ﾎｰﾑﾘﾋﾞﾝｸﾞはしもと

世田谷区奥沢5-30-10

ｵｰｸﾋﾙｽﾞ自由が丘1階

03-3722-4618

朝日新聞ASA自由が丘

目黒区緑が丘2-23-13

03-3717-5957

新聞販売業

Keisy自由が丘

目黒区自由が丘2-20-2

ｸﾞﾚｰｽ自由が丘1階

03-5726-2660

紳士・婦人靴

B'2nd

目黒区自由が丘1-8-3

大橋ﾋﾞﾙ1階

03-3724-8172

紳士・婦人服

Carrefour

目黒区緑が丘2-15-13

國領ﾋﾞﾙ1階

03-6421-1155

紳士・婦人服

ｻﾝ・ﾃｰﾗｰ

目黒区自由が丘2-10-7

03-3718ｰ2050

紳士服

ステップス 自由が丘店

目黒区自由が丘２－９－１５

渥美ビル １Ｆ

03-3725-1091

紳士服

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｽｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ「P.S.FA自由が丘」

目黒区自由が丘2-17-10

HALE MA'Oﾋﾞﾙ1階

03-3717-8521

紳士服

イケダ

目黒区自由が丘１－２９－４

03-3723-2626

紳士服

ﾃｰﾗｰ イシヰ

目黒区自由が丘１－１２－１

03-3717-5168

紳士服

ﾃｰﾗｰ タケキ

目黒区自由が丘２－１４－１

03-3718-2278

紳士服オーダー

KASHIYAMA the smart tailor

目黒区自由が丘2-15-20

ﾒｲﾌﾟﾙﾂｲﾝﾋﾞﾙ1階

03-5731-3507

紳士服小売業

自由が丘ﾑﾄｳ針灸院

目黒区自由が丘1-13-14

自由が丘ｽｶｲﾋﾞﾙ7階

03-6421-4117

針灸院

AMERI

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

090-8722-0861

水晶天然石販売

きむらてつや整形外科内科

目黒区自由が丘2-14-18

ｸﾞﾚｰｽｱｰﾄ1階

03-6421-3858

整形外科内科ﾘﾊﾋﾞﾘ

TAMAI HEALING自由が丘

目黒区自由が丘3-12-8

ﾏﾝｼｰｽﾞ自由が丘102

03-3725-5559

整体

ｵｸｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｵﾌｨｽ自由が丘正面口店

目黒区自由が丘1-26-3

自由が丘升本ﾋﾞﾙ5階

03-6459-5337

整体

JITAN BODY整体院自由が丘

目黒区自由が丘2-17-2

WAVE自由が丘1階

03-6323-9732

整体院

東方中国整体院

目黒区自由が丘1-5-9

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ2階

03-3723-3009

整体院

CONFORT ZONE

目黒区自由が丘1-24-3

玉川ﾋﾞﾙ201

03-6421-2570

整体業

ﾀﾞｽｷﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘２－５－１

3725-4354

清掃業

ﾊﾟｽﾀﾊﾞﾙMikiya's

目黒区自由が丘1-26-20

03-5731-9272

生ﾊﾟｽﾀ

FLEURISTE CHARLES FROMENT

目黒区自由が丘2-19-5

03-6459-5608

生花

MONCEAU FLEURS自由が丘本店

目黒区自由が丘1-8-9

岡田ﾋﾞﾙ1.2階

03-3717-4187

生花、生花ｱｸｾｻﾘｰ

古川ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-5-9

古川ﾋﾞﾙ3階

03-3723-0765

生花・植木

ブリキのジョーロ

目黒区自由が丘３ー６ー１５

ｳｨﾝ自由が丘ﾋﾞﾙ１階

03ｰ3724ｰ1187

生花・鉢花・雑貨

有限会社平井花店

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街１階

03ｰ3718ｰ9782

生花販売

BASIC AND ACCENT

世田谷区奥沢5-20-19

Ｋ＆Ｆﾋﾞﾙビル1階

03-5731-7200

生活雑貨

CouCou

目黒区自由が丘2-11-16

ﾆｭｰﾊﾟﾙﾋﾞｭｰﾋﾞﾙ1階

03-6421-1358

生活雑貨・食料品他

うみそら

目黒区自由が丘1-9-6

ｵﾊﾅﾋﾞﾙ1階

03-5726-8878

生活雑貨・服飾雑貨

ｺｯﾄﾝﾊｳｽ ムサシヤ

目黒区自由が丘１－２７－１

サンリキビル

03-3717-8891

生地

藍印花布・ｷﾞｬﾗﾘｰわたなべ

目黒区自由が丘1-17-13

03-6312-5367

生地・雑貨

PICO

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03ｰ3717ｰ2525

生地・雑貨

ﾄﾞﾚｽﾌｰﾘｴ

目黒区自由が丘1-8-5

村上ﾋﾞﾙ1階

03-3724-0335

生地・仕立・既製

自由が丘高木クリニック

目黒区自由が丘１ー２９ー７

薮伊豆ビル６階

03ｰ5726ｰ3771

精神科

自由が丘河合クリニック

目黒区自由が丘１－７－１１

ルミエールビル３０１

03-5701-3661

精神科

中央センタービル ３Ｆ

自由が丘ビル ３Ｆ

笹川ﾋﾞﾙ2階

飲食

食料品ｷｬﾗﾒﾙﾍﾟｰｽﾄ小売
寝具･ｲﾝﾃﾘｱ･ｶｰﾃﾝ

荒川商店

目黒区自由が丘1-24-2

03-3717-2989

精肉

稲毛屋

目黒区自由が丘1-26-6

03-3717-4129

精肉・総菜

稲毛屋

目黒区自由が丘１－２６－５

03-3717-4129

精肉店

黒毛和牛腰塚・焼肉腰塚

目黒区自由が丘2-12-19

与喜ﾋﾞﾙ1.2階

03-5731-0861

精肉販売

玉川精米店

目黒区自由が丘１－２９－１８

原ビル

03-3718-5361

精米店

ｸｵｶｼｮｯﾌﾟ自由が丘

目黒区緑が丘2-25-7

ﾗ･ｸｰﾙ自由が丘1階

03ｰ5731ｰ6200

製菓製ﾊﾟﾝ材料

藤井 商店

目黒区自由が丘

３－７－７ （小野沢 様 方）

03-3363-0420

青果

上田哲也税理士事務所

目黒区自由が丘3-6-20

ｳｨﾝｸﾞ自由が丘ﾊﾟｰﾄ2Ａ

03-3717-0877

税理士

自由ヶ丘税理士事務所

目黒区自由が丘2-18-13

ﾊﾟｰｸﾊｳｽ自由が丘ﾋﾞﾙ301

03-6421-2230

税理士業

松葉税理士事務所

目黒区自由が丘2-11-10

ﾊﾟﾙｼｨｰﾄﾞﾋﾞﾙ3階

03ｰ5729ｰ7118

税理士事務所

C&O自由が丘ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ

目黒区自由が丘1-13-14

ｽｶｲﾋﾞﾙ6階

03-6421-1555

脊柱・骨盤矯正

自由が丘とよ接骨院

目黒区自由が丘1-20-21

03-3723-5590

接骨院

Angel GardenⅡ

目黒区自由が丘1-25-5

山内ﾋﾞﾙ1階

03ｰ5701ｰ3973

占い

ｲﾘﾔ占いRoom

目黒区自由が丘2-9-23

ｼﾃｨﾊｳｽ302

03-5701-3307

占い

ｴﾝｼﾞｪﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ

目黒区自由が丘１－３１－８

２Ｆ

03-5701-3239

占い

fotune salon NEW MOON

世田谷区奥沢6-33-9

内海ﾋﾞﾙ2階

03-6432-2441

占い

占いﾊｰﾄﾌﾙ自由が丘店

目黒区自由が丘1-14-1

Gﾀﾜｰﾋﾞﾙ201

03-5726-9499

占い・ﾊﾟﾜｰｽﾄﾝ販売

ﾏｲ・ﾌｫｰﾁｭﾝ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

090-9307-8901

占い・雑貨

自由が丘開運学院

目黒区自由が丘２ー１６ー１９

ｴｽﾃｰﾄ大塚ﾋﾞﾙ５０１階

03ｰ3725ｰ9946

占い教室

自由が丘ｿﾚｲﾕﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-3-28

03-3718-9441

専門学校

ＡＲＡＴＴＯＩＴＥ（ｱﾗｯﾄｲﾃ）

世田谷区奥沢6-34-1

内海ﾋﾞﾙ1階

03-6432-1121

洗濯代行ｻｰﾋﾞｽ・ｺｲﾝ

味よし

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3718-9777

惣菜

㈲大和屋企画

目黒区自由が丘1-26-8

ｷｸﾓﾄﾋﾞﾙ306

03-3717-7463

葬儀社

石川式典自由が丘店

目黒区自由が丘2-13-3

志村ﾋﾞﾙ4階

090-2441-3935

葬祭業

ﾁｬｶﾞﾓｸﾗﾌﾄ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄB1階

03-6421-3508

装飾品・工芸品・衣料

開成苑自由が丘アトリエ

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ2

03-3720-3696

造園

ﾌｯﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-2

ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ2階

03-3725-2233

足のﾄｰﾀﾙｹｱｻﾛﾝ

ｷﾞｬﾗﾘｰ ﾙ・ｼｭﾙ・ﾌﾞﾙｰ

目黒区自由が丘2-8-8

03-3723-7314

貸しｷﾞｬﾗﾘｰ

石川商店

目黒区自由が丘１－２２－５

03-3717-6730

貸しビル

大橋ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-8-3

03-3717-6788

貸しビル業

ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰｷｱﾝ

目黒区自由が丘1-3-21-3階

03ｰ5731ｰ6980

貸ｽﾍﾟｰｽ

ｱﾗｲﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-25-4

03-3723-6387

貸ﾋﾞﾙ

㈱ミキオ商事

目黒区自由が丘２－１８－２０

03-3718-1715

貸ﾋﾞﾙ・ﾋﾞﾙ管理

村上ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-8-5

村上ﾋﾞﾙ

03ｰ3724ｰ0186

貸ﾋﾞﾙ・ﾋﾞﾙ管理

㈲ｱｵｷ電気商会

目黒区自由が丘2-13-4

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ2階

03-3718-6541

貸ﾋﾞﾙ・ﾋﾞﾙ管理

Ｇタワービル

目黒区自由が丘１－１４－１

Ｇタワービル ５Ｆ

03-3717-3588

貸ビル業

丸栄貸衣裳店自由が丘ｽﾀｼﾞｵ

目黒区自由が丘1-7-15

050-5515-3912

貸衣裳

鼎'ｓ（Diｎ's)自由が丘店

目黒区自由が丘2-10-4

ﾐﾙｼｪ自由が丘ﾋﾞﾙ2階

03-6421-3825

台湾料理

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｫﾚｽﾄ

目黒区自由が丘2-20-4

ｺﾚｯｿ自由が丘101

03-5726-9400

大学受験指導

伸芽’ｓｸﾗﾌﾞ自由が丘

目黒区自由が丘1-25-20

自由が丘ﾐｭｰﾋﾞﾙ1階

03-5731-3715

託児および学童施設

ｼﾞｪﾆｭｲﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-8

ｷｸﾓﾄﾋﾞﾙ1階

03ｰ5731ｰ8466

淡水真珠・半貴石

餃子と中華

目黒区自由が丘1-11-2

03-6421-1501

中華

豆点

大橋ﾋﾞﾙ4階

自由が丘吉華

目黒区自由が丘1-26-8

ﾌﾘｰﾀﾞﾑﾋﾞﾙ3階

03-3723-5679

中華料理

上海ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ状元楼

目黒区自由が丘1-29-17

持田ﾋﾞﾙ1階

03ｰ3718ｰ8833

中華料理

謝逢紅

目黒区自由が丘1-3-15

BIS

2階

03-5731-4889

中華料理

梅華

目黒区自由が丘1-12-2

梅華ﾋﾞﾙ1～2Ｆ

03-3717-6930

中華料理

つけ麺大王

目黒区自由が丘１－１２－４

ＭＫビル １Ｆ

03-3723-9145

中華料理

南国飯店

世田谷区奥沢5-40-12

03ｰ3722ｰ3211

中華料理

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ龍皇

世田谷区奥沢5-29-10

自由が丘ﾘﾌﾞﾚﾋﾞﾙ2階

03-6715-6097

中華料理

（有）ｱﾙﾋﾞｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

目黒区自由が丘１ー９ー６

朝丘ビル３階

03ｰ3723ｰ4118

中古自動車販売

KOMEHYO自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-21

芳紫苑御園ﾋﾞﾙ1階

03-3725-4788

中古品・新品販売買取

ｵﾚﾝｼﾞ薬局自由が丘店

目黒区自由が丘1-24-14-1階

03-5726-9065

調剤薬局

小林薬局

目黒区自由が丘２ー１５ー６

03ｰ3724ｰ0777

調剤薬局

ｳｲﾝﾃﾞｨﾋﾙ

目黒区自由が丘1-17-14

ｳｲﾝﾃﾞｨﾋﾙ401

03-5731-7168

賃貸業

ﾄﾞﾐ・榊原ﾏﾝｼｮﾝ

目黒区自由が丘1-17-13

3階

03ｰ3717ｰ1505

賃貸業

山田ビル

目黒区自由が丘１－１３－１０

山田ビル

03-3723-6073

賃貸業

佃煮 中島

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート１階

03-3717-4004

佃煮

ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰ

目黒区自由が丘1-10-4

ﾏｲﾘｯﾁﾋﾞﾙ3階

03-5731-9192

釣具店

鉄板焼 モトマチ

目黒区自由が丘１－２５－２

03-3723-9477

鉄板焼

㈱リバティー･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

目黒区自由が丘１－２９－１４

03-5701-1225

店舗設計施工

東神商会株式会社

目黒区自由が丘1-16-10

03-3718-9641

塗料

株式会社都市設計ｱﾄﾘｴ･ｱｲ

目黒区自由が丘1-8-9

03ｰ5729ｰ2740

都市設計

Feve

目黒区自由が丘1-29-14

03-6421-4825

豆菓子

岩田屋豆腐店

目黒区自由が丘１－１４－１１

03-3717-1353

豆腐

ｹﾙｾﾝ自由が丘直営店

目黒区自由が丘1-24-8

03-6421-3626

陶器（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）

ｱﾙﾃｶｲ

目黒区自由が丘2-18-11-1階

080-3255-0974

陶器販売

ｾﾝﾀｰｳﾞｨﾙ動物病院

目黒区自由が丘1-15-18

03-3724-1013

動物病院

Ｊ・ＦＲＯＮＴビル５階
岡田ﾋﾞﾙ4階

ﾐﾆﾄﾞｰﾑ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

クッキー

前川動物病院

目黒区自由が丘３－６－１７

03-3725-1123

動物病院

自由が丘本間内科ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-22-8

03-3717-4201

内科

伴内科ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘2-11-16

03-6273-8566

内科

森医院

目黒区自由が丘2-22-3

03-3718-0011

内科・胃腸科・外科

(医)法山会 山下診療所自由が丘

目黒区自由が丘1-30-3

東急ﾌﾟﾗｻﾞ7階

03-3724-3811

内科・歯科

自由が丘ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

目黒区自由が丘2-11-16

日能研自由が丘ﾋﾞﾙ2階

03-6421-1080

内科・小児科

小松内科クリニック

世田谷区奥沢５－２５－１１

03-3717-7772

内科・小児科

たまきｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘1-7-14

ﾄﾞｩｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ3階

03-5731-7216

内科・心療内科

株式会社ﾃﾞｨﾏﾝｼｪ自由が丘店

自由が丘2-17-6

TheFrontﾋﾞﾙ2階

03-5726-9110

内装仕上工事業

すすむ屋茶店

目黒区自由が丘1-25-5

山内ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4142

日本茶販売・喫茶

こばやし

世田谷区奥沢6-22-14

ｺｰﾎﾟｻﾝﾛｰｸﾋﾞﾙ1階

03-3703-1501

日本料理

福梅本舗自由が丘店

目黒区自由が丘２ー１７ー６

THE FRONTﾋﾞﾙ２階

03ｰ5731ｰ3550

梅干し

銀座ﾊﾟﾘｽ自由が丘店

目黒区自由が丘1-12-12

三森ﾋﾞﾙ1階

03-4571-2838

買取小売り

Lilac Knoll

目黒区自由が丘1-16-13

ﾌｫｰﾏﾋﾞﾙ1階

03-5729-6058

皮革製品

ｽﾃﾗ自由が丘

目黒区自由が丘1-24-1

ｵｾﾙ自由が丘ﾋﾞﾙ1階Ｂ号

090-2322-1411

美術・工芸

ｳﾞｨｱ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

目黒区自由が丘１ー２７ー２

ひかり街ﾋﾞﾙ１階

03ｰ3725ｰ1339

美術館関連商品

noma-JIYUGAOKA

目黒区自由が丘2-15-6

小林ﾋﾞﾙ2階

03-6459-5132

美容

ibrel

目黒区自由が丘2-15-11

自由が丘ﾌﾗｯﾂﾋﾞﾙ1階

03-5726-8775

美容院

ﾅｶﾞｲｸﾘﾆｯｸ

世田谷区奥沢5-19-14

03ｰ5731ｰ9557

美容外科

ReVIERA3ｼｮｰﾙｰﾑ

目黒区自由が丘1-2-26

03-6459-5806

美容機器・ｺｽﾒ商品

ﾏﾙﾍﾞﾘｰ

目黒区自由が丘1-22-5

03-5726-8382

美容業

MA

目黒区自由が丘1-26-13

ｷｭｰﾌﾞ自由が丘ﾋﾞﾙ2階

03-5701-1261

美容業

Neolive que's

目黒区自由が丘2-14-7

SEASONS自由が丘ﾋﾞﾙ3階

03-5731-5713

美容業

ＬaＰoursuite

目黒区自由が丘１ー１５ー１４

白石ﾋﾞﾙ２階

03ｰ5726ｰ3939

美容室

Ｉnitium （ｲﾆﾃｨｳﾑ ）

目黒区自由が丘１ー２３ー２

ＵＴＲビル２階

03ｰ5701ｰ1331

美容室

L'avenue-hair-atelier

目黒区自由が丘1-17-12

自由が丘ﾊｲﾂｱﾝﾄﾞ-ﾋﾞﾙ1階

03-5726-8509

美容室

ミエノ

目黒区自由が丘１－２５－２２

ギャラクシービル１Ｆ

03-3717ｰ6269

美容室

ﾛﾏﾅ

目黒区自由が丘2-9-15

錦織ﾋﾞﾙ

03-3724-0080

美容室

オブヘアーｗｅｓｔ

目黒区自由が丘2-9-14

Assortie2.3階

03-5701-7676

美容室

LEMPICKA

目黒区自由が丘2-17-6

THE FRONTﾋﾞﾙ3階

03-5701-0331

美容室

インビテーション

目黒区自由が丘１－２５－９

自由が丘テラスビル2階

03-3723-3533

美容室

クォーター・ビート

目黒区自由が丘２ー１５ー２１

井下田ビル１階

03ｰ3725ｰ3101

美容室

DOUX

DM自由が丘ﾋﾞﾙB棟

ﾙｰﾁｪ自由が丘101号102号

DEAR LOGUE

目黒区自由が丘1-25-14

BIBAﾋﾞﾙ2階

03ｰ5731ｰ8553

美容室

Amaron

目黒区自由が丘2-15-20

ﾒｲﾌﾟﾙﾂｲﾝﾋﾞﾙ1階

03ｰ3725ｰ3237

美容室

hair & make fleu(r)

目黒区自由が丘２ー８ー２１

ﾒｿﾞﾝｸﾙﾂ２階

03ｰ5701ｰ8886

美容室

DES FRANGES

目黒区自由が丘2-9-10

ﾓﾄﾑﾗﾋﾞﾙ4階

03-6421-4956

美容室

ecru

目黒区自由が丘2-16-16

萩原ﾋﾞﾙ2階

03-3718-7896

美容室

ｶﾗｰｽﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ

目黒区自由が丘2-15-22

ｵｶﾍﾞﾋﾞﾙ2階

03-6459-5258

美容室

Fare自由が丘

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ2階

03-3725-3841

美容室

ｺﾊﾟﾝ ｴ ｺﾋﾟｰﾇ

目黒区自由が丘2-7-19

ｼﾚｰﾇﾋﾞﾙ1階

03-5726-9425

美容室

shelf

目黒区自由が丘2-3-16

自由が丘ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ1階

03-6421-4966

美容室

Bi ArakA+i

目黒区自由が丘1-29-2

ゑびすやﾋﾞﾙ地下1階

03-3725-9582

美容室

ALICe by afloat

目黒区自由が丘1-26-4

ｽﾃﾗﾋﾞﾙ4階

03-5731-3838

美容室

Ciel by afloat

目黒区自由が丘1-26-4

ｽﾃﾗﾋﾞﾙ5階

03-6421-1988

美容室

MICRAS

目黒区自由が丘1-26-5

稲毛屋ﾋﾞﾙ4階

03-3724-0782

美容室

ｱﾄﾘｴﾄﾞｳｰ･ﾃﾞｨﾏﾝｼｭ

世田谷区奥沢7-3-2

03-5856-7077

美容室

ﾍｱｰﾒｲｸ

目黒区自由が丘2-12-13

03-5731-9113

美容室

03-5726-9877

美容室

03-5729-0995

美容室

ﾐｭｰｽﾞ

rewo

目黒区自由が丘2-12-19

藤原第2ﾋﾞﾙ3階

ｱﾄﾘｴ164花結

目黒区自由が丘1-2-9

ﾍｱｰｻﾛﾝｼｬﾝﾃｨ‐

目黒区自由が丘1-14-2

ｻﾝｱｯﾌﾟ自由が丘ﾋﾞﾙ1Ｆ

03-3725-2700

美容室

ＰＲＩＭＰ（プリンプ）

目黒区自由が丘１－１３－１４

スカイビル２Ｆ

03-3717-1311

美容室

katachi

目黒区自由が丘1-3-28

自由が丘ｵﾍﾟﾗ座1階

03-3724-1368

美容室

NESPA

目黒区自由が丘1-3-21

ﾊｲﾌﾞﾘｯｼﾞﾋﾞﾙ1階

03-3725-2380

美容室

Lache hair and makeup

目黒区自由が丘1-3-5

J-styleﾋﾞﾙ1階

03-6312-3903

美容室

ﾌﾐ美容室

目黒区自由が丘1-5-9

荒井ﾋﾞﾙ1階

03-3717-6853

美容室

kakimoto arms クレオ店

目黒区自由が丘１－７－１３

クレオビル ２Ｆ

03-3724-7790

美容室

erg自由が丘

世田谷区奥沢5-25-5

M'S JIYUGAOKA 2F

03-5701-0202

美容室

Ｏf ＨＡＩＲ

目黒区自由が丘１－８－９

岡田ビル ２Ｆ

03-3725-1305

美容室

ＴＡＹＡ

目黒区自由が丘１－８－１９

メルサﾊﾟ-ﾄ２ ３階

03-5701-5835

美容室

山崎裕俊美容室

目黒区自由が丘1-8-2

ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ2階

03-3725-3353

美容室

美容室101

目黒区自由が丘1-8-1

ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ3階

03ｰ3724ｰ4767

美容室

Bloom

世田谷区奥沢2-38-9

月瀬ﾋﾞﾙ3階

03ｰ3724ｰ4136

美容室

NOV自由が丘

世田谷区奥沢6-33-14

第2ｼｰﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階

03-5758-1233

美容室

ﾙｰﾌﾟｽ・ｵｱｼｽ

世田谷区奥沢6-33-14

ﾓﾐの木ﾋﾞﾙ1.2階

03-5758-7767

美容室

Heaka AVEDA

世田谷区奥沢5-25-15

wando自由が丘east2階

03-5731-0707

美容室

kimi

目黒区自由が丘2-13-3

Sﾋﾞﾙ3階

03-6421-1874

美容室

AUQWA

世田谷区奥沢5-40-7

ｼﾞｮｱﾋﾞﾙ2階

03-3721-1112

美容室

Kalon hair resort

世田谷区奥沢5-20-11

JIYUGAOKA TSﾋﾞﾙ3階

03-5731-0941

美容室

ROMA hair salon

目黒区自由が丘1-5-10

ｶﾒﾘｱﾋﾞﾙ2階

03-6421-3805

美容室

Andern

世田谷区奥沢5-28-15

昇栄ﾋﾞﾙ2階

03-5755-5903

美容室

Merry Land自由が丘

世田谷区奥沢5-27-11

自由が丘ｱｵｷﾋﾞﾙ5階

03-6715-6788

美容室

LACO hair&spa

世田谷区奥沢5-23-18

ﾒﾃﾞｨｽ自由が丘5階

03-6459-7374

美容室

glams Hair Lounge JAPAN

目黒区自由が丘1-25-4

ｱﾗｲﾋﾞﾙ2階

03-6421-3983

美容室

医療法人社団美純会自由が丘ﾛｼﾞｴｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘2-10-20

弥生ﾋﾞﾙ6階

03-5726-8324

美容皮膚科・皮膚科

川村表具店

目黒区自由が丘１－１４－１１

03-3717-7088

表具

春峰堂

目黒区自由が丘１－５－１０

カメリアビル １Ｆ

03-3717-6704

表具・掛軸・額装

自由が丘内科ｸﾘﾆｯｸ

目黒区自由が丘2-8-17

ｸﾞﾗﾝﾃﾞ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-3723-7888

病院

玉川商事

目黒区自由が丘１－２４－３

玉川ビル １Ｆ

03-3718-5551

不動産

株式会社ﾐﾝﾃｯｸ

目黒区自由が丘1-13-4

UIW11自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-3725-4440

不動産

ｾﾝﾁｭﾘｰ２１ﾘﾌﾞﾚｯﾄ

目黒区自由が丘１－１２－１１

四川ﾋﾞﾙ１階

03-5701-5588

不動産

仲住販

世田谷区奥沢５－２８－１３

03-3721-6543

不動産

まつげ

有限会社

丸朋不動産

世田谷区奥沢5-27-10

ｿｼｱﾙ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-3722-9163

不動産

有限会社

睦商事

目黒区自由が丘１－２３－１

ＹＭＫビル4階

03-3717-5651

不動産管理

03-3717-6366

不動産管理

03-3702-1660

不動産管理

03-3717-8764

不動産管理

川辺

目黒区自由が丘1-25-3

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘2-11-16

株式会社

弁慶

ﾘﾍﾞﾙﾃﾋﾞﾙ

目黒区大岡山2-7-19

城南振興

目黒区自由が丘２－１１－１６

小杉ビル

03-3721-1759

不動産管理

三光企業株式会社

目黒区自由が丘1-10-4

ﾏｲﾘｯﾁﾋﾞﾙ3Ｆ

03-3723-3535

不動産管理

岡田陶苑

目黒区緑が丘 ２－３－８

マイセンハウス １０２号

03-3718-7371

不動産管理

自由が丘第一ビル

目黒区自由が丘１－８－２０

自由が丘第一ビル ６Ｆ

03-3717-6902

不動産管理

株式会社ｸﾚｵ

目黒区自由が丘1-7-13

ｸﾚｵﾋﾞﾙ 6Ｆ

03-3723-2031

不動産管理

関野ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-9-4

関野ﾋﾞﾙ4階

03-3723-5532

不動産管理

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄｱｲ

目黒区自由が丘2-13-3

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄｱｲﾋﾞﾙ 4Ｆ

03-3717-7051

不動産管理

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-5-9

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ

03-3723-7488

不動産管理

ｻｳｽｹﾞｰﾄ

目黒区自由が丘1-8-2

03ｰ3723ｰ7777

不動産管理

㈱ｹｰｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

目黒区自由が丘1-8-9

岡田ﾋﾞﾙ5階

03-6459-5360

不動産管理

ハイブリッジビル

目黒区自由が丘１－３－２１

ハイブリッジビル ３階

03-3723-8455

不動産管理業

㈱魚菜

世田谷区奥沢５－２７－５

エステートビル ４Ｆ

03-3723-7111

不動産管理業務 他

株式会社自由が丘ﾌﾚﾝｽﾞ

目黒区自由が丘1-24-11

03-5726-8028

不動産業

自由が丘不動産ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

目黒区自由が丘２ー１１ー３

03ｰ3725ｰ2228

不動産業

ｴｽﾃｲﾀｰ株式会社自由が丘支店

目黒区自由が丘1-14-15

Yashimaﾋﾞﾙ3階

03-5726-3180

不動産業

自由が丘ｺﾝﾃﾝﾂ・ﾗﾎﾞ

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻﾊﾟｰﾄ2 4Ｆ

03-3718-1113

不動産業

株式会社ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

目黒区自由が丘1-29-1

白樺ﾋﾞﾙ

03-5731-3141

不動産取引・建設業

（有）アンジェー

目黒区自由が丘１－７－１６

アンジェ自由が丘ビル５階

03-3723-3742

不動産税務コンサル

小林建設

世田谷区奥沢5-28-15

昇栄ﾋﾞﾙ1階

03-6715-6580

不動産仲介

柴田不動産（株）自由が丘

目黒区自由が丘１ー１２ー４

平野ビル１階

03ｰ5701ｰ7799

不動産仲介・管理

㈱ﾕｳｷ・ﾎｰﾑ

目黒区自由が丘1-29-18

03-3725-6608

不動産仲介業

㈱小林ｴｽﾃｰﾄ

世田谷区奥沢5-27-10

03-5483-1611

不動産仲介業

石川

目黒区自由が丘1-22-3

03-3718-4785

不動産賃貸

㈲安藤商事

目黒区自由が丘１－２３－１２

03-3717-0613

不動産賃貸・管理

自由が丘駅前岡田ﾋﾞﾙ

目黒区自由が丘1-8-9

03-3723-6940

不動産賃貸業

ﾌﾟﾛｳﾞｪｰﾙ自由が丘

世田谷区奥沢5-27-17

03ｰ3712ｰ8902

不動産賃貸業

有）自由が丘ミナミ

目黒区自由が丘１ー８ー１

ミナミビル

有限会社ｱﾄﾘｴﾌｪｽﾀ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

042-539-7137

婦人衣料

ｴﾑｽﾞ

目黒区自由が丘1-23-1

YMKﾋﾞﾙ1階

03-3718-7588

婦人既製服小売業

ﾋﾞｭｰﾌｫｰﾄ自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-1

高原ﾋﾞﾙ1.2階

03-3723-0349

婦人靴

glitter ﾒﾙｻⅡ店

目黒区自由が丘１ー８ー１９

自由が丘駅前ビル２階

03ｰ3723ｰ7611

婦人靴

COULEUR VARIE

目黒区自由が丘1-8-18

自由が丘ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ1階

03-6421-4367

婦人靴

ｱﾙｼｭ自由ヶ丘店

目黒区自由が丘2-9-20

河津ﾋﾞﾙ1階

03-5731-7134

婦人靴販売

カルディーニャ

目黒区自由が丘１－２５－２２

ギャラクシービル１Ｆ

03-3717-9777

婦人服

ﾚﾘｱﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-22-1階

03-3723-5002

婦人服

PLST

目黒区自由が丘2-10-20

弥生ﾋﾞﾙ1階

03-5731-1875

婦人服

COMPTOIR DES COTONNIERS

目黒区自由が丘1-29-14

Jﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ1階

ﾃﾁﾁ

目黒区自由が丘1-26-14

ｵｸｽﾞﾐﾋﾞﾙ 1Ｆ

03-3724-1487

婦人服

ｸﾁｰﾅ自由が丘店

目黒区自由が丘2-8-9

ｶｹｲﾋﾞﾙ1階

03ｰ5701ｰ1108

婦人服

Silver Leaf自由が丘

目黒区自由が丘2-9-15

ﾕﾚｶﾋﾞﾙ1階

03-3723-2060

婦人服

ﾋﾞｱｽﾞﾘｰ自由ヶ丘

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘1階

03-5731-0536

婦人服

napoca

目黒区自由が丘2-9-10

本村ﾋﾞﾙ1階

03-6421-3746

婦人服

ｱｯﾌﾟﾙﾊｳｽ

目黒区自由が丘1-25-12

ﾘｰﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ102

03-5726-8676

婦人服

THE LIBRARY自由が丘店

目黒区自由が丘2-16-16

03-3725-6121

婦人服

ブデックフレイジュ

目黒区自由が丘１ー２９ー２

新月ﾋﾞﾙ１階

03ｰ5734ｰ7811

婦人服

ﾋｽｲ洋品店

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-3718-9678

婦人服

十字屋

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3718-9774

婦人服

咲貴

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1Ｆ

03-3718-9789

婦人服

岡田ﾋﾞﾙ4Ｆ

不動産賃貸業

婦人服

ｸﾗｲﾕ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-6421-3458

婦人服

ﾎﾘﾎｯｸ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

090-7905-9252

婦人服

マダムサンク

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートビル１階

03ｰ5729ｰ0881

婦人服

成城ﾘｻ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-5731-8140

婦人服

ESTADIO

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-3724-5103

婦人服

ﾌｪｱﾘｰﾃｰﾙ

目黒区自由が丘2-15-5

03-3724-2634

婦人服

ﾈｽﾄﾛｰﾌﾞ(nestRobe)

目黒区自由が丘2-15-8

ﾃﾞﾘｶﾋﾞﾙ1階

03ｰ5731ｰ9786

婦人服

nest Robe自由が丘店

目黒区自由が丘2-15-9

ﾉｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ1階

03-5731-9786

婦人服

MARcourt

目黒区自由が丘2-12-19

3.4.1ﾋﾞﾙ1階

03-6421-4401

婦人服

ノーラ

目黒区自由が丘１－１２－１３

三恵ビル１Ｆ

03-3718-4991

婦人服

ﾏｰﾌﾞﾙｲﾝｸ

目黒区自由が丘1-8-9

岡田ﾋﾞﾙ1階

03-5701-0413

婦人服

ボンサンス

世田谷区奥沢５－４１－１５

北崎ﾋﾞﾙ１Ｆ

03ｰ3722ｰ8509

婦人服

maggy maggy自由が丘ﾒﾙｻⅡ

目黒区自由が丘１－８－１９

メルサパート２ １Ｆ

03-5701-0542

婦人服

maya自由が丘ﾏﾘｰｸﾚｰﾙ通り店

目黒区自由が丘1-8-18

ﾏｲｾﾝﾋﾞﾙ1Ｆ

3724-1233

婦人服

ﾃﾞｨﾌｭｼﾞｵｰﾈ･ﾃｪｼﾚ自由が丘

世田谷区奥沢５ー２７ー１７

ﾌﾟｶｳﾞｪｰﾙ自由が丘ﾋﾞﾙ１・２階

03ｰ5731ｰ8651

婦人服

アン レクレ

目黒区自由が丘１ー８ー２

ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ１階

03ｰ5729ｰ3355

婦人服

ﾘｺﾉｸﾛｰｼｪ

目黒区自由が丘1-5-10

ｺﾑｽ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-6421-3352

婦人服

ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ

目黒区自由が丘1-8-21

ﾒﾙｻﾊﾟｰﾄⅡ

2階

03-5731-1040

婦人服

DoCLASSE

世田谷区奥沢5-25-15

wondo自由が丘eastﾋﾞﾙ1階

03-5726-9346

婦人服

TONAL

目黒区自由が丘1-8-19

ﾒﾙｻ1階

03-5726-8522

婦人服

国立毛皮工房自由が丘店

目黒区自由が丘1-25-2

MKﾋﾞﾙ1階

03-3723-0995

婦人服・ｱｸｾｻﾘｰ

ｱｸｲｰﾙ自由が丘

世田谷区奥沢2-37-9

高見ﾋﾞﾙ1階

03-3718-6473

婦人服・ﾊﾞｯｸﾞ

ﾗ･ﾋﾟﾘｴ

目黒区自由が丘1-27-1

03ｰ3725ｰ7055

婦人服･ﾊﾞｯｸ･ｸﾂﾘｻｲｸﾙ

ｳﾞｨｯﾁｰﾉ ｱ ﾚｲ

目黒区自由が丘1-25-14

ﾋﾞﾊﾞﾋﾞﾙ1A階

03-5731-9088

婦人服・ﾌﾞﾃｨｯｸ

アルテ インティマ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートﾋﾞﾙ１階

03ｰ5731ｰ7855

婦人服・下着類

Ｇ･Ａ･Ｌ･Ａ･Ｘ･Ｙ

目黒区自由が丘１ー２５ー２２

近堂ビル １Ｆ

03-3717-0055

婦人服・雑貨

ＭＡＳＨＡ

目黒区自由が丘1-25-20

03-5726-1635

婦人服・雑貨

Ｃomia

目黒区自由が丘２－９－１５

ユレカビル １Ｆ

03-3725-3231

婦人服・雑貨

Plantation自由が丘

目黒区自由が丘2-16-27

ﾛｰﾀﾘｰﾏﾝｼｮﾝ1階

03-6459-5467

婦人服・雑貨
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目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-5726-3142

婦人服・雑貨

㈲ｲｰｽﾄｴｲｼﾞ

目黒区自由が丘2-14-18

ｸﾞﾚｰｽｱｰﾄ202

03ｰ5731ｰ9227

婦人服・雑貨

Ｈａｍａ

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街ビル１階

03-3725-6838

婦人服・子供服

ﾌﾞﾙｰｺﾚｸｼｮﾝ

世田谷区奥沢５ー４１ー１１

希望堂ビル１階

03ｰ3722ｰ1080

婦人服・子供服

手作工房せきぐち

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

03-5701-4234

婦人服・小物

サラ・マーサ

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート地階

03ｰ5701ｰ5760

婦人服・服飾雑貨

ﾉｰﾘｰｽﾞ

目黒区自由が丘1-8-9

ﾒﾙｻﾊﾟｰﾄ2

03-5701-0538

婦人服・洋品

ブディック セリーズ

目黒区自由が丘２ー１４ー１

03ｰ3723ｰ1002

婦人服ｼﾞｭｴﾘｰ･ﾊﾞｯｸ

ﾊﾞﾙﾊﾞﾘ自由が丘店

目黒区自由が丘2-13-3

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄ・ｱｲﾋﾞﾙ1階

03-6421-4146

婦人服の販売

DUBARRY

目黒区自由が丘1-26-3

自由が丘升本ﾋﾞﾙ1階

03-6421-2524

婦人服小売業

ｱﾝｼｪﾇﾏﾝ

目黒区自由が丘2-15-20

ﾒｲﾌﾟﾙﾂｲﾝﾋﾞﾙ1階

03-3723-2855

婦人服販売

ﾌｪｱﾘｰﾃｰﾙ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3717-5950

婦人服販売

ﾗｺﾙﾄﾞ

目黒区自由が丘2-9-10

03-5701-8338

婦人洋品

ﾓﾝﾄﾍﾞﾚ自由が丘

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街 1階

03-3717-0167

婦人洋品・たばこ

更紗の部屋ぎゃらりいSPAC45

目黒区自由が丘2-15-9

ﾊﾟｰﾙﾋﾞﾙ2階

03ｰ3724ｰ0459

布・服・雑貨販売

お針箱

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート 地下１階

03-5701-1129

服のﾘﾌｫ-ﾑ,衣類全般

ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰｴｾﾞﾈﾗﾙｽﾄｱ

目黒区自由が丘1-8-21

ﾒﾙｻ2

03-3724-0709

服飾・生活雑貨販売

ﾀﾞｯｸ

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ2階

03-3717-0943

服飾釦 洋裁材料

株式会社ｳﾞｲｸﾘｴｲﾄ

目黒区自由が丘2-18-13

ﾊﾟｰｸﾊｳｽ自由が丘1階

03-6323-1510

物販

Spick&Span自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-18

ﾁｪｽﾅｯﾄﾋﾙｽﾞ2西側1.2階

03-5701-0351

物販

Milk Road

目黒区自由が丘1-24-3

玉川ﾋﾞﾙ102

03-6421-1946

物販

㈲豊栄堂

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3718-9784

文具

一貫堂文具店

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 1Ｆ

03-3717-7082

文房具

目黒区自由が丘2-9-4

岡ﾋﾞﾙ2階

米ぬか酵素浴ｻﾛﾝ

BRANROOM

いいほいくえん

目黒区自由が丘1-5-1

ゆらりん自由が丘保育園

目黒区自由が丘1-25-20

（有）ﾘﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
補聴器の店

1階

2階

喫茶

米ぬか酵素浴ｻﾛﾝ
03-5731-4040

保育園

自由が丘ﾐｭｰﾋﾞﾙ2階

03-5731-1488

保育園・ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ

目黒区自由が丘２ー２ー１９

自由が丘ｾﾝﾁｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ２階

03ｰ3717ｰ9915

補助食品 運動 ｹｱ法他

世田谷区奥沢5-27-5

魚菜学園ﾋﾞﾙ2階

03-5729-3357

補聴器

ﾌﾞﾙｰﾑ自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-19

3.4.1ﾋﾞﾙwest2階

03-3724-3341

補聴器販売

Re:Jewelry

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ1階

03-3725-4147

宝飾品

タイマ

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3723-0077

宝石

ヤマト宝飾

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート１階

03ｰ5731ｰ5051

宝石・アクセサリー

ニック

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街１Ｆ

03-3725-9929

宝石・リフォーム

ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ｼﾞｭｴﾘｰ 秀宝

目黒区自由が丘１－２６－７

ストークビル １Ｆ

03-3724-6908

宝石・貴金属

ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｰｺﾚｸｼｮﾝ

目黒区自由が丘2-15-9

ﾊﾟｰﾙﾋﾞﾙ1階

03ｰ3723ｰ1051

宝石・貴金属

一誠堂

目黒区自由が丘１－２９－７

03-3717-6660

宝石・時計・眼鏡

自由の森法律事務所

目黒区自由が丘1-16-10

市川ﾋﾞﾙ3階

03-6459-5121

法律事務所

自由が丘総合法律事務所

目黒区自由が丘1-14-4

自由が丘戸田ﾋﾞﾙ6階

03-6459-5852

法律事務所

自由が丘ｻｳﾝﾄﾞ

KAI法律事務所

自由が丘1-7-15

ﾍﾞﾙﾃﾌｫﾝﾀﾝ3階

03-5731-5887

法律事務所

自由が丘ﾎﾟﾙﾄ法律事務所

世田谷区奥沢5-28-15

昇栄ﾋﾞﾙ3階

03-6715-6917

法律事務所

ｷﾇﾔ

目黒区自由が丘1-27-1

ｻﾝﾘｷﾋﾞﾙ1階

03-3717-6218

帽子・傘

自由が丘 八島

目黒区自由が丘１－１４－１５

03-3717-1317

木綿・生地

台湾車輪餅

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

目黒区自由が丘1-3-15

BISﾋﾞﾙ1階

03-5726-9465

野菜専門店

RIN RIN自由が丘

目黒区自由が丘2-9-3

志村ﾋﾞﾙ2階

03ｰ3723ｰ1101

役務提供（脱毛）

安藤薬局 自由が丘本店

目黒区自由が丘1-8-3

ｱｲｴｰﾋﾞﾙ1階

03-3718-7493

薬局

（株）誠心堂薬局自由が丘

目黒区自由が丘２ー１３ー４

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾞﾙ １階

03ｰ3718ｰ4193

薬局 漢方薬

ｱﾀﾞﾑｽｼﾞｬﾊﾟﾝ自由が丘店

目黒区自由が丘1-8-1

ﾐﾅﾐﾋﾞﾙ3階

03ｰ5701ｰ2111

油彩画額・材料

ENZO DUE

目黒区自由が丘1-25-14

ﾋﾞﾊﾞﾋﾞﾙ1階

03-5731-2023

輸入ｱﾊﾟﾚﾙ

株式会社ｺﾚﾂｨｵｰﾈ

世田谷区等々力7-2-32

03-5758-7007

輸入ﾃﾞｨｰﾗｰｲﾀﾘｱﾌﾗﾝｽ車

ﾊﾞﾝﾌﾞｰﾊｳｽ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街１階

03-5701-8401

輸入衣料

㈱ﾒｼﾞｬｰ

目黒区自由が丘1-8-5

村上ﾋﾞﾙ2階

03-5731-1168

輸入卸売業

Pono Lipo Shop

目黒区自由が丘2-18-15

03-5726-9936

輸入絵本・知育おもち

Decoration et Table Y

目黒区自由が丘1-17-14

ｳｲﾝﾃﾞｨﾋﾙﾋﾞﾙ1階

03ｰ6240ｰ2787

輸入雑貨ﾊﾞｽｷｯﾁﾝ用品

大倉屋

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート １Ｂ

03-3717-5313

輸入食品

ICEﾓﾝﾃｯｿｰﾘこどものいえ自由が丘

目黒区自由が丘1-29-17

夢の樹ﾋﾙｽﾞ4階

03-5731-3168

幼児教育施設・保育施

ＴＦＳ幼児教室

目黒区自由が丘２－１９－８

03-3718-0665

幼児教室

自由が丘ﾛｰﾙ屋

目黒区自由が丘1-23-2

ﾉｰｽﾋﾞﾚｯｼﾞﾋﾞﾙ

03ｰ3725ｰ3055

洋菓子

ﾓﾝｻﾝｸﾚｰﾙ

目黒区自由が丘2-22-4

ｻｸﾚ自由が丘ﾋﾞﾙ１階

03ｰ3718ｰ5200

洋菓子

La Cialda

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ1階

03-5726-9622

洋菓子

モンブラン

目黒区自由が丘１－２９－３

03-3723-1181

洋菓子・喫茶

BAKE CHEESE TART自由が丘店

目黒区自由が丘1-31-10

BAKEﾋﾞﾙ1階

03-5731-8452

洋菓子製造販売・ｶﾌｪ

ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄTMｶﾞｰﾃﾞﾝｶﾌｪ自由が丘

目黒区自由が丘1-25-20

自由が丘MYUﾋﾞﾙ1階

03ｰ3725ｰ4118

洋食

ｶｽﾀﾈｯﾄ

目黒区自由が丘2-9-23

ﾗ･ﾎﾟｰﾙ自由が丘1階

03-3724-7076

洋食

SHUTTERS LUZ自由が丘

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘3階

03-5731-0101

洋食

T'Sﾚｽﾄﾗﾝ

目黒区自由が丘2-9-6

LUZ自由が丘B1階

03-3717-0831

洋食

キッチン・カントリー

目黒区自由が丘１－２８－８

自由が丘デパート ３Ｆ

03-3717-4790

洋食

ﾗﾄﾘｴﾌﾟﾘｭ

目黒区自由が丘2-11-7

ﾗﾄｩｰﾙｷｪﾝﾃﾞﾗﾋﾞﾙ地下1階

03-3723-5323

洋食

洋食亭 ブラームス

目黒区自由が丘１－８－２１

メルサパ－ト１

03-3724-6501

洋食

ｻｸﾗﾊﾞﾙ

目黒区自由が丘1-31-8

03-3723-7747

洋食

ブテｲックピエロ

目黒区自由が丘１－２８－８

03-3718-6455

洋品・雑貨

YARRA自由が丘

目黒区自由が丘2-9-10

あらよ

目黒区自由が丘２－１２－１２

whiite balloon by FABRIC'S

世田谷区奥沢5-27-11

ＡＫＯ

MERCATO

CONTADINO

ダロワイヨ自由が丘店

目黒区自由が丘２－１１－２

餅

03-3717-2250

３Ｆ

自由が丘デパート １Ｆ

洋菓子・喫茶

洋服
03-3717-6851

洋服・バック・ｱｸｾｻﾘｰ

自由が丘ｱｵｷﾋﾞﾙ1階

03-6715-6888

洋服・ﾊﾞｯｸ・雑貨

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパートＢ１

03ｰ3724ｰ3663

洋服ｽｶｰﾌ ｱｸｾｻﾘｰ販売

it's!

目黒区自由が丘１ー１１ー６

丸栄ビル４階

03-5798-3267

理美容室

理容ｲｶﾞﾗｼ

目黒区自由が丘1-25-5

03-3717-4708

理容室

理髪ﾔﾝｸﾞ軒

目黒区自由が丘2-9-8

03-3717-3689

理容室

スマイル

目黒区自由が丘２－１８－１４

03-3723-9798

理容室

ﾍｱｰｻﾛﾝﾄｯﾌﾟ

目黒区自由が丘1-31-2

03-3723-9274

理容室

ﾐﾅﾐ

目黒区自由が丘1-9-5

03-3724-3738

理容室

目黒区自由が丘２ー１３ー３

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄｱｲﾋﾞﾙ２階

03-5798-3267

理容室

KEENｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾍｱｰ

ｉｔ'ｓ

ﾏﾘｸﾚｰﾙ店

目黒区緑が丘2-16-18

KEENﾋﾞﾙ

03-6362-3583

理容室

Barber

目黒区緑が丘2-16-10

SAKURAﾃﾗｽ1階

03-5726-8287

理容室

（有）ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾙﾊﾞｹｰｼｮﾝ

目黒区自由が丘３ー１７ー１

ﾘﾊﾞﾃｨﾋﾙﾋﾞﾙ２階

03ｰ3723ｰ1500

旅行業

Picard

ﾋﾟｶｰﾙ

目黒区自由が丘1-26-5

稲毛屋ﾋﾞﾙ1階

070-3165-1364

冷凍食品

鈴木優朗読・自己表現

世田谷区奥沢7-43-19

03-3704-9066

朗読・自己表現教室

たま家

目黒区自由が丘3-9-1

03-3724-4346

和の家庭料理

亀屋万年堂 本店

目黒区自由が丘1-15-12

03-3723-0345

和菓子

蜂の家

目黒区自由が丘２－１０－６

03-3717-7367

和菓子

大文字

目黒区自由が丘１－２７－２

ひかり街 １Ｆ

03-3717-7701

和菓子

星火

目黒区自由が丘1-21-4

J121 1階

03-6421-4328

和食

七参

目黒区自由が丘1-24-2

Wｽﾍﾟｰｽ1階

080-5373-2685

和食

AEN自由が丘店

目黒区自由が丘2-8-20

03ｰ5731ｰ8251

和食

麹料理ごはん

目黒区自由が丘1-28-8

03-3724-1022

和食

瀬戸

目黒区自由が丘２－１１－１６

03-3723-9443

和食

浜ふじ

目黒区自由が丘２ー１２ー１２

03-3723-8326

和食

Nico2

ひな鳥素揚げ

月鳥

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

目黒区自由が丘1-3-24

藤巻ﾋﾞﾙ1階

角金

目黒区自由が丘１－１２－１

自由が丘ビル ２Ｆ

03-3717-4069

和食

大戸屋自由が丘南口店

目黒区自由が丘１－８－２３

東急第二ビルＢ１

03-5731-1555

和食

川目

世田谷区奥沢５ー４１ー１４

橋本ビル１階

03ｰ3722ｰ8088

和食

スメイ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-5731-3886

和食・おでん

自由が丘まるやま

世田谷区奥沢５ー２４ー１８

03ｰ5731ｰ3844

和装呉服･小物類他

Cafe Mint

目黒区自由が丘1-15-10

03-6421-3028

珈琲豆販売

ｼﾞｭﾝﾋﾞﾙ1階

和食

ｶﾌｪ

オルフェーブル

目黒区自由が丘１ー２８ー８

自由が丘デパート

03ｰ5731ｰ6885

琥珀べっ甲天然石真珠

多宝堂整骨院

目黒区自由が丘1-13-14

自由が丘ｽｶｲﾋﾞﾙ４階

03-3724-8104

鍼･ﾏｯｻｰｼﾞ･整骨

天使のたまご

目黒区自由が丘1-15-11

寺田ﾋﾞﾙ1階

03-6459-5104

鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ

鍼灸ｻﾛﾝKEYAKI

目黒区自由が丘1-25-9

自由が丘ﾃﾗｽ地下1階

050-5437-9578

鍼灸院

自由が丘あおば整骨院鍼灸院

目黒自由が丘1-9-4

関野ﾋﾞﾙ2階

03-6421-2522

鍼灸整骨院

鮨光

世田谷区奥沢2-10-3

ｸﾞﾚｲｼｱ自由が丘1階-B

090-9013-1801

鮨

鮨

目黒区自由が丘1-25-3

YKﾋﾞﾙ1階

03-5726-8057

鮨屋

プース カフェ

目黒区自由が丘２－１５－２２

エイクビル ３Ｆ

03-5701-1588

ｴｯｾﾝｽ

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

あんて2

目黒区自由が丘1-27-2

ひかり街1階

090-2336-4340

AMMIES

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ2階

03-6421-4110

ﾌｰﾚｾﾗﾋﾟｰ＆ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝﾐﾙ

目黒区自由が丘1-28-8

自由が丘ﾃﾞﾊﾟｰﾄ地下1階

03-6421-3345

自由が丘歯科ｵｰﾗﾙｹｱ

自由が丘2-12-13

Jｸﾞﾗｽﾋﾞﾙ2階

03-5726-9185

家庭料理

目黒区自由が丘1-11-1

季和

つばき食堂

03-6421-4831

四文屋

自由が丘1-12-4

自由が丘ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階

03-3723-1567

ｴﾃﾞｨｰﾊﾞｳｱｰ自由が丘店

世田谷区奥沢5-26-4

ﾀﾞｲﾔﾊｲﾂ自由が丘ﾋﾞﾙ1階

03-5726-3938

