
9 権之助坂商店街振興組合
商店名 住所 電話 業種

アールプランニング 品川区上大崎2-25-5 3491-0056 不動産

Marcelo's 070-8353-3455 飲食
ＭＯＵＶＥ 目黒1-5-17 3491-1045 婦人服
Paseri 上大崎2-26-5 5487-2717 飲食業
Pino 目黒1-6-13 3493-7355 スペインバル
SANKAKU 目黒1-6－12 050-5597-1268 居酒屋
SETOUCHI 檸檬食堂   目黒店 目黒1-4-6 3490-0012 飲食
TOKU-CHAN 品川区上大崎2-26-5 6417-4187 居酒屋
TRUNK 品川区上大崎2-27-1 6420-3562 ビストロ
wine&dining aiz bar 品川区上大崎2-26-5 5434-0117 ワインダイニング
y,s Bar 品川区上大崎2-26-5 6303-9985 バー
赤まんま 品川区上大崎2-25-5 3495-4755 居酒屋
アパマンショップ目黒西口店 品川区上大崎2-27-1 6867-1010 不動産
アベニュー 品川区上大崎2-27-1 6423-8045 飲食

あんなgaきっちん 品川区上大崎2-26-5 6417-9949 沖縄料理
いいかげん 品川区上大崎2-27-1 3491-7755 手打ちそば
居酒屋　蔵 品川区上大崎2-27-1 3491-1098 居酒屋
居酒屋　たつみや 下目黒1-2-22 3493-7360 居酒屋
一輪 目黒1-4-8 6420-0661 ラーメン
いと。をかし 目黒1-4-13 6417-0399 日本酒バー
イトーヤ 下目黒1-2-22 3491-4194 コーヒー

下目黒1-5-16
本田ビル2F

栄坊 品川区上大崎2-27-13 3494-1586 居酒屋

炎屋 品川区上大崎2-27-1 5740-7288 ラーメン
md目黒 品川区上大崎2-27-7 5437-0777 パチンコ

イロッタ 下目黒1-5-20 3779-1138 イタリアン
18(イッパチ) 目黒1-24-19 5496-1289 飲食

ウール・アイン 目黒1-4-8 5473-2989 整体

Jasmine 品川区上大崎2-26-5 3495-1688 スタジオ
KEI鍼灸院 下目黒1-4-6 6417-9774 鍼灸院
LOWER EAST 品川区上大崎2-26-5 6303-9610 イタリアン

鮒一 目黒1-4-13 3491-9677 うなぎ
裏照ラス目黒店 目黒1-5-18-B2 3490-6346 居酒屋

お多福 下目黒1-1-2 3494-1970 もつ鍋
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カラオケ　コートダジュール 品川区上大崎2-27-1 5436-2186 カラオケ

銀座メガネ 品川区上大崎2-27-3 3794-4669 メガネ
カラビンカ 目黒1-5-15 5487-5501 飲食

魚魚権 目黒区下目黒1-2-21 3490-7888 居酒屋
クリモト式 品川区上大崎2-27-1 混ぜ麺
クレアトウール整体院 3490-1357 整体院
グローバル治療院 目黒1-4-8 3490-9686 整体
ケイポート目黒店 目黒1-3-16 5496-0681 ドラッグストア

魂心家 目黒1-4-8 3495-2019 ラーメン
酒処　はち巻 品川区上大崎2-27-1 3491-5625 酒
酒囊飯袋 品川区上大崎2-26-5 6417-4221 酒
サンタンジェロ 下目黒1-5-20 5487-1283 イタリアン
サンマルクカフェ 品川区上大崎2-27-1 5719-0309 コーヒー

シナトラ 品川区上大崎2-27-1 6417-0281 居酒屋
しもめ太郎 下目黒1-5-16 6420-3206 居酒屋
上海食堂　陳民(陳府) 品川区上大崎2-26-5 3492-4395 中華料理
自由空間　スペースグレート 品川区上大崎2-27-1 5719-3365 ネットカフェ
庄や 下目黒1-1-2 3495-0775 居酒屋
叙々苑 目黒1-3-15 3490-4677 焼肉

寿司　ながもと 目黒1-6-15 3779-7741 鮨

下目黒1-5-16
本田ビル2F

白金アイランド 品川区上大崎2-17-1 3490-5050 不動産
春花園 品川区上大崎2-27-7 3492-8660 生花

髪や目黒店 目黒1-5-19 3495-1438 理容
亀戸ホルモン 目黒1-6-13 6421-7885 飲食

カフェテラス　うめ 目黒1-6-15 3493-9564 喫茶
カブト 品川区上大崎2-27-1 3779-1558 ジンギスカン

権之助坂 満留賀そば店 目黒1-4-8 3493-2005 日本そば
弘南堂書店 目黒1-6-13 3490-4231 古書籍

食無双 目黒1-6-12 6420-3605 飲食店
清水青果 下目黒1-5-20 3491-9331 青果

揚州商人     目黒店 目黒1-6-16 3494-0166 中華・ラーメン

カギの救急車 品川区上大崎2-24-12 3493-9990 カギ製造販売

腰塚　 下目黒1-2-22 6417-9725 ハンバーグ&ステーキ
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タイムアウト 目黒1-6-3 3491-1477 バー
竹むら 目黒1-5-19 6420-0628 ラーメン
立呑　おお島 品川区上大崎2-27-1 6417-0234 酒
タパス＆タパス目黒店 上大崎2-25-5-B1 3493-8956 イタリアン

張 鍼灸院 品川区上大崎2-26-5 6431-8965 鍼灸院

大恵エステート 目黒区下目黒1-5-21 3779-0085 不動産

月のあかり 下目黒1-5-20 090-5990-8699 バー
椿華亭 目黒1-5-19 飲食
釣り舟茶屋　ざうお 品川区上大崎2-27-1 6417-9588 居酒屋
デイブレイク東京 品川区上大崎2-17-5 3494-8819 ダイニングバー
手羽先　銀角 品川区上大崎2-27-1 3493-6090 居酒屋
てるてる坊主 品川区上大崎2-27-1 3490-3232 居酒屋
天下一品　目黒店 品川区上大崎2-26-5 3493-4888 居酒屋
ディポップスUQモバイル 目黒1-5-16 3794-5557 通信
とらふぐ亭     目黒店 目黒1-5-15 5740-6329 ふぐ料理専門店
トランク 品川区上大崎2-27-1 6420-3562 飲食
トリクラヒーロー 下目黒1-2 6421-7541 居酒屋
鳥芳 目黒1-5-19 5496-9122 焼鳥
とんかつ    とんき 下目黒1-1-2 3491-9928 とんかつ
とんかつ　かつ壱 品川区上大崎2-25-5 3779-3388 とんかつ
とんかつ　大宝 目黒1-6-15 3491-9470 とんかつ
ドンキ・ホーテピカソ目黒駅前店 下目黒1-1-15 5436-9611 ディスカウントストア

3493-5286

大陸食堂 目黒1-5-19 3779-0839 中華料理
巽屋（たつみや） 下目黒1-2-22 3493-7360 居酒屋

陳麻家 下目黒1-5-20 5434-3170 中華料理

スナック　飛鳥 品川区上大崎2-27-1 3494-1504 スナック
スナック　シャンク 品川区上大崎2-27-1 6275-0835 スナック

大衆ビストロ　ジル 品川区上大崎2-26-5 6417-0015 ビストロ
ダイニングバー313 目黒1-6-14 080-5549-1600 バー

そうめん屋はやし 目黒1-5-19 090-1651-7246 そうめん
そま莉 目黒1-4-8 3493-2051 鳥しゃぶ小料理

スナック　芯 品川区上大崎2-26-5 3494-6348 スナック
スナック　ハレルヤ 品川区上大崎2-27-1 3491-9708 スナック
全家福 下目黒1-2-22-209 5759-6587 中華料理
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パンセ 目黒1-5-19-2F 3493-7613 美容室
ビストロシン 目黒1-5-19 3491-3663 飲食
美容室TBK 目黒1丁目6-17 5487-0422 美容室
美容スタジオ21 目黒1-4-6 3493-8075 美容
ファミリーマート目黒1丁目店 目黒1丁目3-17 5719-4505 コンビニエンスストア
ファミリーマート目黒北店 品川区上大崎2-17-2 5719-6216 コンビニエンスストア
吹上浜 品川区上大崎2-26-5 6303-9610 飲食

ふきだまり 品川区上大崎2-27-1 6321-1858 割烹・小料理
藤しろ 品川区上大崎2-27-1 3495-7685 ラーメン
富士薬局 目黒1-6-13 3491-8602 薬局
プランニングスタジオモーブ 目黒1-5-17 3491-1045 スタジオ
プリマベーラ 品川区上大崎2-24-19 3779-2587 生花
ブルフォンセ 目黒1-3-13 5434-1522 婦人服
ヘッドスパ専門店 Verde 下目黒1-5-16 6431-8698 ヘッドスパ

ホーブス 品川区上大崎2-24-12 3491-4350 パン
北海道 品川区上大崎2-27-1 3491-7230 居酒屋
ホテル　アベスト 品川区上大崎2-26-5 3490-5566 ホテル
ホテルミッドイン目黒駅前 下目黒1-2-19 3490-3111 ホテル業

べったこ 下目黒1-5-21 3491-1677 居酒屋

香港園 下目黒1-8-8 3491-1641 中華料理

博多劇場   目黒店 下目黒1-3-28 6420-0600 居酒屋

なかよし 下目黒1-2-22 6421-7203 飲食
なっぱ　ごちそう 品川区上大崎2-26-5 6420-3700 居酒屋
ナッツ 目黒1-24-19 3495-4800 飲食

菜の花 下目黒1-2 3491-0323 小料理
日東不動産 下目黒1-3-27 3491-0171 不動産

バルピパル 品川区上大崎2-26-5 6431-9178 バル
はんこ屋さん21 品川区上大崎2-17-3 5791-3100 はんこ屋

バーバーキャノン 下目黒1-5-16 3493-7988 理容

野方ホープ 目黒1-5-16 3494-7736 ラーメン
能登の夜市 品川区上大崎2-27-1 6417-9787 居酒屋

林たばこ店 品川区上大崎2-27-7 3493-4026 たばこ

ねこや 品川区上大崎2-24-19 5496-2212 飲食
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モスバーガー目黒駅西口店 上大崎2-17-3 3491-3100 ハンバーガーショップ
もつ焼　二軒目 品川区上大崎2-27-1 3779-2888 もつ焼

焼肉　明洞 目黒1-6-16 3494-1293 焼肉
焼とり　光ちゃん 品川区上大崎2-27-1 5496-9688 焼き鳥
ヤマハミュージックスガナミ 品川区上大崎2-27-1 3425-8411 音楽教室
闇市倶楽部 品川区上大崎2-27-1 3491-8908 ホルモン
ゆかり歯科クリニック 品川区上大崎2-26-5 3490-8822 歯科
ラーメン田丸 下目黒1-5-20 3493-3978 ラーメン
ラクシュミー 品川区上大崎2-27-1 3493-3714 カレー
ラビアンローズ 品川区上大崎2-27-1 6417-3766 バー
リーベル 目黒1-3-16 6417-4740 果実
レストラン ラッセ 目黒1-4-15 6417-9250 イタリアン

和創作 太 品川区上大崎2-26-5 3779-0002 創作料理
万豚記 目黒1-5-19 3493-5286 中華料理

麺屋     藤しろ 上大崎2-27-1 3495-7685 ラーメン

目黒のさんま    菜の花 下目黒1-1-15 3491-0323 小料理
目黒バル    ピノ 目黒1-6-13 3493-7355 居酒屋

和食ダイニング和神 目黒1-5-18-B1 3491-0250 和食

麵屋     昇輝 目黒1-4-15-1Ｆ 6420-3858 飲食

堀江歯科クリニック 品川区上大崎2-27-1 5719-6330 歯科
ほろよい処　まい亭 品川区上大崎2-27-1 3779-6337 居酒屋
麻雀　華 目黒1丁目4-6 3490-8528 麻雀
マージャン大鳥 品川区上大崎2-25-12 3494-1866 マージャン

メグロサイクル 目黒1-6 3493-4409 サイクル
目黒デンタルオフイス 下目黒1-5-16 5496-9803 歯科
目黒ホリックホテル 目黒1-3-14 6420-0139 ホテル

目黒CLASH 下目黒1-3-28 5747-9979 ビアバー

マイナビリティリング　一輪 目黒1-4-8 6420-0661 ラーメン
マヤ 下目黒1-2-22 5434-1862 インド料理
マルセロズ 下目黒1-5-16 6417-9888 飲食
目黒学園カルチャースクール 6417-9888 カルチャースクール品川区上大崎3-1-1

アトレ 2F

ホテル雅叙園東京 下目黒1-8-1 3491-4111 ホテル・結婚式場
レストラン


