
6 中目黒駅前商店街振興組合
商店名 住所 電話 業種

ボンフィード 上目黒1-23-1-503 6412-8707 リラクゼーションサロン
御門屋　中目黒店 上目黒3-4-3 6712-2820 菓子販売
モトハシ時計店 上目黒1-20-9 3713-4192 時計・宝石メガネ
焼肉みどる 上目黒1-23-1-B101 6303-3726 飲食店(焼肉)
焼肉チャンピオン
中目黒アトラスタワー店 上目黒1-26-1-2F 6303-0698 飲食店(焼肉)
焼肉りんご 青葉台1-25-13 3710-1177 焼肉店
焼肉チャンピオン NAKAME+ 東山2-3-5 1F2F 6412-8916 飲食店(焼肉)
La. gueule de bois 6884-4630 フランス料理東山1-8-6

サンロイヤル東山108
RISE personal training gym 東山1-4-13 6F 6412-7011 スポーツジム
RIGOLETTO SHORT HILLS 中目黒1-2-13 5773-1241 飲食業
リラクゼーション三階 5734-1313
レストランテ カシーナ カナミッラ 青葉台1-23-3 3715-4040 イタリア料理
Restaurant Rei 中目黒1-10-23-103 5734-1214 フレンチレストラン
和韓料理　若狭 東山2-3-6 6452-2460 韓国料理
和えに 上目黒1-20-2F 6412-8018 飲食業

上目黒3-1-14
メイツ中目黒506

リラクゼーション
 シェービング

中目黒　鮨　いちわ 青葉台2-21-13 6303-1139 寿司
生豆珈琲焙煎香房 グラーノ 上目黒2-17-16 3719-3594 豆焙煎
成子クリニック 上目黒3-3-14 3714-7177 消化器内科内科
KNOCKING ON WOOD 青葉台1-14-4 6433-7594 カフェ・喫茶
Bar-Affinity 上目黒1-19-7 6451-2670 バー
HANEYA 青葉台3-22-1 3710-5300 和食居酒屋
はんこ屋さん21中目黒店 青葉台1-30-10 5768-9812 印鑑・実印はんこ
バンコクスパイス中目黒店 上目黒1-20-7 5734-1311 飲食業
Be_beauty studio 上目黒1-23-1-4F 6412-8468 まつげエクステ
ビストロ・サンド風福 3716-9899 飲食業上目黒1-26-1

アネックス1F
廣尾瓢月堂 上目黒1-19-5 6303-2731 菓子販売業
58中目黒 5794-3958 沖縄陶器中目黒1-9-17

みうらビル101
福砂屋 上目黒3-2-1 5708-5762 カステラ販売
ブティック コトブキヤ 上目黒1-19-5　 3715-1516 ブティック

上目黒1-26-1-105 3715-1182 花屋Florist　ITO
(フローリストイトウ）

ベリーでナード！ 上目黒1-10-4 3464-7870 サングラス専門店

中目黒眼科 上目黒3-7-7 3793-0850 眼科
中目黒歯科 上目黒3-7-7 3793-0850 歯科

中目黒卓球ラウンジ 上目黒1-3-13 5722-3080 飲食業

ナッツ専門店
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Groovy　Nuts 東山1-1-5-102 6451-2293
Groovyな、お茶 東山2-36-6-1F 6303-3807 喫茶店 バー
魚と酒の旨い店  ウオツネ 上目黒1-6-8 3710-9719 居酒屋
C.T　Kichen　亀 上目黒1-23-1-2F 6452-4765 飲食店
小籠包茶樓　龍哉　 上目黒1-26-1-202 5734-1866 台湾小籠包
新高堂書店 上目黒1-26-1-114 3712-9271 書店
スロージャム　ガレージ 上目黒1-17-3 1F 080-7659-3110 シンガポール料理
セブンイレブン
中目黒アトラスタワー店 上目黒1-26-1-104 3714-6522 コンビニ
中国飯店　花壇 中目黒1-3-12 3719-9161 中華料理店
でぐちや 東山2-3-3 3713-0268 酒販店 

スタンディングバー
鉄板焼たまゆら 上目黒1-26-1-317 5724-3777 鉄板焼き
東急ストア中目黒本店 上目黒1-21-12 3714-2456 スーパーマーケット
トラットリア  タルトゥーカ 3792-8977 イタリア料理店
ナイン整骨院 上目黒1-19-5 3F-B 3713-9933 マッサージ・整針灸

交通事故治療

東山1-11-15
ARKⅡ-ANNEX1Ｆ

中目黒　小梅　 上目黒1-20-10 6412-8872 飲食店
中目黒カントリークラブ 上目黒1-23-1-302 5724-3252 ゴルフバー

うれしいプリン屋さん マハカラ
ギャラリー

あわよくばあー中目黒 6712-2536 飲食店
あんのん 上目黒1-18-11 6452-2911 飲食店
イカ玉焼と串カツ マハカラ 青葉台1-17-5 3463-5147 飲食業
居酒屋　兎馬 青葉台1-28-7 3710-5319 飲食業
いろは寿司　本店 青葉台1-30-10 3794-6879 飲食業
いろは寿司　中目黒目黒川沿い店 上目黒1-5-13 5722-3560 飲食業
Whisky&Wine BAR-SAWA 東山1-6-7 3792-5292 飲食業

青葉台1-17-5 6427-8706 菓子販売
MDP GALLERY/SPACE M 青葉台1-14-18 3462-0681
大江戸あられ本舗 上目黒1-23-1-104 3712-4728 あられ・煎餅

　雑貨販売

上目黒たつみ 上目黒1-17-6 3710-7891 居酒屋
キタオカ薬局中目黒本店 上目黒1-26-1-303 6412-8937 薬局
銀座たい焼き櫻家 中目黒店 上目黒1-19-10 3760-3968 飲食業
銀座メガネコンタクト中目黒駅前店 上目黒3-1-5 3715-5871 メガネ・コンタクト

補聴器販売
Couche by B.B.S 上目黒1-26-1Ｂ107 5734-1366 飲食店
KUMAMOTO Dining×あざみ 上目黒1-23-1-2F 6451-2655 飲食店
Crab　House　Eni 上目黒1-12-15 7503-2154 飲食業

上目黒1-20-2
加藤ビル1F


