
2022年3月12日現在
店舗名 住所 電話番号 業種

ブルーブルーエ　ゼネラルストア 自由が丘1-8-19　メルサ2 3724-0709 衣料品・雑貨
自由が丘ノーラ（LINKS BY NOORA) 自由が丘1-12-13　三恵ビル1F　NOORA 3718-4991 小売業・婦人服
ＡＬＢＥＲＯ 自由が丘1-23-1 5731-8825 革製袋物、革小物販売
tou tou 自由が丘1-24-1 5731-3789 雑貨店
ベル・ブランシェ 自由が丘1-24-15 3718-1899 袋物・雑貨
Vicino a lei 自由が丘1-25-14 5731-9088 婦人服店
Enzo Due 自由が丘1-25-14　1F-C 5731-2023 衣類
ボナ・フォルトゥーナ自由が丘店 自由が丘1-25-14　ビバビル1F 5731-0037 バック・革小物　小売
アンジュクレール 自由が丘1-25-1　野澤ビル1F 6421-2418 靴販売
国立毛皮工房 自由が丘店 自由が丘1-25-2 3723-0995 アパレル・物品販売
ＭＡＳＨＡ 自由が丘1-25-20 5726-1635 洋服
プリモクラッセ 自由が丘1-25-9 　自由が丘テラス1F 5701-6636 小売
自由が丘マシュマロベビー 自由が丘1-25-9　B1 6429-8415 ベビー服
有限会社ダック 自由が丘1-25-9　自由が丘テラス2F 3717-0943 釦・洋裁材料販売
Petit main　自由が丘店 自由が丘1-26-18　チェスナットヒルズ1 3725-1705 子供服
リサイクルブティック　ラ・ピリエ 自由が丘1-27-1　サンリキひかり街1F 3725-7055 リサイクルショップ
キヌヤ 自由が丘1-27-1　サンリキビル 3717-6218 小売業
きらく屋 自由が丘1-27-2　ひかり街 6421-4868 きものリサイクル
ヒスイ洋品店 自由が丘1-27-2　ひかり街 3718-9678 婦人洋品
アキノスキャビン 自由が丘1-27-2　ひかり街 5731-5414 ジュエリー・アクセサリー販売
十字屋 自由が丘1-27-2　ひかり街 3718-9774 婦人服販売
COST 自由が丘1-27-2　ひかり街 3724-2008 服地
手づくり工房せきぐち 自由が丘1-27-2　ひかり街 5701-4234 手づくり衣類販売（小売）
クライユ 自由が丘1-27-2　ひかり街1F 6421-3458 婦人服
イシヰ靴店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3717-4206 靴販売
白扇堂 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3725-8910 小売業
フェアリーテール　自由が丘デパート店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3717-4540 ブティック
(有)インディアン 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3717-4344 靴下・ハンカチ専門店
グッドウエル 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3725-8807 衣料,アクセサリー,くつ雑貨
マダムサンク 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5729-0881 婦人服
サラ・マーサ 自由が丘1-28-8　自由が丘デパ-トBF 5701-5760 婦人服・服飾雑貨
自由が丘貴織 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F-38号 6421-3221 呉服
成城リサ 自由が丘店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5731-8140 婦人服
（有）アトリエ　フェスタ 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート内1F23号 090-3506-9654 手染めの服
ESTADIO 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート地下1F 3724-5103 婦人服
アシックスウォーキング自由が丘 自由が丘1-29-1 3725-9211 靴屋
ビューフォート自由が丘店 自由が丘1-29-1 3723-0349 婦人靴販売
コントワー・デ・コトンエ自由が丘店 自由が丘1-29-14 5731-0895 婦人服
イビサ自由が丘ショールーム 自由が丘1-29-17　夢の樹ヒルズ1F 5731-9200 バッグ販売店
田園調布マリナ店 自由が丘1-29-3 6421-1505 靴屋
自由が丘 イケダ 自由が丘1-29-4 3723-2626 衣料品販売
fitfit自由が丘店 自由が丘1-29-5　一誠堂希望堂ビル1～4F 5701-7411 靴小売
ブルーミング自由が丘店 自由が丘1-31-10　AXビル1F 6421-2711 ファッション・アパレル販売
(株)リコノクローシェ 自由が丘1-5-10　COMS自由が丘ビル1F 6421-3352 婦人服
ファミリア自由が丘店 自由が丘1-7-15 3717-6667 ベビー・子供服
グラニフ　自由が丘 自由が丘1-7-17 6421-1677 衣料品販売
クロールバリエ自由が丘店 自由が丘1-8-18 6421-4367 婦人靴
ノーリーズ 自由が丘 自由が丘1-8-19 5701-0538 婦人服販売
クリーコンフォルト 自由が丘1-8-19　メルサ2 6421-1940 婦人服
グリッター 自由が丘1-8-19　メルサ2 3723-7611 婦人靴
トーナル 自由が丘1-8-19　メルサ2 5726-8522 婦人服
フルーツバスケット 自由が丘1-8-19　メルサ2 5731-1040 衣料品・生活雑貨
マギーマギー 自由が丘1-8-19　メルサ2 5701-0542 婦人服
ユニクロ 自由が丘1-8-21　メルサ1 6421-2650 ウィメンズ・メンズ衣料品
PLST　自由が丘 自由が丘2-10-20　弥生ビル1F 5731-1875 アパレル
KASHIYAMA the Smart Tailor 自由が丘 自由が丘2-11-13　Mビル1・2F 5731-3507 オーダースーツ他
レリアン自由が丘店 自由が丘2-11-22 3723-5002 婦人服販売
kitikate　自由が丘店 自由が丘2-11-8　キネスビル1F 5726-9279 ベビー服販売
フェアリーテール 自由が丘2-15-5 3724-2634 婦人服小売
BREEZE　自由が丘 自由が丘2-9-10　1F 6459-5480 子供服
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napoca　自由が丘 自由が丘2-9-10　本村ビル1F 6421-3746 ファッション小売企業
アルシュ自由ヶ丘店 自由が丘2-9-20　河津ビル 5731-7134 靴販売業
PG GAUZE自由が丘店 自由が丘2-9-24　1F 3718-4022 ガーゼ専門店
ビアズリー自由ヶ丘 自由が丘2-9-6　LUZ自由が丘1-A-1 5731-0536 アパレル／カフェ
ウンナナクール自由が丘店 自由が丘2-9-6　LUZ自由が丘1F 3725-0691 アパレル
ユニフォームスタジオ株式会社 自由が丘3-10-18 080-5486-0633 学校服販売店
FROM NOW ON… 自由が丘3-6-8 6886-5741 小売　雑貨・アパレル
ピープルツリー 　自由が丘店 自由が丘3-7-2  5701-3361 衣料品、雑貨、食品販売
DoCLASSE　ワンド自由が丘店 奥沢5-25-15 5726-9346 アパレル
かんかん自由が丘店 奥沢5-29-8　カーサマキ1F 3722-5891 服飾・雑貨
西川チェーンホームリビングはしもと 奥沢5-30-10　1F 3722-4618 寝具販売
MBT walk-style JIYUGAOKA 奥沢5-40-4　1F 6677-7043 トレーニングシューズ販売
BLUE COLLECTION 奥沢5-41-11　希望堂ビル1F 3722-1080 婦人服・雑貨販売
自由が丘さんど 自由が丘1-26-18 070-3105-5313 サンドイッチ店
セブンイレブン目黒自由が丘駅前店 自由が丘2-18-12 3718-7011 コンビニエンスストア
稲毛屋　自由が丘店 自由が丘1-29-16　自由が丘会館B1 090-5557-5295 お弁当販売
自由が丘山屋 自由が丘1-15-10 3723-4567 酒類販売
自然栽培の仲間たち 自由が丘1-15-14 5726-9173 青果・食品店
荒川商店 自由が丘1-24-2 3717-2989 精肉
ドライフルーツの店　アラカルト 自由が丘1-24-6　フラット自由が丘ビル1F 5726-8773 物販（ドライフルーツ）
すすむ屋茶店 自由が丘1-25-5 6421-4142 日本茶
（株）田ノ実 自由が丘店 自由が丘1-26-16 5726-5020 食品・雑貨販売 和食
ピカール　自由が丘店 自由が丘1-26-5 070-3165-1346 輸入冷凍品販売
稲毛屋 自由が丘1-26-5 3717-4129 精肉店
ルピシア自由が丘本店 自由が丘1-26-7　田中ビル1F 5731-7370 茶葉の販売
まるこや商店 自由が丘1-27-2 3718-9773 食品・乾物
佃煮   中島 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3717-4004 食品販売
すし処　桃山 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3717-7449 飲食店（持ち帰り寿司専門店）
珈琲豆庵 こ豆 自由が丘 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5731-5595 コーヒー豆販売
馬渡はちみつ自由が丘店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3723-0383 はちみつ蜂産品
玉川精米店 自由が丘1-29-18 3718-5361 米穀・おむすび
Nuts country 自由が丘2-11-7　La-tour Can-delaビル1F 5726-8748 小売
福梅本舗自由が丘店 自由が丘2-17-6　THE FRONT2F 5731-3550 紀州南高梅専門店
Bunny's　Herb 自由が丘2-17-6　THE FRONT1F　創の実内 4400-7022 小売
セブンイレブン自由が丘学園通り店 自由が丘2-3-12 5701-2066 コンビニエンスストア
NISHIKIYA KITCHEN自由が丘店 自由が丘2-8-17　1F 6421-2560 レトルト食品の販売
株式会社榎本　三笠屋自由が丘店 等々力6-36-12 3702-8850 業務用酒類卸
カレルチャペック 紅茶店 奥沢5-42-3 　トレインチ2F 6805-6185 紅茶販売
自由が丘ロール屋 自由が丘1-23-2 3725-2367 菓子製造販売
亀屋万年堂自由が丘駅前店 自由が丘2-11-5 3717-4510 菓子販売
モンサンクレール 自由が丘2-22-4 3725-2367 菓子製造販売
亀屋万年堂 　総本店 自由が丘1-15-12 3717-0400 菓子販売
自由が丘ロール屋 自由が丘1-23-2 3725-3055 菓子製造販売
パイナップルケーキ専門店はちかくSTORE自由が丘 自由が丘1-23-4 070-1875-9243 菓子販売
黒船　自由が丘本店 自由が丘1-24-11 3725-0038 菓子販売店
銀座に志かわ自由が丘店 自由が丘1-26-1 3718-2411 食パン製造販売
大文字 自由が丘1-27-2　ひかり街  1F 3717-7701 和菓子製造販売
フェーヴ 自由が丘本店 自由が丘1-29-14 　Jフロントビル1F 6421-4825 菓子販売
株式会社モンブラン 自由が丘1-29-3 3723-1181 洋菓子製造販売及び喫茶
御門屋自由が丘店 自由が丘1-29-7 6459-5552 菓子販売（小売り）
モンロワール自由が丘店 自由が丘2-10-10　シーズビル1F 6421-3944 チョコレート菓子販売（小売）
蜂の家 自由が丘2-10-6 3717-7367 和菓子の販売
ブランジェ浅野屋　自由が丘店 自由が丘2-13-1　トレイチD棟 5731-6950 ベーカリー
チュベ・ド・ショコラ自由が丘本店 自由が丘2-20-5　CTC自由が丘1F 6383-1327 チョコレート販売
モンサンクレール 自由が丘2-22-4 3718-5200 菓子製造販売
ベルアメール 自由が丘店 自由が丘2-9-4　岡ビル1F 6421-1466 チョコレート＆カフェ
マジドゥショコラ 奥沢6-33-14 6809-8366 菓子製造販売
漢方鍼灸　和氣香風 自由が丘1-16-10 6315-9124 薬店・鍼灸院
初枝（有）みどりや化粧品店 自由が丘1-28-8 3717-4043 化粧品
安藤薬局 自由が丘本店 自由が丘1-8-3 3718-7493 薬局・薬店
アインズ&トルペ自由が丘店 自由が丘2-10-8　自由が丘エヌケ-ビル1F 5726-3330 ドラッグストア
薬局ビーエヌファーマシー自由が丘店 自由が丘2-15-6 3724-0777 薬局
自由が丘クリニックビューティテラス 自由が丘2-8-7　コア自由が丘1F 5726-9290 化粧品販売
ボズュー自由が丘 自由が丘1-16-13　ヒルズ自由ヶ丘1F 5731-6612 眼鏡店



テンオーワン　自由が丘 自由が丘1-26-5 5731-1001 眼鏡屋
リュネットプラス 自由が丘1-7-13　103　クレオビル 6459-5559 眼鏡小売業
眼鏡市場　自由が丘マリクレール通り店 自由が丘1-9-3　自由が丘第2ビル1F 5726-6022 眼鏡・コンタクトレンズ販売
JINS　自由が丘店 自由が丘2-10-19 3723-5663 眼鏡販売
飯尾眼鏡店 自由が丘2-10-3 3718-3410 眼鏡販売
メガネ　パリミキ　自由が丘 自由が丘2-10-7 3723-1571 眼鏡
ベストメガネコンタクト自由が丘店 自由が丘2-12-19　3.4.1ビルディングイースト1F 0120-76-1778 眼鏡・コンタクトレンズ販売
フローリスト シャール・フラマン 自由が丘2-19-5 6459-5608 生花店
La terre 奥沢5-24-4 070-7470-3274 花屋
朝日新聞ASA自由が丘 緑が丘2-23-13 3717-5957 新聞販売業
たんす屋自由が丘 自由が丘1-28-8 3725-5291 小売
ニライカナイ自由が丘 自由が丘3-6-10 0120-261-571 器・雑貨
有限会社　廣文堂 自由が丘1-14-12 3717-7518 御印章・印刷・ゴム印・表札
WHCY自由ヶ丘店 自由が丘1-14-1　Gタワービル1F 6459-5441 ペット用品専門店
Decoration et Table Y 自由が丘1-17-14　ウインディヒル1F 6240-2787 雑貨
カーテン FABRIC KB 自由が丘店 自由が丘1-23-2　UTRビル3F 5729-0451 オーダーカーテン
PET DESIGN自由が丘店 自由が丘1-24-17 5726-8700 ペットショップ（生体・用品）
暮らしの民芸　那かむた 自由が丘1-24-6　山本ビル101 6823-4567 陶器小売
トゥワイス 自由が丘1-25-20 3717-4585 生活雑貨小売
Riga Collection 自由が丘1-25-9　自由が丘テラス1F 6421-3618 輸入雑貨販売
マリオネット自由が丘店 自由が丘1-26-1 3724-1343 インテリア雑貨・ファブリック専門店
HOTCH POTCH自由が丘店 自由が丘1-26-20 3717-6911 小売業
ヒヤリングストア自由が丘店 自由が丘1-26-4　ステラ自由が丘6F 3723-2055 小型補聴器専門店
サロン・ド・ジュエリー 秀宝 自由が丘1-26-7　ストークビル 1F 3724-6908 ジュエリー販売・加工
コットンハウス ムサシヤ 自由が丘1-27-1　サンリキビル 3717-8891 生地
ニック 自由が丘1-27-2　ひかり街 3725-9929 貴金属販売
ヴィア ミュージアム 自由が丘 自由が丘1-27-2 　ひかり街 3725-1339 アクセサリー
㈲豊栄堂 自由が丘1-27-2　ひかり街 3718-9784 文具小売
PICO 自由が丘1-27-2　ひかり街 3717-2525 生地小売業
レーンティーン 自由が丘1-27-2　ひかり街 3723-9432 カーテン、インテリア雑貨販売
AMERI 自由が丘1-27-2　ひかり街1F 090-8722-0861 水晶天然石販売
ナチュラルストーン千美 自由が丘1-27-2　ひかり街1F 5731-7440 アクセサリー販売
バンブーハウス 自由が丘1-27-2　ひかり街1F 5701-8401 輸入衣料
ピノキオ21 自由が丘1-27-2　ひかり街1F 3718-9681 アクセサリー・絵画・ジュエリー
一貫堂文具店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3717-7082 事務用品・印章・ゴム印・諸印刷
五十嵐金物店 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3717-0227 キッチン用品
マリオン 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3717-4449 ニット商品
ヤマト宝飾 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5731-5051 アクセサリー販売
花月 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3717-7804 アクセサリー
オルフェーブル 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5731-6885 貴金属・アクセサリー販売
アレンスビューティーサロン 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1Ｆ 6459-5308 化粧水販売とフェイシャルエステ
TIDA 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 3725-1020 黒蝶真珠　白蝶真珠
Re:Jewelry 自由が丘1-28-8　自由が丘デパー1F 3725-4147 宝飾品
魔女の手 自由が丘1-28-8　自由が丘デパートB1F 6421-1848 貴金属
ミセスショップ ピカ一 自由が丘1-28-8　自由が丘デパートB1F 3717-4988 アクセサリー
自由が丘　一誠堂 自由が丘1-29-7 3718-3153 宝飾・時計・眼鏡小売
ペーパーストーリー 自由が丘1-3-11　JIYUGAOKA EY102 6421-4996 小売業
フレル・ウィズ自由が丘 自由が丘1-6-9 5726-0206 商業複合商業施設
東急ストアフレル・ウィズ自由が丘 自由が丘1-6-9 3718-0109 スーパー
おもちゃのマミー 自由が丘1-7-14　ドゥ-ブルビル1F 3717-3333 玩具
有限会社コジマ電器商会 自由が丘1-8-17 3717-4943 テレビゲーム本体・ソフト・アクセサリー
ミュゼ・ド・ポゥ 自由が丘1-8-19　メルサ2 5731-8770 化粧品・雑貨
アダムスジャパン自由が丘店 自由が丘1-8-1　ミナミビル3F 5701-2111 額／洋画材店
クラッシュゲート 自由が丘1-8-21　メルサ1 6421-1742 家具・雑貨
ブックファースト自由が丘店 自由が丘1-8-21　メルサ1 5731-8891 書籍・文具
GLEN FIELD 自由が丘店 自由が丘1-8-2　サウスゲ-トビル103号室 6821-3368 革製品販売
ha-na自由が丘店 自由が丘2-10-7 3723-8687 雑貨店
株式会社不二屋書店 自由が丘2-11-3 3718-5311 書籍・雑誌小売
KOMEHYO自由が丘店 自由が丘2-12-21　芳紫苑御園ビル1F 3725-4788 小売
有限会社　イーストエイジ 自由が丘2-14-18　202 5731-9227 太極拳ウェアの販売
Beautiful Days 自由が丘2-14-8　105 3718-7451 室内装飾品（カーテン）販売
プリスティン自由が丘店 自由が丘2-15-24 6421-2117 オーガニックコットン製造販売
MAYFAIR 自由が丘2-17-6　THE FRONT　1F 3728-8735 小売
Pono Lipo Shop　自由が丘 自由が丘2-18-15　1F 5726-9936 絵本・おもちゃ販売



ルドファン 自由が丘2-2-19 5701-6321 インテリア商品
Mat&RugFactory 自由が丘2-8-9 6421-1952 雑貨店
自由が丘 Harness dog ＆ PET PARADISE 自由が丘2-9-10 6413-1620 ペット雑貨
BASIC AND ACCENT　自由が丘 奥沢5-20-19 5731-7200 雑貨店
フィットネスショップ　自由が丘店 奥沢5-27-11　アオキビル3F 5483-7360 スポーツ用品店
Arrivee et Depart 自由が丘店 奥沢5-42-3　Trainchi 2F 5483-3221 小売
餃子と中華　豆点自由が丘店 自由が丘1-11-2 6421-1501 中華
つけ麺　結心 自由が丘1-11-3 5731-3451 ラーメン屋
VINOTECA MESSINA 自由が丘1-11-4　1F 5701-7205 飲食店
うなぎ　ほさかや 自由が丘1-11-5 3717-6538 飲食店
ラーメン仙花 自由が丘1-12-5 3718-4897 ラーメン店
星火 自由が丘1-21-4　J121ビル1階 6421-4328 和食
BABBO  ANGELO 自由が丘1-25-12 5729-4339 イタリアレストラン
美味旨酒　遊 自由が丘1-25-14 3724-6950 和食
味の一番 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 3717-4855 とんかつ、すきやき
ベトナム家庭料理　QUAN AN TAM 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート 5701-0302 ベトナム料理
アイランズカフェ 自由が丘1-28-8 　自由が丘デパート2F 5731-8618 ハワイ料理レストラン
上海ダイニング状元楼 自由が丘1-29-17　持田ビル1階 3718-8833 中華料理
花十番自由ヶ丘店 自由が丘1-29-17　夢の樹3F 3724-8710 焼肉
ディプジョティ自由が丘店 自由が丘1-29-18　原ビル2Ｆ 3725-9972 インドネパールレストラン
タンテリーザ笑多 自由が丘1-3-17　GranDuo自由が丘4 6421-2755 イタリア料理
壁の穴 自由が丘1-8-21　メルサ1 3724-9145 パスタ
洋食亭  ブラームス 自由が丘1-8-21　メルサ1 3724-6501 洋食
Cathy's 自由が丘2-11-11　水谷ビル2F 6421-1810 飲食店・イタリアン・牡蠣
味の店　瀬戸 自由が丘2-11-16　エクセレンスビル 3723-9443 飲食業
とんかつ丸栄 自由が丘2-11-16　エクセレンスビル 3717-3418 和食
クルン・サイアム 自由が丘店 自由が丘2-11-16　エクセレンスビル2F 5731-5445 タイ料理レストラン
Sans Maquillage　 自由が丘2-16-19　自由が丘メープル101 3725-2033 フランス料理店
タヴェルナ　メッシーナ 自由が丘2-20-5　B1 3723-4999 イタリア料理
まんぷく 自由が丘店 自由が丘2-9-12　2F 3718-6643 飲食店
カスタネット 自由が丘2-9-23　101 3724-7076 飲食業
SHUTTERS LUZ自由が丘 自由が丘2-9-6　LUZ自由が丘 5731-0101 飲食
T'Sレストラン 自由が丘2-9-6　LUZ自由が丘B1F ヴィーガン料理（洋食・中華）
トクベツ。 奥沢5-28-15　102 4400-1680 ラーメン店
da l Barone 奥沢3-12-6 6421-9306 イタリア料理
シャッターズ自由が丘 奥沢5-27-15 3717-0111 カジュアルイタリアン
町田や 自由が丘2-9-12 3723-1241 日本そば
すし処　佐治 自由が丘3-10-18 3724-2424 すし
越後料理　悪代官 自由が丘1-11-1　2F 6459-5013 飲食業
柿ひで 自由が丘2-11-16　リベルテビルB1 6320-3000 居酒屋
ひなたキッチン 自由が丘2-11-16　リベルテビルB1F 6421-1213 飲食店
二色 奥沢5-28-15　昇栄ビル101 5755-5064 居酒屋
Cafe Mint 自由が丘1-15-10　JUNビル1F 6421-3028 カフェ兼珈琲豆販売
京都花鳥堂樹庵 自由が丘1-23-4 6421-3887 喫茶・雑貨販売
café　COCOOCEN 自由が丘1-24-11 3725-0038 飲食店
ふなわかふぇ自由が丘店 自由が丘1-26-2 3723-4001 カフェ・菓子販売
Butter　自由が丘店 自由が丘1-8-19　MELSA2　2F 6459-5549 パンケーキカフェ
カフェラミル自由が丘店 自由が丘1-8-2 3723-4171 カフェ
usubane 自由が丘2-12-19 080-5510-2475 喫茶店
AmiCono　Jiyugaoka 奥沢5-27-9 090-7726-2191 ジェラテリアカフェ
自由が丘スイーツフォレスト 緑が丘2-25-7　ラ・クール自由が丘2F 5731-6624 スイーツのテーマパーク（飲食）
お好み焼き 嫩樹 自由が丘1-25-5 3717-5610 お好み焼き・もんじゃ焼き
Dining Bar とら 自由が丘1-11-1　3F 5731-5131 ダイニングバー
元祖中華 つけ麺大王 総本店 自由が丘1-12-4　MKビル1F 3723-9145
焼鳥かとりや 自由が丘1-12-9　センタービル1F 3718-5505 焼鳥
パブラウンジHASUMI 自由が丘1-12-9　B1F 3723-1032 カラオケバー
冷麺ダイニングつるしこ自由が丘店 自由が丘1-23-4　樋口ビル1F 6421-4412 冷麵専門店
デリシャス 自由が丘1-25-2 3718-1887 スナック
マロリーポークステーキ 自由が丘1-25-3 レストラン
THE ESSENCE 自由が丘1-27-2 090-8884-2404 飲食業
ルージュノアール 自由が丘1-27-2　自由が丘ひかり街3FC号 6421-3631 バー
味よし 自由が丘1-27-2 　ひかり街  1F 3718-9777 惣菜
BAR taw 自由が丘1-27-2　ひかり街2F8号 3718-3626 バー・酒類
焼き鳥　歩ム　自由が丘 自由が丘1-3-14　伊勢元ビル2F 5726-8727 飲食業（やき鳥店）



中華バル 謝逢紅 自由が丘1-3-15　2F 3725-4889 飲食業
SAKABA SOU-Dining・Bar- 自由が丘1-7-13　クレオビル401 5701-1141 ダイニングバー
THE BANFF 自由が丘1-8-1　南ビル2F 6421-2998 飲食業
なんた浜 自由が丘1-8-20　第１ビル4F 3723-2933 飲食業
バナナの神様　自由が丘 自由が丘2-11-16　小杉ビル1F 090-9146-0877 飲食店
デビルクラフト自由が丘 自由が丘2-12-18　ジェイパ-ク自由が丘 5726-9072 飲食店
ヴァン・ヴィーノ 自由が丘2-15-24 5731-2632 飲食
GULF'S transit table 自由が丘2-9-15　ユレカビル2F 3725-5603 フレンチバル
Y'sDiner 奥沢2-10-7　伊賀ビル1F 5726-8175 レストラン
Bar　Neverland 奥沢5-28-15　昇栄ビル204 3721-5444 バー
Barber　Nico2 緑が丘2-16-10　SAKURAテラス1F 5726-8287 理容業
PRIMP 自由が丘1-13-14　2F 3717-1311 美容業
美容室シャンティ― 自由が丘1-14-2 3725-2700 美容室
L'avenue-hair-atelier 自由が丘1-17-12　1F 5726-8509 美容室
MICRAS 自由が丘1-26-5　稲毛屋ビル4F 3724-0782 美容室
kakimoto arms 自由が丘クレオ店 自由が丘1-7-13　クレオビル 2F 3724-7790 美容室
TAYA 自由が丘1-8-19　メルサ2 5701-5835 ヘアサロン
Ｏf ＨＡＩＲ　自由が丘店 自由が丘1-8-9　2F 3725-1305 美容業
株）おしゃれさろん　ミナミ 自由が丘1-9-5 3724-3738 理美容室
hair salon Oeuf 自由が丘2-13-3　サウスポイントアイビル2F 3725-8912 美容室
COLORS 自由が丘2-15-22　オカベビル2F 6459-5258 美容室
noma 自由が丘2-15-6　小林ビル2F 6459-5132 美容室
LEMPICKA 自由が丘2-17-6　THE  FRONTビル3Ｆ 5701-0331 美容室
ヘアーサロン　スマイル 自由が丘2-18-14 3723-9798 理容業
Ｏf ＨＡＩＲ　自由が丘WEST店 自由が丘2-9-14　2・3F 5701-7676 美容業
Merry Land自由が丘 奥沢5-27-11　自由が丘アオキビル5F 6715-6788 美容室
AUQWA 奥沢5-40-7　ジョア自由が丘2F 3721-1112 美容室
NOV　自由が丘 奥沢6-33-14　2F 5758-1233 美容室
ホームドライ 自由が丘1-7-3 3724-2290 クリーニング
陰陽サロンHealth&Beauty 自由が丘1-16-10　大森ビル2・3F 6421-3787 エステサロン
ReVIERA3 SALON 自由が丘1-2-26　1F 6459-5217 エステサロン
APRES LA PLUIE 自由が丘1-25-14　BIBAビル1Ｆ 5701-7233 ネイルサロン
glams JAPAN Hair&Eyelash 自由が丘1-3-23　シルバーアックス202B 3724-1222 美容室　まつげ
ネイルクイック 自由が丘1-8-19　メルサ2 6459-5680 ネイルサロン
エステティックサロンソシエ 自由が丘1-8-19　メルサ2 5701-0136 エステ
ヘブン 自由が丘1-8-19　メルサ2 3723-2234 リラクゼーションサロン
フットアドバンス自由が丘店 自由が丘1-8-2　サウスゲートビル2F 3725-2233 ビューティ＆ヘルス
てもみん自由が丘駅南口店 自由が丘1-8-3　アイ・エー・ビル2F 5731-6830 リラクゼーション 
hearty nail 自由が丘1-8-9　岡田ビル1F 6909-8144 ネイルサロン
パレットプラザ自由が丘店 自由が丘1-9-5 3718-1455 写真プリント・証明撮影
HOT　HANDS自由が丘店 自由が丘2-12-19　藤原第2ビル2F 5731-8282 リラクゼーションサロン
グレースフィオーレ自由が丘店 自由が丘2-16-24　205 6876-4492 エステティックサロン
Bido Jiyugaoka 自由が丘2-17-2　WAVE自由が丘106 080‐5537‐8824 エステティックサロン
インドエステRise 自由が丘2-20-24　NOA自由が丘101 6884-5920 エステ
ビューティーセラピーマジック自由が丘店 自由が丘2-5-6　フラッツ自由が丘105 6754-3714 エステサロン
サロンアンピール 自由が丘2-8-2　C棟 3725-1929 リラクゼーション
グローバルスポーツ自由が丘 自由が丘2-9-10　リバティビル2F 5731-6891 マッサージ
Eye Wish 自由が丘2-9-4　吉田ビル303 6459-5454 まつげエクステサロン
前川動物病院 自由が丘3-6-17 3725-1123 動物病院
株式会社アクエリア制作室 緑が丘2-16-18　芝原ビル202 080-6544-0952 デザイン制作
DIGINNER GALLERY 自由が丘1-11-2 6421-1517 アートギャラリー

C&O自由が丘カイロプラクティックセンター 自由が丘1-13-14　自由が丘スカイビル605 6421-1555
カイロプラクティック・
酸素カプセル・パーソナルトレーニング

自由が丘ムトウ針灸院 自由が丘1-13-14　自由が丘スカイビル703 6421-4117 針灸院
㈱天使のたまご　自由が丘院 自由が丘1-15-11　寺田ビル1階 6459-5104 鍼灸アロママッサージサロン
自由が丘ガラス工房Girasole 自由が丘1-17-15　マルキース自由が丘101 3725-7229 ステンドグラス・ガラス工芸教室
HALI'S Glass Art Studio 自由が丘1-22-3 6421-4163 スクール
比護工務店 自由が丘1-22-4 3723-5447 リフォーム・インテリア
ポポロ小児科自由が丘 自由が丘1-24-14 5731-8806 医療
エンジェルガーデン２ 自由が丘1-25-5　山内ビル1F 5701-3973 占い
Vocal school DADA 自由が丘1-25-9　自由が丘テラスB1F 6260-9645 音楽教室
鍼灸サロンKEYAKI 自由が丘1-25-9　自由が丘テラス地下1階 050-5437-9578 鍼灸院
オクズミ写真館 自由が丘1-26-14　オクズミビル4F 3717-1569 写真館
株式会社小林建設 自由が丘1-26-8 6715-6580 不動産



自由が丘ランゲージスクール 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート4F 3718-3511 外国語教授
レンタルボックス自由が丘 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート1F 5701-4185 レンタルボックス・手作品
フランジパニ 自由が丘1-28-8　自由が丘デパート2F 090-2940-8209 占い・カウンセリング
iphone修理　ダイワンテレコム自由が丘 自由が丘1-28-8　自由が丘デパートB1F 6421-1285 携帯修理業
株式会社リバティー・コーポレーション 自由が丘1-29-14　 J_Front＃502 5701-1225 リフォーム業
山下診療所自由が丘 自由が丘1-30-3　自由が丘東急ビル7F 3724-3811 医業
エンジェルガーデン1 自由が丘1-31-8 5701-3239 占い
自由が丘スタジオ 自由が丘1-7-15 050-5804-0687 撮影スタジオ
ナチュラルカイロプラクティック院 自由が丘1-8-20　6F 3723-1321 カイロプラクティック
クールドフルールいけばな小原流 自由が丘1-8-6　中島ビル301 090-1552-4746 いけばな教室
自由が丘あおば整骨院 自由が丘1-9-4　関野ビル201 6421-2522 整骨院
三宅歯科クリニック自由が丘 自由が丘2-10-4　7F 6421-4200 歯科医院
自由が丘ゴルフスタジオ 自由が丘2-12-13　B1F 3724-8556 レッスンスタジオ
医療法人社団LIPS自由が丘歯科オーラルケア 自由が丘2-12-13　2F 5726-9185 歯科医院
諸星矯正歯科自由が丘 自由が丘2-12-19　3.4.1buildingwest3F 6421-4543 歯科
純子ウィメンズクリニック自由が丘 自由が丘2-16-11 3718-1333 クリニック
株式会社ディマンシェ自由が丘店 自由が丘2-17-6　TheFrontビル2階 5726-9110 内装工事仕上業（カーテン）
森鍼灸整骨院 自由が丘2-18-15　2F 3725-0086 治療院
ダスキン自由が丘店 自由が丘2-5-1  3725-4354 ハウスクリーニング
自由が丘クイーンズチェススクール 自由が丘2-8-7　コア自由が丘107 080-4324-5694 チェススクール
医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック 八雲3-12-10　201 5701-2500 美容整形・美容皮膚科
自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 八雲3-23-7 3723-3911 テニススクール
アップル歯列矯正歯科 奥沢5-20-17　自由が丘コングフラウビル4階 5701-8211 歯列矯正歯科
よみうりカルチャー自由が丘 奥沢5-27-5 3723-7100 カルチャーセンター
合同会社自由が丘マッサージ 奥沢5-41-5　ソルフィオ-レ2F 3722-8644 指圧・マッサージ
OCEAN　TRIBE 奥沢6-20-1　1F 6809-7108 スキューバダイビング全般
ナオデンタル オフィス 奥沢7-2-3　KTビル1F 3703-6480 歯科
フォトスタジオメリー 写真スタジオ
株式会社エムズフォーメーション 自由が丘1-23-1 3718-7588 婦人服小売業
私の部屋自由が丘店 自由が丘2-9-4　吉田ビル1F 3724-8021 生活用品小売り
FUNOBA自由が丘店 自由が丘1-26-5　稲毛屋ビル3F 6421-3363 トレーニングジム　整体・鍼灸
広州飲茶料理麦府 緑が丘2-16-19 3725-2234 飲食
cocotte cuisine 自由が丘1-3-21 080-4444-2007 フランス料理
プラチナムビューティー自由が丘 自由が丘1-12-1　2F 090-1446-8344 ビューティー
中川薬局　自由が丘駅前店 自由が丘1-7-13　クレオビル105号室 5276-9483 調剤薬局
MAR court 自由が丘店 自由が丘1-26-13 6421-4401 アパレル
ゴディバ 自由が丘2-9-15 5731-8458 小売
アトリエ木下　自由が丘本店 自由が丘2-20-4　1F 6459-5826 フォトスタジオ
そば処　自由が丘藪伊豆 自由が丘1-29-7 3717-4567 日本そば
アルテインテマ 自由が丘1-28-8 5731-7855 衣類
大戸屋　自由が丘南口店 自由が丘1-8-23　自由が丘プチプラザビルB1 5731-1555 飲食業
BAKE CHEESE TART 自由が丘店 自由が丘1-31-10　BAKEビル 5726-8861 飲食店
助産院バース自由が丘 自由が丘1-24-16　ヒルズ自由が丘C棟2F 5726-8584 助産院
株式会社資生堂パーラー 自由が丘1-4-10 3718-7620 レストラン
株式会社トモズ　自由が丘南口店 自由が丘1-8-23 5731-9705 ドラッグストアー
アンレクレ自由が丘 自由が丘1-8-2 5729-3355 アパレル
ベン亭　自由が丘店 奥沢6-20-23　フォーラム自由が丘B1 3701-0029 飲食業
DUBARRY 自由が丘1-31-8　石川ビル1F 6459-5972 婦人服小売業
HERBE 自由が丘1-26-3　升本ビル1F 6421-2524 婦人服小売業
ドッグサロンR 自由が丘2-6-19 6385-2158 トリミングサロン
伊那伸 自由が丘1-25-3 3723-8772 飲食
焼肉　越塚　自由が丘 自由が丘2-12-19-2F 5731-1532 焼き肉店
黒毛和牛　越塚　自由が丘 自由が丘2-12-19-2F 5731-0861 精肉店
とろり天使のわらびもち自由が丘店 自由が丘1-3-15　BISビル1F 6820-2102 テイクアウト
エヴァ 自由が丘1-3-28 6421-1212 トリミングサロン
佳酒旬菜　つぼ庭 自由が丘2-11-7　La-tour Can-delaビル5F 3536-7791 飲食業
RegettaCanoe自由が丘店 自由が丘2-16-11 3724-7640 靴及び服飾・雑貨
オーガニックハーモニー株式会社 奥沢6-29-3 6805-9744 トマトジュース専門店
天寅　自由が丘 自由が丘1-11-6　etomo自由が丘1F 6459-5100 飲食業
YARRA 自由が丘2-9-10 5726-3320 婦人服販売
SIRAN 自由が丘2-15-24-202 3718-4898 エステティック
Sora 自由が丘 自由が丘2-8-7　コア自由が丘103 3723-1152 卸小売業
Principle 自由が丘1-8-6 6770-1980 美容室
GRAND INO 自由が丘2-9-6　Luz自由が丘5F 5729-1178 エステティックサロン



わちふぃーるど自由が丘 自由が丘2-19-5 3725-0881 キャラクターSHOP
ザ・ガーデン自由が丘　自由が丘店 自由が丘2-23-1 3718-6481 スーパーマーケット
FINCA de CAVIDA 自由が丘2-14-1-2F 3725-1206 飲食業
松原医院 自由が丘3-10-8 5701-6777 内科他
松原皮ふ科・形成外科 自由が丘3-10-6 5726-8122 皮ふ科他
The Lino Beauty 自由が丘2-18-17　メゾンドコフレ自由が丘1ビルB 6770-1484 エステサロン

LlME LIFE 自由が丘2-17-6　THE FRONT 1F 070-3120-8787
ペーパークラフトを主としたワークショップ
サロン

まつげパーマ専門店Lifmo自由が丘店 自由が丘1-25-4　アライビル2F 03-5726-9956 美容室
有限会社太田商店　長寿庵 自由が丘1-15-10 03-3718-3681 そば店
MAYFAIR 自由が丘1-24-6　ウィットゾン101 03-3728-8735 フラワーアレンジメント教室とSHOP
浜まち 緑が丘2-16-19　グリーン自由が丘2F 03-6421-3299 飲食業


	Sheet1

