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城東 ⻲⼾地区 1 焼⾁ 道海⼭ ⻲⼾1-2-3 03-3685-8929 ⾷べる・飲む 焼き⾁
城東 ⻲⼾地区 2 T-trex ⻲⼾1-17-5-2A 03-5875-5103 ⽣活関連, 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング リラクゼーション
城東 ⻲⼾地区 3 ﾀﾞﾝｽﾌｧｯｼｮﾝ ヒラマ ⻲⼾1-31-8 03-3681-1937 買う, 学ぶ・習う ダンス 洋服・洋品雑貨
城東 ⻲⼾地区 4 ヘッドスパ・髪質改善サロン C∞シーインフィニート ⻲⼾1-31-8 タツミビル1F 03-6807-0987 ⽣活関連 美容院
城東 ⻲⼾地区 5 コーヒー専⾨店 ローズカフェ ⻲⼾1-32-7 03-3636-0101 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
城東 ⻲⼾地区 6 Café Accha ⻲⼾1-35-7 ⻲⼾ウッディビル7F 03-5858-6944 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン カレー・エスニック料理
城東 ⻲⼾地区 7 佐野みそ ⻲⼾本店 ⻲⼾1-35-8 03-3685-6111 ⾷べる・飲む, 買う その他加⼯⾷品 その他飲⾷店
城東 ⻲⼾地区 8 カゴンマコーヒー ⻲⼾1-37-3 サンライズ⾼地102 03-5858-9335 ⾷べる・飲む カフェ
城東 ⻲⼾地区 9 創作和⾷まだら ⻲⼾1-39-1 ハピーハイツ102 03-5609-7768 ⾷べる・飲む 居酒屋
城東 ⻲⼾地区 10 うなぎ⼩泉 ⻲⼾2-11-10 03-5626-6996 ⾷べる・飲む ⽇本料理
城東 ⻲⼾地区 11 KITCHEN BIG MAN ⻲⼾2-23-10 ⿃居ビル1F 03-5858-8478 ⾷べる・飲む, 買う 総菜・弁当 ダイニングバー
城東 ⻲⼾地区 12 ワイン＆熟成⾁ ⻲⼾ ラ ルピカイア ⻲⼾2-23-13 03-3683-8537 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
城東 ⻲⼾地区 13 ぱぶ よってけ ⻲⼾2-24-1 03-3636-6772 ⾷べる・飲む, 観る・遊ぶ カラオケ スナック・パブ
城東 ⻲⼾地区 14 ⻲⼾サニーデイ鍼灸院 ⻲⼾2-26-4 フィーリア⻲⼾201 03-5858-9159 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 ⻲⼾地区 15 ⼩顔&ボディエステ整美芯 ⻲⼾2-29-9 セピアカメイド101 03-6882-2298 ⽣活関連 エステティック
城東 ⻲⼾地区 16 ISA TACO ⻲⼾2-30-9 アーバンヴィラ1F 03-5858-6088 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 沖縄料理
城東 ⻲⼾地区 17 泉不動産鑑定株式会社 ⻲⼾2-42-4 スプリングビル１Ｆ 03-3681-3284 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
城東 ⻲⼾地区 18 炭焼やきとり ぽん太 ⻲⼾2-44-2 メゾンドール⻲⼾101 03-6807-0399 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
城東 ⻲⼾地区 19 ⻲⼾まごころ補聴器 ⻲⼾2-45-4 0120-3317-32 買う 補聴器
城東 ⻲⼾地区 20 ピッツェリア グランデバッボ ⻲⼾2-7-8 岡本ビル １F 03-5875-5041 ⾷べる・飲む イタリア料理 ピザ
城東 ⻲⼾地区 21 花いなり ⻲⼾2-7-9 03-5609-6107 買う 総菜・弁当
城東 ⻲⼾地区 22 天神煎餅 ⼤⽊屋 ⻲⼾2-8-5 03-3681-3464 買う 和菓⼦
城東 ⻲⼾地区 23 ごろねのくにのパン⼯房 王様のかくれ家 ⻲⼾3-1-1 辻ビル1F 03-6876-8737 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⻲⼾地区 24 ベッ甲イソガイ ⻲⼾店 ⻲⼾3-3-6 03-5628-1244 買う 伝統⼯芸品
城東 ⻲⼾地区 25 庭亭 ⻲⼾店 ⻲⼾3-38-13 03-3683-1133 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン
城東 ⻲⼾地区 26 ⻲⼾ビア ⻲⼾3-4-11-101 ⾷べる・飲む ビール（ブルワリーパブ）
城東 ⻲⼾地区 27 EAT CAFE ANZU ⻲⼾3-47-3 03-6338-9612 ⾷べる・飲む カフェ
城東 ⻲⼾地区 28 交流ショップ むつ下北 ⻲⼾3-60-17 03-5875-0957 買う 物産
城東 ⻲⼾地区 29 洋品のサービス堂 ⻲⼾3-61-23 03-3681-3355 買う 洋服・洋品雑貨
城東 ⻲⼾地区 30 呑飲 ⻲⼾3-61-7 03-3682-5290 ⾷べる・飲む 居酒屋
城東 ⻲⼾地区 31 ハッスルラーメンホンマ⻲⼾本店 ⻲⼾4-35-16 03-5609-9279 ⾷べる・飲む ラーメン
城東 ⻲⼾地区 32 株式会社⾚⽯建設 ⻲⼾4-46-12 03-3683-2356 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 ⻲⼾地区 33 コーラル株式会社 ⻲⼾5-5-11 第1ビル2階 03-5875-5038 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
城東 ⻲⼾地区 34 ⿂河岸料理 蔵 ⻲⼾5-6-15 MKファーストビル1F 03-3638-5140 ⾷べる・飲む 居酒屋
城東 ⻲⼾地区 35 R select ⻲⼾5-10-1 ロイヤルビル200号 ⾷べる・飲む, 買う ラーメン その他加⼯⾷品
城東 ⻲⼾地区 36 モンレーヴ ⻲⼾5-12-5 03-5609-8568 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⻲⼾地区 37 やきとり けいちゃん ⻲⼾5-16-6 コーポタナベ102 03-4285-4896 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
城東 ⻲⼾地区 38 piano&diner Homebound ⻲⼾5-17-10 第⼀ビジネスビル2F 03-5858-9040 ⾷べる・飲む バー
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城東 ⻲⼾地区 39 GEGANTS D' OLOT ⻲⼾5-17-22 03-5858-9946 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品
城東 ⻲⼾地区 40 しろねこ整体院 ⻲⼾5-20-19 セントラルファイブ1F 03-5858-6754 ⽣活関連 リラクゼーション
城東 ⻲⼾地区 41 鉄のさら ⻲⼾5-20-23 050-5583-1821 ⾷べる・飲む 居酒屋
城東 ⻲⼾地区 42 ⻲屋精⾁店 ⻲⼾5-23-8 03-3681-8248 買う ⽣鮮⾷品
城東 ⻲⼾地区 43 栄電気 ⻲⼾5-29-24 03-3684-3884 買う 家電製品
城東 ⻲⼾地区 44 もんじゃ焼たあとる ⻲⼾5-29-25 和久井ビル1F 03-3683-5921 ⾷べる・飲む もんじゃ・お好み焼き
城東 ⻲⼾地区 45 お好み焼やじろべえ ⻲⼾5-29-4 03-3682-1951 ⾷べる・飲む もんじゃ・お好み焼き
城東 ⻲⼾地区 46 ロコマーケット ⻲⼾店 ⻲⼾5-32-2 シャトーマルカ 1F 03-6802-9510 美容室 ⽣活関連
城東 ⻲⼾地区 47 BlaZe ⻲⼾5-45-6-102 03-5609-8789 買う, 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング スポーツ⽤品
城東 ⻲⼾地区 48 ベーカリーキッチン グリムハウス三好屋 ⻲⼾5-46-3 03-3683-0344 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⻲⼾地区 49 もんじゃ⼩町 東京⻲⼾ ⻲⼾6-1-15-102 コロネード⽇⾺ 03-3683-5156 ⾷べる・飲む 鉄板料理 もんじゃ・お好み焼き
城東 ⻲⼾地区 50 Beauty Salon Viste ⻲⼾6-8-7 平塚ビル102 03-5875-0884 ⽣活関連 エステティック
城東 ⻲⼾地区 51 会員制クリーニング ベレーナ ⻲⼾本店 ⻲⼾6-9-4 03-3682-2720 ⽣活関連 クリーニング・シミ抜き
城東 ⻲⼾地区 52 象⼭薬局 ⻲⼾6-12-9 多⽐ビル 03-5627-8551 買う 医薬品
城東 ⻲⼾地区 53 factory Qty ⻲⼾6-31-6カメイドクロック３階 03-6802-9204 ⽣活関連 靴・バッグの修理
城東 ⻲⼾地区 54 グラスルーツ ⻲⼾6-48-5 03-3683-1154 学ぶ・習う ガラス⼯芸
城東 ⻲⼾地区 55 しもがわら司法書⼠事務所 ⻲⼾6-56-17 稲畠ビル5F 03-6905-6042 ⽣活関連 税⾦・法律相談
城東 ⻲⼾地区 56 中華料理 天⿓ ⻲⼾6-56-9 03-3682-4176 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 中華料理
城東 ⻲⼾地区 57 珈琲道場 侍 ⻲⼾6-57-22 サンポービル2F 03-3638-4003 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
城東 ⻲⼾地区 58 ⻲⼾漢⽅ 松江堂薬局 ⻲⼾6-58-2 パールレジデンス⻲⼾401 03-3681-0362 買う 医薬品
城東 ⻲⼾地区 59 紀伊国屋 ⻲⼾6-59-1 0120-338-536 買う, ⽣活関連 その他⽣活関連サービス リサイクルショップ
城東 ⻲⼾地区 60 カジュアルスナック郁 ⻲⼾6-60-2 03-3683-9701 ⾷べる・飲む, 観る・遊ぶ カラオケ スナック・パブ
城東 ⻲⼾地区 61 もつ鍋デリバリーがばい ⻲⼾7-7-6 ⻲⼾7丁⽬ビル 03-6659-4391 ⾷べる・飲む もつ焼き・もつ鍋
城東 ⻲⼾地区 62 こちる cochill juice ⻲⼾7-9-14 ビアーレ⻲⼾１F 03-5875-5116 買う 洋菓⼦・パン ジュース
城東 ⻲⼾地区 63 ⽶粉専⾨店 Kome Co. ⻲⼾7-14-9 03-5875-0393 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⻲⼾地区 64 Caféむすび ⻲⼾7-19-7 03-6874-1259 ⾷べる・飲む カフェ
城東 ⻲⼾地区 65 居⾷屋 ⾃由時間 ⻲⼾7-39-5 03-5626-0385 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン ダイニングバー
城東 ⻲⼾地区 66 焼き菓⼦屋 パルタジェ ⻲⼾7-39-5 カーサ第1⻲⼾5号棟103 090-7017-5635 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⻲⼾地区 67 時々海⾵が吹くスタジオ ⻲⼾7-43-5 ⼩林ビル 03-5628-1325 ⽣活関連, 観る・遊ぶ その他娯楽 その他⽣活関連サービス
城東 ⻲⼾地区 68 ルームクリーン東京ベイ ⻲⼾9-19-7-314 080-9534-6499 ⽣活関連 その他⽣活関連サービス
城東 ⼤島地区 1 ことぶきや ⼤島1-33-13 03-3682-4524 買う 化粧品
城東 ⼤島地区 2 アイオー・トラベラーズ株式会社 ⼤島1-33-14 秋⼭ビル3F 03-5858-6500 ⽣活関連 旅⾏代理店
城東 ⼤島地区 3 ⼋助 ⼤島1-34-14 シンセイビル201 03-3683-1410 ⾷べる・飲む ⽇本料理
城東 ⼤島地区 4 ダンススタジオ SORA ⼤島1-39-14 シンコービル2F 03-5875-3248 学ぶ・習う ダンス
城東 ⼤島地区 5 五ノ橋 伊勢屋 ⼤島2-32-13 03-3681-8793 買う 和菓⼦
城東 ⼤島地区 6 HAIR&COFFEE シーインフィニート ⼤島2-34-9 03-6873-5628 ⽣活関連 美容院 まつ⽑エクステ
城東 ⼤島地区 7 おかや ⼤島2-35-8 03-5875-5071 ⾷べる・飲む 居酒屋
城東 ⼤島地区 8 ワカミヤ卓球SHOP ⼤島2-38-14 クレアーレ102 03-5858-8606 買う スポーツ⽤品
城東 ⼤島地区 9 クチーナ シゲ ⼤島2-41-16 ポパイビル 03-3681-9495 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
城東 ⼤島地区 10 ⼤雄開発（株）⻄⼤島店 ⼤島2-41-17 03-3636-3111 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
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城東 ⼤島地区 11 美容室CURL PIA morimoto ⻄⼤島店 ⼤島2-41-18 林ビル2F 03-3637-4258 ⽣活関連 美容院
城東 ⼤島地区 12 ⽚柳印章堂 ⼤島3-1-13 03-3681-0615 買う 印鑑・印章
城東 ⼤島地区 13 原⽥薬局⻄⼤島店 ⼤島3-4-3 タワーレジデンス⻄⼤島1F 03-5875-2173 買う 医薬品
城東 ⼤島地区 14 CANTÀ ⼤島3-14-14 ⾷べる・飲む バル・バール カフェ
城東 ⼤島地区 15 ANDY ⼤島3-29-9 早坂ビル102 03-5609-3322 ⽣活関連 美容院
城東 ⼤島地区 16 純喫茶 ヤング ⼤島4-1-7-113 03-3637-7972 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
城東 ⼤島地区 17 ⾹辣居 ⼤島4-2-3 070-8412-4498 ⾷べる・飲む ラーメン
城東 ⼤島地区 18 宮川スポーツ ⼤島4-6-25 03-3681-0772 買う スポーツ⽤品
城東 ⼤島地区 19 ナガタ薬舗 ⼤島4-7-3 ボーニ⼤島1F 03-6684-1003 買う 医薬品 化粧品
城東 ⼤島地区 20 オートサービス和光 ⼤島5-6-12 03-3681-9221 買う, ⽣活関連 バイク修理・点検 バイク
城東 ⼤島地区 21 りんすず⾷堂 ⼤島5-7-3 成⽑ビル１F 090-8845-2248 ⾷べる・飲む ラーメン
城東 ⼤島地区 22 スタジオWeBA ⼤島5-27-1 03-5858-6459 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング
城東 ⼤島地区 23 沖縄料理＆本⼟料理 ⼤城屋 ⼤島5-35-4 ⼭本ビル1F 03-3682-7474 ⾷べる・飲む 沖縄料理 居酒屋
城東 ⼤島地区 24 メガネのアオキ ⼤島6-1-1-102UR⼤島六丁⽬団地 03-3685-4561 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
城東 ⼤島地区 25 のなかストアー ⼤島6-1-5-101 UR⼤島六丁⽬団地 03-3684-2289 買う ⽣鮮⾷品
城東 ⼤島地区 26 Salon de the Rima ⼤島6-8-12 050-5361-7054 ⾷べる・飲む, 買う 洋菓⼦・パン カフェ
城東 ⼤島地区 27 もんじゃ・お好み焼き チコちゃん ⼤島6-9-3 03-5626-8989 ⾷べる・飲む もんじゃ・お好み焼き
城東 ⼤島地区 28 カバン・スクールショップ ふくはら ⼤島6-23-8 03-3683-6032 買う バッグ・かばん スクール⽤品
城東 ⼤島地区 29 マルヒロ⻘果店 ⼤島6-25-7 買う ⽣鮮⾷品
城東 ⼤島地区 30 寿司元 ⼤島6-27-6 03-3682-6928 買う 総菜・弁当
城東 ⼤島地区 31 武蔵野うどん⻨わら ⼤島6-27-6 吉川ビル101 03-5875-1230 ⾷べる・飲む そば・うどん
城東 ⼤島地区 32 メイカセブン ⼤島7-2-1 03-3681-8814 買う 洋菓⼦・パン
城東 ⼤島地区 33 37°by いしずか ⼤島中の橋店 ⼤島7-3-1 03-5626-0877 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
城東 ⼤島地区 34 モードサロン ヤヨイ ⼤島7-3-1 ヤヨイビル1F 03-3685-8410 買う 洋服・洋品雑貨
城東 ⼤島地区 35 Cafe M's ⼤島7-6-7 03-3637-3631 ⾷べる・飲む, 買う 洋菓⼦・パン コーヒー・喫茶
城東 ⼤島地区 36 五分利屋本店 ⼤島7-22-12 03-3683-2521 買う 酒屋
城東 ⼤島地区 37 喜⿓飯店 ⼤島7-22-8 03-3682-9686 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
城東 ⼤島地区 38 TK Court Ojima さくら家 ⼤島7-26-3 TK Court Ojima 03-5858-6768 泊まる 旅館・ホテル
城東 ⼤島地区 39 みどりや酒店 ⼤島7-36-6 03-3681-9697 買う 酒屋
城東 ⼤島地区 40 ヘアーメイクデコ ⼤島店 ⼤島8-5-6 ⼤島キョーワビル1F 03-3681-3889 美容室 ⽣活関連
城東 ⼤島地区 41 古牧表具インテリア ⼤島8-25-3 03-3685-4168 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 砂町地区 1 ひかり整⾻院・鍼灸院 東砂2-5-12 03-3648-5069 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 2 ヘアーさぶまりん美容室 東砂3-1-14 03-3648-0869 ⽣活関連 美容院
城東 砂町地区 3 丸⼭⼯務店 東砂3-15-7 03-3648-5451 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 砂町地区 4 末広通り接⾻院 東砂4-22-12 03-3640-5350 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 5 寿⾃動⾞株式会社 東砂5-14-19 03-3646-8101 ⽣活関連 ⾃動⾞整備
城東 砂町地区 6 ⽵鈴 東砂6-1-1 1F 03-6666-3428 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 居酒屋
城東 砂町地区 7 鍼灸院ボディデザイン 東砂6-13-6 03-3644-6789 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 8 とまり⽊ 東砂6-19-8 03-6666-5957 ⾷べる・飲む カフェ
城東 砂町地区 9 ナカヤパン店 東砂6-20-8 03-3644-3573 買う 洋菓⼦・パン
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城東 砂町地区 10 Apricot 東砂7-1-28 03-6458-4503 ペット同伴可能cafe ⾷べる・飲む
城東 砂町地区 11 台湾阿Q麺館 東砂7-10-12 080-4341-0066 ⾷べる・飲む 台湾料理 ラーメン
城東 砂町地区 12 お好焼どんど 東砂7-17-22 03-3644-5802 ⾷べる・飲む もんじゃ・お好み焼き
城東 砂町地区 13 不⼆の湯 東砂8-20-16 03-3644-1771 ⽣活関連 銭湯
城東 砂町地区 14 岡⽥屋製麺所 南砂1-10-9 03-3644-8601 ⾷べる・飲む ラーメン そば・うどん
城東 砂町地区 15 ⾷事・そば処 三船屋 南砂1-15-5 03-3644-1751 ⾷べる・飲む そば・うどん
城東 砂町地区 16 横⼗間川酒造 ガハハビール 南砂2-3-1 03-6659-7043 ⾷べる・飲む ビール（ブルワリーパブ）
城東 砂町地区 17 写真屋さんホックス 南砂2-3-1-107 03-3699-6782 ⽣活関連 写真プリント・スタジオ
城東 砂町地区 18 まつ蔵精⾁店 南砂2-3-1-115 03-6659-7829 買う ⽣鮮⾷品
城東 砂町地区 19 パライーゾ東陽町 南砂2-6-11 3F 03-6666-7651 学ぶ・習う, 観る・遊ぶ スポーツ・トレーニング その他娯楽
城東 砂町地区 20 WILD & RAW 南砂2-6-11 ファミル東陽町3F 03-6339-0608 ⾷べる・飲む その他飲⾷店
城東 砂町地区 21 麵屋ばらお ⼤衆酒場はな 南砂店 南砂2-37-12-101 03-3640-1987 ⾷べる・飲む ラーメン 居酒屋
城東 砂町地区 22 成⽵鍼灸整⾻院 南砂3-8-3 03-3699-6213 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 23 ㈱エクセル 南砂3-8-4 03-5606-7739 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 砂町地区 24 もんじゃ 燈 南砂3-12-6 ⽷井ビル1F 03-6666-3921 ⾷べる・飲む もんじゃ・お好み焼き
城東 砂町地区 25 みなみすな整体院 南砂3-13-3 第⼀春⽊ビル101 03-5683-5019 ⽣活関連 リラクゼーション
城東 砂町地区 26 osteria chivo 南砂3-14-22 上埜店舗 03-6458-6903 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
城東 砂町地区 27 群⾺屋商店 南砂4-7-25 03-3644-3554 買う 洋服・洋品雑貨
城東 砂町地区 28 ユアシセイドウ よつば 南砂5-13-8 よつばビル1F 03-3644-3065 買う エステティック ⽣活雑貨・⽇⽤品
城東 砂町地区 29 森⽥畳⼯業所 南砂5-13-9 03-3644-7926 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 砂町地区 30 YogiYo＆EVEREST KITCHEN 南砂6-2-1 奥平ビル101号 03-6666-6041 飲⾷店 ⾷べる・飲む カレー・エスニック料理
城東 砂町地区 31 パーソナル加圧トレーニングOhana 南砂6-2-7 ⽯⽥荘1F 070-8326-3881 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング
城東 砂町地区 32 CareSalon Smile 南砂6-3-26 ⻑江ビル101 070-8977-0963 フットケア(巻き⽖・変形⽖等)や⼿⽖の育成。 ⽣活関連, 学ぶ・習う その他教室
城東 砂町地区 33 セレモニーホール鈴⽊（㈲かねなお 鈴⽊商店） 北砂1-14-7 03-3644-8630 ⽣活関連 葬儀・斎場・仏壇
城東 砂町地区 34 きたすな整⾻院 北砂2-5-6 03-3640-1349 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 35 フリージアース 北砂2-13-13 東⾦属ビル2階 080-4729-2311 ⽣活関連 リラクゼーション
城東 砂町地区 36 台北厨房 北砂2-17-1 アリオ北砂１F 03-6666-0525 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
城東 砂町地区 37 よだ経営会計事務所 北砂2-18-2-228 03-6679-6676 ⽣活関連 税⾦・法律相談
城東 砂町地区 38 原⽥薬局 本店 北砂3-14-20 03-3645-8136 買う 医薬品
城東 砂町地区 39 まちのふうせんやさん ときわや 北砂3-30-10 03-3644-7761 買う 玩具・バラエティー
城東 砂町地区 40 シュースタジオ グリュック 北砂3-30-11 03-5690-1030 買う 靴・履物
城東 砂町地区 41 ハッピーメガネ砂町銀座店 北砂3-32-19 03-3640-3941 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
城東 砂町地区 42 銀座ホール 北砂3-33-20 03-3644-6354 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン ⽢味
城東 砂町地区 43 調髪処 ⽝飼 北砂3-34-15 090-9643-6942 ⽣活関連 美容院
城東 砂町地区 44 中華料理 永昌園 砂町銀座店 北砂3-36-19 03-3649-3738 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
城東 砂町地区 45 佐野みそ 砂町銀座店 北砂3-36-8 03-3647-8249 買う その他加⼯⾷品
城東 砂町地区 46 ⼤雄開発（株）砂町店 北砂3-38-15 03-3640-3111 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
城東 砂町地区 47 Kasshii 北砂4-1-14 ⾼梨ビル102 03-6666-6035 買う その他加⼯⾷品
城東 砂町地区 48 hair SHIP reborn 北砂4-1-14 ⾼梨ビル2F 03-3699-0664 ⽣活関連 美容院
城東 砂町地区 49 ふくよか本舗 北砂4-5-7 080-7308-0141 買う 洋菓⼦・パン
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城東 砂町地区 50 有限会社 ⽇進⾃動⾞⼯業 北砂4-6-22 03-3648-0591 ⽣活関連 ⾃動⾞整備
城東 砂町地区 51 近江屋呉服店 北砂4-9-9 03-3646-1888 買う 呉服・きもの
城東 砂町地区 52 ホームリペア株式会社 北砂4-10-9 03-6659-7791 ⽣活関連 建築・リフォーム
城東 砂町地区 53 らいおんハート整⾻院ひまわり 北砂4-18-11 03-3640-0122 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
城東 砂町地区 54 君野園 北砂4-38-8 03-3644-8801 買う お茶 ⽣活雑貨・⽇⽤品
城東 砂町地区 55 くだもの井⼝ 北砂4-40-9 03-3644-3809 買う ⽣鮮⾷品
城東 砂町地区 56 サロンド・マツモト 北砂5-1-28 03-3648-4456 買う 化粧品
城東 砂町地区 57 京呉服・宝⽯の店 ⽥巻屋砂町銀座店 北砂5-1-29 03-3640-5298 買う 呉服・きもの ⽣活雑貨・⽇⽤品
城東 砂町地区 58 モカドール洋菓⼦店 北砂5-1-30 03-3646-7813 買う 洋菓⼦・パン
城東 砂町地区 59 ⼤阪焼⾁⽜正 北砂5-1-32 03-6263-9913 ⾷べる・飲む 焼き⾁
城東 砂町地区 60 37°by いしずか砂町銀座本店 北砂5-8-5 03-3640-7671 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
城東 砂町地区 61 オートショップ江東 北砂6-3-1 03-3646-2591 買う, ⽣活関連 バイク修理・点検 バイク
城東 砂町地区 62 セオサイクル北砂店 北砂6-6-17 03-5617-1751 買う ⾃転⾞
城東 砂町地区 63 橋の下のトラットリア La Fede 北砂7-5-14 03-6666-6795 イタリアンレストラン ⾷べる・飲む イタリア料理
城東 砂町地区 64 買取店わかば 南砂町スナモ店 新砂3-4-31 南砂町ショッピングセンターSUNAMO 3階 03-6666-3345 その他⽣活関連サービス
深川 住吉駅周辺 1 KOUME CAFE×DINING 猿江1-13-1 京江ビル 03-5875-4351 ⾷べる・飲む カフェ
深川 住吉駅周辺 2 NIJIYA cafe&dining 猿江2-13-12 03-6337-5411 ⾷べる・飲む カフェ
深川 住吉駅周辺 3 江⼾切⼦専⾨店 煌粋 猿江2-13-14 03-6659-5117 買う, 学ぶ・習う ガラス⼯芸 ⾷器
深川 住吉駅周辺 4 有限会社 松島⾃動⾞⼯業 猿江1-15-3 03-3631-5882 ⽣活関連 ⾃動⾞整備
深川 住吉駅周辺 5 ⻲の湯 猿江1-18-9 03-3631-5449 ⽣活関連 銭湯
深川 住吉駅周辺 6 From Nail 住吉1-2-26 サンモールビル305 03-5669-0305 ⽣活関連 ネイルサロン
深川 住吉駅周辺 7 ⻫藤シャツCAMISA SAITO 住吉1-3-11 03-3631-7779 買う, ⽣活関連 仕⽴て・リメーク 洋服・洋品雑貨
深川 住吉駅周辺 8 ハウスランド住吉店 住吉1-17-16 03-6240-2361 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
深川 住吉駅周辺 9 ラトリエ 住吉1-19-1 ツインタワーすみとし 住吉館109 080-5681-1810 ⾷べる・飲む フランス料理 バル・バール
深川 住吉駅周辺 10 昭和酒場 ⻩⾦バット 住吉2-2-1 弘洋ビル2F 03-3634-3281 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 住吉駅周辺 11 菓⼦⼯房 福どら 住吉2-3-18 03-3634-5731 買う 和菓⼦
深川 住吉駅周辺 12 炭良ホルモン 住吉2-3-7鈴⽊ビル1Ｆ 03-6659-2690 ⾷べる・飲む 焼き⾁
深川 住吉駅周辺 13 ⽇の出湯 住吉2-5-14 03-3631-3429 ⽣活関連 銭湯
深川 住吉駅周辺 14 男⿅半島 住吉店 住吉2-7-16 03-3633-8112 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 住吉駅周辺 15 ラ・ポーズ 住吉2-12-7 03-4363-1135 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
深川 住吉駅周辺 16 Pure Pure 住吉2-17-8 住吉コートク1F 03-6659-5258 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品 ジュエリー製品
深川 住吉駅周辺 17 ⼿作り菓⼦⼯房 うふ 住吉2-25-3 03-3846-8837 買う 洋菓⼦・パン
深川 住吉駅周辺 18 The English Treehouse 住吉2-27-7 陽光ハイム 3F 03-6666-9942 学ぶ・習う 英会話
深川 住吉駅周辺 19 リラクゼーションルーム Doze ⽯島3-12 03-3644-5019 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 住吉駅周辺 20 ボディケアMUTO ⽯島8-4 ⼤⽥ビル1B 03-6875-1866 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 住吉駅周辺 21 アンボンボン ボンマルシェ ⽯島8-7 1F 03-3644-8124 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 住吉駅周辺 22 ラーメン ⼀膳 ⽯島11-15 03-5634-4438 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 住吉駅周辺 23 スプスパ ⽯島14-7 今泉ビル1F 03-5683-0178 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 住吉駅周辺 24 パリピザ 千⽯1-13-6 リベラ千⽯1階 090-8345-9440 買う 洋菓⼦・パン
深川 住吉駅周辺 25 pizzeria FILONICO 千⽯2-11-6 03-6666-6551 ⾷べる・飲む イタリア料理 ピザ
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深川 住吉駅周辺 26 オンタップ 千⽥16-2 03-6659-8379 ⾷べる・飲む ビール（ブルワリーパブ）
深川 住吉駅周辺 27 江東中央宅配センター 千⽥18-5 03-5606-6388 買う ⽜乳（配達）
深川 住吉駅周辺 28 鮨⿊⾈ 扇橋1-5−2 080-7425-9516 買う 総菜・弁当
深川 住吉駅周辺 29 元祖豚丼屋TONTON住吉店 扇橋2-12-5 03-6666-2910 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン ⽇本料理
深川 住吉駅周辺 30 炭焼やきとり はな 扇橋店 扇橋2-21-2 03-3615-3287 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 住吉駅周辺 31 かど2 扇橋2-22-4 090-8685-3155 ⾷べる・飲む バー
深川 住吉駅周辺 32 ⽣活快館ララ 扇橋3-1-6 サンフォレスト1F 03-3699-8666 買う リサイクルショップ
深川 住吉駅周辺 33 下町⾷堂 麺屋ばらいち 扇橋3-15-8 03-5875-5587 ⾷べる・飲む ラーメン 居酒屋
深川 住吉駅周辺 34 パーソナルジムVIBRUN ⽑利1-11-19 ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｲﾌﾞﾙｽﾞ401 050-3395-2910 ⽣活関連, 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング リラクゼーション
深川 森下駅周辺 1 だいだい ⾼橋2-3 池⽥ビル1F 03-5625-3070 ⾷べる・飲む 鉄板料理 もんじゃ・お好み焼き
深川 森下駅周辺 2 パティスリー ウルス ⾼橋4-6 03-5669-0452 買う 洋菓⼦・パン
深川 森下駅周辺 3 トイパーク まさみや ⾼橋8-3 03-3631-1722 買う 玩具・バラエティー
深川 森下駅周辺 4 深川いろは煎餅 ⾼橋8-4 03-3631-6385 買う 和菓⼦
深川 森下駅周辺 5 Dance Studio IMPACT ⾼橋8-4 横⼭ビル1階 070-4061-6258 学ぶ・習う ダンス
深川 森下駅周辺 6 ARGEL ⾼橋9-12 050-3413-6651 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 森下駅周辺 7 ⿃⻑ ⾼橋9-4 03-3633-0656 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 森下駅周辺 8 イシイ⽂具・フローリストこう ⾼橋12-4 03-3631-1589 買う ⽂房具 花・植⽊
深川 森下駅周辺 9 コスメティックふじや ⾼橋12-4 03-3631-5266 買う, ⽣活関連 エステティック ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 森下駅周辺 10 jewelry sashou ⾼橋14-21 03-3632-5233 買う ジュエリー製品
深川 森下駅周辺 11 帽⼦のマルケイ ⾼橋14-21 03-3631-7913 買う 洋服・洋品雑貨
深川 森下駅周辺 12 アオイケ⾇屋酒店 ⾼橋14-22 03-3631-4076 買う 酒屋
深川 森下駅周辺 13 The NorthWave Coffee ⾼橋14-24 03-6659-2929 ⾷べる・飲む, 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品 コーヒー・喫茶
深川 森下駅周辺 14 不動産のリアス・気仙画廊 ⾼橋14-25 ⾼橋Yビル１Ｆ 03-6659-6405 買う, ⽣活関連, 観る・遊ぶ ギャラリー 不動産取引・賃貸・管理
深川 森下駅周辺 15 Coffret home 常盤1-19-9 070-8577-0520 ⽣活関連 写真プリント・スタジオ
深川 森下駅周辺 16 ⽥⼝屋 常盤2-6-11 03-3634-4711 ⾷べる・飲む, 買う 酒屋 ⽇本酒（⽴ち飲み）
深川 森下駅周辺 17 サクマフィジカルコンディショニング鍼灸・マッサージ治療院 常盤2-13-11 レジデンスジュネス101 03-3631-0155 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
深川 森下駅周辺 18 そば処 天狗 新⼤橋1-4-15 03-3631-6892 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 森下駅周辺 19 天明堂はりきゅう治療院 新⼤橋1-5-4 新⼤橋永⾕マンション101号 03-4296-9335 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
深川 森下駅周辺 20 東京リンパドレナージュ専⾨店 新⼤橋1-5-4 新⼤橋永⾕マンション810号 0120-63-6390 ⽣活関連 エステティック
深川 森下駅周辺 21 銀座煉⽡亭 深川本店 新⼤橋2-7-4 03-3631-7900 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン
深川 森下駅周辺 22 REAL LEATHER DRESSING 新⼤橋2-9-5 ユーハイツ１F 03-6666-9508 ⽣活関連 靴・バッグの修理
深川 森下駅周辺 23 福泉茶店 新⼤橋3-17-5 03-3631-2953 買う お茶
深川 森下駅周辺 24 株式会社 相⾺ 森下1-3-12 03-5600-1491 買う ⽂房具 玩具・バラエティー
深川 森下駅周辺 25 ビストロ・シピ 森下1-5-8 03-6659-4297 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン フランス料理
深川 森下駅周辺 26 フローリスト⼤塚 森下1-6-9 03-3631-6789 買う 花・植⽊
深川 森下駅周辺 27 シラカワ・サービス 森下1-11-7 03-3631-7580 買う ⾃転⾞
深川 森下駅周辺 28 ⽇の出屋 森下1-12-5 03-3631-6301 買う 洋服・洋品雑貨
深川 森下駅周辺 29 メガネの三浦 森下1-13-7 03-3634-2719 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
深川 森下駅周辺 30 ヘアー パーク ワン 森下2-1-4 第3滝沢ビル１F 03-3633-0556 ⽣活関連 美容院
深川 森下駅周辺 31 Le lien 森下2-12-6 森下アイリス1F 03-6659-4567 買う, ⽣活関連 仕⽴て・リメーク 洋服・洋品雑貨
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深川 森下駅周辺 32 森下伊勢屋 森下2-17-2 03-3631-6064 買う 和菓⼦
深川 森下駅周辺 33 菓⼦⼯房 福どら 森下店 森下2-17-7 さくらマンション1F 03-6659-6711 買う 和菓⼦
深川 森下駅周辺 34 カフェレストラン 鍵 森下2-19-1 キーコーポ1F 03-3632-0770 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン
深川 森下駅周辺 35 Italian bar Riso 森下2-20-11 03-5600-8070 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 森下駅周辺 36 やよい鮨 森下3-2-10 03-3631-0591 ⾷べる・飲む すし
深川 森下駅周辺 37 中華料理 楽楽 森下3-13-2 03-3631-1300 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 森下駅周辺 38 じゃぱりあ三座布 森下3-14-1 03-6659-3433 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 森下駅周辺 39 サトウ画材 森下3-14-3 03-5625-7566 買う 額縁・絵画⽤品
深川 森下駅周辺 40 千歳⾃動⾞鈑⾦⼯業 森下4-9-11 03-3633-0003 ⽣活関連 ⾃動⾞整備
深川 森下駅周辺 41 炭⽕焼⿃うきち 森下店 森下4-11-8 ⻑⾕川ビル1F 03-5600-5519 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 森下駅周辺 42 ひつじの整体（ひつじ整⾻院併設） 森下5-20-6 KK-RETREAT 101 03-6659-6265 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
深川 森下駅周辺 43 快賊 River Friend 森下5-⼤富橋 係留所 080-3989-3275 観る・遊ぶ その他娯楽
深川 清澄⽩河駅周辺 1 鉄板ダイニング ふぇるめーる 三好1-5-4 03-5875-8928 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 鉄板料理
深川 清澄⽩河駅周辺 2 江⼾みやげ屋 たかはし 三好1-8-6 03-3641-6305 買う 玩具・バラエティー 物産
深川 清澄⽩河駅周辺 3 HOZON 三好2-13-3 03-6873-3526 買う その他加⼯⾷品
深川 清澄⽩河駅周辺 4 京呉服・宝⽯の店 ⽥巻屋 深川清澄⽩河本店 三好2-13-3 03-3641-5298 買う 呉服・きもの ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 清澄⽩河駅周辺 5 プチフルール 三好3-8-8 03-6458-8539 買う 花・植⽊
深川 清澄⽩河駅周辺 6 おとどけ薬局 三好3-2-8 03-6458-8586 買う 医薬品
深川 清澄⽩河駅周辺 7 Inferno zero 三好3-9-3 03-4283-2722 買う 玩具・バラエティー
深川 清澄⽩河駅周辺 8 深川亭 三好4-8-12 浅⻩ビル1F 03-3642-4939 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン
深川 清澄⽩河駅周辺 9 うどん家族 ⼩進庵 三好4-8-3 03-3641-4723 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 清澄⽩河駅周辺 10 着物直しお⼿⼊れ トミヤ 清澄2-13-12 03-3642-2173 ⽣活関連 クリーニング・シミ抜き 仕⽴て・リメーク
深川 清澄⽩河駅周辺 11 Parc-nique 清澄3-3-23 03-6458-8737 買う 洋服・洋品雑貨
深川 清澄⽩河駅周辺 12 ⽩幡ダンススクール 清澄3-4-11サイネックスビル4F 03-5639-2660 学ぶ・習う ダンス
深川 清澄⽩河駅周辺 13 串かつ くし家 清澄⽩河店 清澄3-4-16 パークサイド清澄第２ビル 03-6809-3520 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 清澄⽩河駅周辺 14 C∞シーインフィニート清澄⽩河店 清澄3-6-15 オープンレジデンシア清澄⽩河101 070-1424-0218 ⽣活関連 美容院 エステティック
深川 清澄⽩河駅周辺 15 SHOE REPAIR AVANTI 清澄3-7-8 タカノマンション1-B 03-6240-3980 ⽣活関連 靴・バッグの修理
深川 清澄⽩河駅周辺 16 エビス印刷⼯業 清澄3-9-10 03-3641-8014 ⽣活関連 印刷
深川 清澄⽩河駅周辺 17 カーペンタースミス 清澄3-10-1 森泉ビル101 03-5809-9211 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 清澄⽩河駅周辺 18 精華堂霰総本舗 清澄3-10-5 03-3641-9288 ⽶菓 買う
深川 清澄⽩河駅周辺 19 ⻘葉堂 ⽩河1-1-1 ファミーユ⽩河101 03-6458-8412 買う ⾷器
深川 清澄⽩河駅周辺 20 しらかわ斎場（よどの商店） ⽩河1-1-11 03-3642-2853 ⽣活関連 葬儀・斎場・仏壇
深川 清澄⽩河駅周辺 21 art lab Melt Meri ⽩河1-3-13 清洲寮208 050-5889-8568 観る・遊ぶ ギャラリー
深川 清澄⽩河駅周辺 22 ラッキーフット ⽩河1-3-13 清洲寮イ-304 03-5875-8638 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 清澄⽩河駅周辺 23 ジュエラーワイズ ⽩河1-3-33 03-5245-0536 買う ジュエリー製品
深川 清澄⽩河駅周辺 24 May 9 Happy ⽩河1-3-34 Tビル1F 080-3003-5980 買う 洋服・洋品雑貨 ⾷器
深川 清澄⽩河駅周辺 25 初⾳ ⽩河 1-3-34 03-3641-5263 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 清澄⽩河駅周辺 26 HINARI ⽩河1-4-1 1F 03-6458-8919 買う 洋服・洋品雑貨
深川 清澄⽩河駅周辺 27 cafe&bar MEDIUM ⽩河1-４-18 降⽮ビル1A 03-5809-8716 ⾷べる・飲む ダイニングバー
深川 清澄⽩河駅周辺 28 下町⾷楽酒房いちばん星 ⽩河1-4-18降⽮ビル1-Ｂ 03-5620-1520 ⾷べる・飲む 居酒屋
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深川 清澄⽩河駅周辺 29 リラクゼーションエステSORA ⽩河1-7-18-1311 ⽣活関連 エステティック リラクゼーション
深川 清澄⽩河駅周辺 30 深川釜匠 ⽩河2-1-13 03-3643-4053 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 清澄⽩河駅周辺 31 BEE FRIENDSHIP 完熟屋 ⽩河2-2-1 kiyosumiterrace101 03-5875-9315 買う その他加⼯⾷品
深川 清澄⽩河駅周辺 32 御菓⼦司 双葉 ⽩河2-2-13 03-3641-6840 買う 和菓⼦
深川 清澄⽩河駅周辺 33 とうふ処 杉原 ⽩河2-3-14 03-3641-1904 買う ⾖腐
深川 清澄⽩河駅周辺 34 あづま屋⽂具店 ⽩河2-4-16 03-3641-3452 買う ⽂房具
深川 清澄⽩河駅周辺 35 AKARI ⽩河2-8-2 090-6650-2821 ⾷べる・飲む, 買う 家具・インテリア ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 清澄⽩河駅周辺 36 ぎゃらりーひまわり ⽩河3-1-16 03-5809-8841 買う 呉服・きもの
深川 清澄⽩河駅周辺 37 COSMETICS おがわ ⽩河3-3-16 03-3641-2403 買う 化粧品
深川 清澄⽩河駅周辺 38 幸菜庵 ⽩河3-5-13 コーポ松坂1階 03-6458-5572 ⾷べる・飲む, 学ぶ・習う 料理 コーヒー・喫茶
深川 清澄⽩河駅周辺 39 MAKIN ⽩河3-6-10 03-5809-8465 ⾷べる・飲む カレー・エスニック料理
深川 清澄⽩河駅周辺 40 フルカワ製作所 ⽩河3-7-13 03-3641-3284 買う ⽊⼯・オーダー家具
深川 清澄⽩河駅周辺 41 デリカ やまこし ⽩河4-3-1 03-3642-7058 買う 総菜・弁当
深川 清澄⽩河駅周辺 42 ⻑寿庵 蕎匠 平野1-7-2 03-3642-7559 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 清澄⽩河駅周辺 43 ⽥中商店⽊まゝ奈⼯房 平野3-2-2 ツインズ⽊場101 03-3641-7506 買う ⽊⼯・オーダー家具
深川 清澄⽩河駅周辺 44 mamma cafe 151A 平野3-4-6 クレスト⽊場公園 03-6458-8715 ⾷べる・飲む カフェ
深川 清澄⽩河駅周辺 45 oimo lab. 平野3-8-16 Kiyosumi Park Terrace 1F 050-3553-4548 買う 洋菓⼦・パン
深川 ⾨前仲町駅周辺 1 熊本⾺さし ⾺有 永代2-16-5 03-3641-1311 ⾺⾁料理専⾨店 ⾷べる・飲む その他飲⾷店
深川 ⾨前仲町駅周辺 2 ⾨前仲町ワインハウス BALLONDOR 永代2-33-5 海野ビル1F 03-5809-8622 ⾷べる・飲む イタリア料理 バル・バール
深川 ⾨前仲町駅周辺 3 SideHouse 越中島1-2-13 03-6875-7833 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 ⾨前仲町駅周辺 4 Kotti 越中島1-2-14 菊泉ビル2階 03-4361-4510 ⽣活関連, 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング 美容院
深川 ⾨前仲町駅周辺 5 ウメダヒサコジャズダンスミックスファクトリー 塩浜2-29-10-210 03-3647-7460 学ぶ・習う ダンス
深川 ⾨前仲町駅周辺 6 牡丹町浅野屋 牡丹1-1-1 03-3641-5316 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⾨前仲町駅周辺 7 ネイル&フラワーセラピーサロン Shandi 牡丹1-16-1 パレスサンセイ302 03-5245-0305 ⽣活関連 ネイルサロン
深川 ⾨前仲町駅周辺 8 ⼿打ちそば はなぶさ 牡丹2-2-15 03-3630-4337 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⾨前仲町駅周辺 9 珈琲園 牡丹2-2-16 03-3643-3294 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
深川 ⾨前仲町駅周辺 10 進藤眞代バレエスタジオ 牡丹2-5-3 中野ビル1F 080-3505-0556 学ぶ・習う ダンス その他教室
深川 ⾨前仲町駅周辺 11 唄処・酒処 杏 牡丹3-5-1 03-6458-8821 ⾷べる・飲む, 観る・遊ぶ カラオケ 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 12 深川まごろく 牡丹3-6-1 03-3641-3831 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 ⾨前仲町駅周辺 13 じんのすけ本店 牡丹3-6-2 新堀第5ビル1F 03-6458-5444 ⾷べる・飲む ⽇本料理 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 14 ⾳符ビッツ教室ピッコリーナ 牡丹3-6-5 牡丹町商店街会館1F 090-1374-7023 学ぶ・習う ⾳楽
深川 ⾨前仲町駅周辺 15 中華 三幸苑 牡丹3-7-6 03-3641-8791 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 ⾨前仲町駅周辺 16 笑〇（しょうまる） 牡丹3-8-8 03-3641-6007 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 17 アールツーホーム 江東店 牡丹3-18-1 菊池ビル 0120-406-802 ⽣活関連 建築・リフォーム
深川 ⾨前仲町駅周辺 18 パティスリー コラージュ 牡丹3-18-11 柴⽥ビル101 03-3643-6323 買う 洋菓⼦・パン
深川 ⾨前仲町駅周辺 19 Birreria Kappa 牡丹3-19-9 サニースクエア101 03-6886-1618 ⾷べる・飲む バル・バール
深川 ⾨前仲町駅周辺 20 SEED CAFE 牡丹3-23-4 03-5245-0237 ⾷べる・飲む カフェ
深川 ⾨前仲町駅周辺 21 Tsotang 古⽯場1-13-13-1F 03-5875-8341 買う 洋服・洋品雑貨 ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 ⾨前仲町駅周辺 22 深川ワイナリー東京 古⽯場1-4-10 ⾼畠ビル1F 03-5809-8058 ⾷べる・飲む, 買う 酒屋 ダイニングバー
深川 ⾨前仲町駅周辺 23 Cafe Rin 古⽯場2-8-5 My style MONNAKAⅡ104号 03-6689−2809 買う 洋菓⼦・パン その他加⼯⾷品
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深川 ⾨前仲町駅周辺 24 Bon Bon Bake Shop 古⽯場2-11-12 070-2636-3031 買う 洋菓⼦・パン
深川 ⾨前仲町駅周辺 25 ピラティスNokkoStudio 古⽯場2-14-1-1902 090-2933-9657 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング
深川 ⾨前仲町駅周辺 26 ⻄安麺荘秦唐記永代総本店（福屋） 佐賀1-1-16 1F 03-5875-9685 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 ⾨前仲町駅周辺 27 Rico⁺ 佐賀1-2-7 070-5544-4127 買う 洋菓⼦・パン 総菜・弁当
深川 ⾨前仲町駅周辺 28 ⾏政書⼠事務所ユーサポート 佐賀1-8-4-503 080-5983-6076 ⾏政書⼠事務所 ⽣活関連
深川 ⾨前仲町駅周辺 29 佐賀町 ⻑寿庵 佐賀1-16-2 03-3641-1874 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⾨前仲町駅周辺 30 吉野商店 佐賀1-16-12 03-3641-0388 買う ⽣鮮⾷品
深川 ⾨前仲町駅周辺 31 マニモゴ 深川1-1-8 村松ビル2F-B 03-4362-0696 ⾷べる・飲む 韓国料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 32 GUJUGUJU 深川1-4-8 03-5245-3088 買う 洋服・洋品雑貨
深川 ⾨前仲町駅周辺 33 リバークリーニング 深川1-9-10 03-5245-3621 ⽣活関連 クリーニング・シミ抜き
深川 ⾨前仲町駅周辺 34 炭⽕串焼 夢味鶏 深川2-2-10 03-5875-8578 ⾷べる・飲む ⽇本料理 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 35 壮快カイロプラクティック ⾨前仲町院 深川2-5-8 クリスタル⾨仲1F 0120-63-5374 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 36 深川 姉御家 深川2-6-2 泉屋ビル1F奥 03-5875-9803 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 37 ビューティー＆リラクゼーション リベルテ 深川2-6-2 泉屋ビル702 03-3642-1273 ⽣活関連 エステティック
深川 ⾨前仲町駅周辺 38 深川相続・税⾦よろず相談所 深川2-12-4 中銀⾨前仲町マンシオン202 03-6458-5860 ⽣活関連 税⾦・法律相談
深川 ⾨前仲町駅周辺 39 リフォーム不動産 深川studio（株式会社トラストリー） 深川2-29-5 ⾼橋ビル1F 03-5875-8997 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 建築・リフォーム
深川 ⾨前仲町駅周辺 40 リラクゼーションサロン ウォーミングタッチ 冬⽊6-8 アーバンライフ冬⽊302 090-2454-0651 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 41 江⼾深川珈琲本舗 冬⽊6-18 ウサミマンション1F 03-3641-3415 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
深川 ⾨前仲町駅周辺 42 クラフトパスタ トリノ 冬⽊6-24 冬⽊マンション107 03-5875-8568 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 43 ⽢味処 由はら 富岡1-10-8 湯原ビル１階 03-3641-4095 ⾷べる・飲む ⽢味
深川 ⾨前仲町駅周辺 44 廣島teppan sake wine 90 富岡1-10-8 湯原ビル2階 03-6458-8997 ⾷べる・飲む 鉄板料理 もんじゃ・お好み焼き
深川 ⾨前仲町駅周辺 45 ⾜道楽 ⾨前仲町店 富岡1-13-11 杉⽥ビル1F 03-5809-8814 買う 靴・履物
深川 ⾨前仲町駅周辺 46 印鑑の殿堂 天章 富岡1-14-18 03-3643-5841 買う 印鑑・印章
深川 ⾨前仲町駅周辺 47 其⾓ 富岡1-14-7 03-3641-6462 買う 和菓⼦
深川 ⾨前仲町駅周辺 48 季華 富岡1-23-13 03-6458-5184 買う 伝統⼯芸品
深川 ⾨前仲町駅周辺 49 株式会社⾼砂不動産 富岡1-23-15 03-3642-5001 買う, ⽣活関連 不動産取引・賃貸・管理 不動産
深川 ⾨前仲町駅周辺 50 カラカマ 富岡1-23-16 03-3642-2946 買う じゅう器・⾦物
深川 ⾨前仲町駅周辺 51 モダン仏壇＆⼿元供養＆海洋散⾻ショップ 想いの時 ⾨前仲町店 富岡⼋幡宮前富岡1-24-4 2F 0120-113-070 ⽣活関連 葬儀・斎場・仏壇
深川 ⾨前仲町駅周辺 52 ⾨前茶屋 富岡1-5-1 03-3641-0660 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 53 ⾨前仲町 酔⽉ 富岡1-5-1 クレール⾨前仲町101B 03-5620-1123 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 54 ⽴ち呑みwine Maru-shu2 富岡1-6-10 03-6458-8199 ⾷べる・飲む フランス料理 イタリア料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 55 タイ屋台居酒屋 ヤムヤム 富岡1-7-5 03-6458-5455 ⾷べる・飲む カレー・エスニック料理 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 56 整体&リラクゼーション ヴィーラ⾨前仲町 富岡1-7-5 パサス2F 03-3642-1562 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 57 パパトリア 富岡1-8-9 03-5245-3588 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 58 ⻤頭酒店 富岡1-8-13 03-3641-2666 買う 酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 59 遠⼭薬局 富岡1-9-10 03-3642-1080 買う 医薬品
深川 ⾨前仲町駅周辺 60 BARオーパ⾨前仲町 富岡1-25-4 ニックハイム⼋幡2F 03-5245-3539 ⾷べる・飲む バー
深川 ⾨前仲町駅周辺 61 SORAYA 富岡2-4-4 ⽥辺コーポ1F 03-6458-5665 ⾷べる・飲む カフェ
深川 ⾨前仲町駅周辺 62 加真呂 富岡2-6-14 03-3642-2910 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 鉄板料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 63 とりサンドunmarl 福住1-2-2 03-6458-8230 ⾷べる・飲む ハンバーガー
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深川 ⾨前仲町駅周辺 64 深川永福餃⼦ 福住1-4-12 03-5875-9982 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 ⾨前仲町駅周辺 65 olupono cafe ⾨前仲町1-2-4 03-6770-3848 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶 カフェ
深川 ⾨前仲町駅周辺 66 Hola-Ole ⾨前仲町1-2-4 BB⾨前仲町1F 03-6458-8588 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン スペイン料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 67 AngeVineyard Wine&Bar ⾨前仲町1-3-2 ⼭岡ビル1階 03-5809-8806 ⾷べる・飲む ダイニングバー
深川 ⾨前仲町駅周辺 68 葡萄屋Maru-shu ⾨前仲町1-3-6-2F 03-6458-8177 ⾷べる・飲む フランス料理 イタリア料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 69 Bar. Suzuki ⾨前仲町1-5-6 渡東ビル2F 03-6875-9429 ⾷べる・飲む バー
深川 ⾨前仲町駅周辺 70 かなもり屋 ⾨前仲町1-6-14 グリーンキャピタル⾨前仲町101 03-6240-3973 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品
深川 ⾨前仲町駅周辺 71 フォトスタジオ タンタン ⾨前仲町1-9-2 佐伯ビル201 03-6875-6184 ⽣活関連 写真プリント・スタジオ
深川 ⾨前仲町駅周辺 72 オーガビラ ⾨前仲町1-11-8 03-5453-3355 買う 乾物
深川 ⾨前仲町駅周辺 73 そば処たぐり庵 ⾨前仲町1-12-8 ミナミビル1F 03-3643-7398 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⾨前仲町駅周辺 74 プラスアルファキッチン ⾨前仲町1-12-8 ミナミビル1F 03-6458-8240 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⾨前仲町駅周辺 75 カギとカナモノのアドバイザー オグラ ⾨前仲町1-13-10 03-3642-1881 買う じゅう器・⾦物
深川 ⾨前仲町駅周辺 76 ボディメンテナンスサロンRegain ⾨前仲町1-13-12 HIPERMIX508 090-1669-7988 ⽣活関連, 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 77 retete ⾨前仲町1-13-12 Hypermix503 080-3010-5647 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 78 Stardium ⾨前仲町1-13-12 Hypermixビル3F 03-5875-9008 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング ヨガ
深川 ⾨前仲町駅周辺 79 アロマセラピーサロン フルール ⾨前仲町1-13-12HYPERMIX404 050-5585-7919 ⽣活関連 リラクゼーション
深川 ⾨前仲町駅周辺 80 パーソナルトレーニングジム Harmony body ⾨前仲町1-18-1 紺⾕ビル1F 070-5367-6342 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング
深川 ⾨前仲町駅周辺 81 リノア鍼灸院 Acupuncture salon LINOA ⾨前仲町1-20-5 カンファ・ツリー⾨仲6F 03-3630-5089 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
深川 ⾨前仲町駅周辺 82 釜焼 ⽯ ⾨前仲町1-20-7 寺島ビル1F 03-3630-7400 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 83 東天紅 深川店 ⾨前仲町2-10-1 ⾚札堂深川ビル5F 03-3641-0125 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 中華料理
深川 ⾨前仲町駅周辺 84 焼⾁ドラゴン ⾨前仲町2-3-4-3F 03-5639-3020 ⾷べる・飲む 焼き⾁
深川 ⾨前仲町駅周辺 85 パティスリーISOZAKI モンナカ ⾨前仲町2-3-8 03-6458-8745 買う 洋菓⼦・パン
深川 ⾨前仲町駅周辺 86 煎餅・⾖・菓⼦処 みなとや ⾨前仲町2-4-9 みなとやビル1F 0120-80-3708 買う 和菓⼦
深川 ⾨前仲町駅周辺 87 深川醗酵所 ⾨前仲町2-6-2 070-7477-7459 ⾷べる・飲む, 買う 酒屋 バー
深川 ⾨前仲町駅周辺 88 和⾵スナック⾹澄 ⾨前仲町2-9-4 03-3641-1396 ⾷べる・飲む, 観る・遊ぶ カラオケ スナック・パブ
深川 ⾨前仲町駅周辺 89 美⾷酒彩卯⽉ ⾨前仲町2-9-5 あづまビル1階 03-6458-5523 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 ⽊場駅周辺 1 ⾦春湯 東陽1-6-9 03-3645-2303 ⽣活関連 銭湯
深川 ⽊場駅周辺 2 株式会社ブロス 東陽1-12-3 03-6479-4083 買う, ⽣活関連 家具・インテリア ⽊⼯・オーダー家具
深川 ⽊場駅周辺 3 抹茶カフェ Sette 東陽1-12-3 03-6479-4083 ⾷べる・飲む, 買う その他加⼯⾷品 カフェ
深川 ⽊場駅周辺 4 珈琲屋 ル・ヴォワザン 東陽1-16-9シミズコーポ104 03-5683-7253 ⾷べる・飲む, 買う コーヒー・喫茶 その他⼩売店
深川 ⽊場駅周辺 5 マルサ洋品店 東陽1-25-4 03-3645-0786 買う 洋服・洋品雑貨
深川 ⽊場駅周辺 6 激旨ホルモン魂 東陽1-29-5 03-3645-0799 ⾷べる・飲む 焼き⾁
深川 ⽊場駅周辺 7 ⾁の旭屋 東陽3-10-10 03-3649-3526 買う ⽣鮮⾷品
深川 ⽊場駅周辺 8 トンカツ洋⾷酒房 フライ 東陽3-14-5 成友ビル１F 03-6666-4646 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン とんかつ
深川 ⽊場駅周辺 9 鶏×びすとろ COQUERICO 東陽3-17-13 プラティーク東陽町1F 03-6458-6733 ⾷べる・飲む フランス料理 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 10 割烹おみたま 東陽3-18-9 03-6666-7017 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 ⽊場駅周辺 11 KIBA Kitchen Earl 東陽3-20-9 鈴⽊ビル1F 03-6666-4290 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 ⽊場駅周辺 12 焼⿃バルTORIKO 東陽3-24-17 キヨミヤビルB1-A 03-6666-2808 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 ⽊場駅周辺 13 やきとり はな 東陽町店 東陽3-27-18-2F 03-3646-6687 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 ⽊場駅周辺 14 37°by いしずか 東陽町店 東陽3-27-25 03-6659-8037 買う めがね・コンタクトレンズ 補聴器
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深川 ⽊場駅周辺 15 脱⽑専⾨ワイエスサロン 東陽3-27-30 ミラフローレス302 03-6458-6908 ⽣活関連 美容脱⽑
深川 ⽊場駅周辺 16 鮨たじま 東陽町店 東陽3-28-9 ⼭屋東陽ハイツ1F 03-4362-9085 ⾷べる・飲む すし
深川 ⽊場駅周辺 17 習志野庵 東陽3-28-9 2F 03-3649-6338 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⽊場駅周辺 18 ロジウラ 東陽3-3-7 03-5606-9733 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン フランス料理
深川 ⽊場駅周辺 19 深川 いこい亭 東陽3-5-2 03-3644-9185 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 20 鄭家 池⽥屋 東陽3-5-10 東陽ビル2F 03-5683-7882 ⾷べる・飲む 韓国料理 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 21 楽酒屋 やおらぁーな 東陽3-9-2 ⼭本ビル1F 03-5606-6116 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 22 炭⽕焼⾁ 加留美亭 東陽4-1-23 03-3644-3156 ⾷べる・飲む 焼き⾁
深川 ⽊場駅周辺 23 ナオデンタルクリニック 東陽4-2-4 富⼠ビル2F 03-3649-7047 ⽣活関連 ⻭科医院
深川 ⽊場駅周辺 24 東陽町らぁ麺 ばらや 東陽4-3-1 信営ビル1階 03-6666-6787 ⾷べる・飲む ラーメン
深川 ⽊場駅周辺 25 松阪⽜⽥じま 東陽4-6-16-Ｂ1 03-6666-2129 ⾷べる・飲む 焼き⾁
深川 ⽊場駅周辺 26 天狗鮨 東陽4-6-5 03-3699-1144 ⾷べる・飲む すし
深川 ⽊場駅周辺 27 リペアショップQty 東陽町店 東陽4-10-6 03-5633-9244 ⽣活関連 靴・バッグの修理
深川 ⽊場駅周辺 28 わたや森 東陽5-14-11 03-3647-3140 買う ふとん・寝具
深川 ⽊場駅周辺 29 ⿂料理 あづま 江東区東陽5-15-9 03-3647-1938 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 30 ミュザート チョーク＆デザイン 東陽5-18-5平野ビル１F 070-2645-2328 学ぶ・習う 絵画
深川 ⽊場駅周辺 31 さくらダイニング 東陽5-2-9 03-3644-8236 買う 総菜・弁当
深川 ⽊場駅周辺 32 旬材ふかがわ 真⼀⾨ 東陽5-7-6 あさひビル1F 03-5690-3320 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 33 AYATORI 東陽5-26-5 朝倉ビル1F 03-6666-5687 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン バル・バール
深川 ⽊場駅周辺 34 25Hudson 東陽5-25-13 1F 03-6666-7045 ⾷べる・飲む フランス料理
深川 ⽊場駅周辺 35 クレメンティア 東陽5-25-15 松崎ビル1F 03-5634-3955 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン イタリア料理
深川 ⽊場駅周辺 36 cafe cour 東陽5-26-10 03-6458-6117 ⾷べる・飲む カフェ
深川 ⽊場駅周辺 37 激旨 お惣菜魂 東陽5-27-10 03-5857-5667 買う 総菜・弁当
深川 ⽊場駅周辺 38 ペットサロンWISH 東陽6-2-13 03-5683-8037 ⽣活関連 ペット美容室
深川 ⽊場駅周辺 39 The Moon 東陽6-3-2 イースト21モール1階 03-6666-0081 買う 洋服・洋品雑貨
深川 ⽊場駅周辺 40 ホテル イースト21東京 東陽6-3-3 03-5683-5683 ⾷べる・飲む, 買う, 泊まる ⾷堂・レストラン 旅館・ホテル
深川 ⽊場駅周辺 41 ASIAN DINING SUNRISE ⽊場1-5-10 深川ギャザリア プラザ棟1F 03-6666-7712 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン カレー・エスニック料理
深川 ⽊場駅周辺 42 ふか川 ⼀穂 ⽊場2-8-8-101 03-3643-2255 ⾷べる・飲む ⽇本料理
深川 ⽊場駅周辺 43 i-Self Workout for wheelchair ⽊場2-17-13 第⼆⻲井ビル3階 03-5809-9390 学ぶ・習う スポーツ・トレーニング
深川 ⽊場駅周辺 44 炭⽕焼⿃うきち ⽊場店 ⽊場2-18-12 T&A三番館 03-5875-9717 ⾷べる・飲む 居酒屋 焼き⿃
深川 ⽊場駅周辺 45 Outdoor Cafe テント ⽊場2-18-14 SeaPlace⽊場ANNEXビル7F 03-5875-9560 ⾷べる・飲む カフェ
深川 ⽊場駅周辺 46 せき本そば店 ⽊場3-6-19 03-3641-6631 ⾷べる・飲む そば・うどん
深川 ⽊場駅周辺 47 居酒屋 ⽊場くぼ ⽊場3-13-5 03-5875-8056 ⾷べる・飲む 居酒屋
深川 ⽊場駅周辺 48 魂 ⿃和 ⽊場5-2-2 ⽊場Yビル7F 03-5639-1154 ⾷べる・飲む 焼き⿃
深川 ⽊場駅周辺 49 ほけん問屋 ⽊場5-2-6 1F 03-3820-3700 ⽣活関連 その他⽣活関連サービス
深川 ⽊場駅周辺 50 栄福記 ⽊場店 ⽊場5-3-3 03-5875-9662 ⾷べる・飲む 中華料理 ラーメン
深川 ⽊場駅周辺 51 深川 pompette ⽊場5-12-3 遠藤ビル2F 070-6470-5123 ⾷べる・飲む ダイニングバー
臨海 臨海地区 1 hamm-ing pot 塩浜1-4-33-147（事務所） 090-7634-0588 買う 花・植⽊
臨海 臨海地区 2 成⽵塩浜鍼灸整⾻院 塩浜2-11-19 03-5857-4123 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
臨海 臨海地区 3 ⽩⼭湯 枝川1-6-15 03-3645-0862 ⽣活関連 銭湯



エリア 地区 # 店名 住所 TEL ⽬的(検索項⽬) ジャンル1（検索項⽬） ジャンル2（検索項⽬）

臨海 臨海地区 4 UOMASALA 枝川1-12-1 03-6458-7702 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン カレー・エスニック料理
臨海 臨海地区 5 薮そば 新⽊場1-6-1 メトロセンター内 B棟1F 03-3521-3041 ⾷べる・飲む そば・うどん 居酒屋
臨海 臨海地区 6 和⾵ダイニング 喜楽 新⽊場1-6-1 メトロセンター内 B棟2F 03-3521-3541 ⾷べる・飲む 居酒屋
臨海 臨海地区 7 ホットモバイリー ⻘海2-4-32 TIME24ビル10F東1 050-6865-5591 買う ノベルティーグッズ
臨海 臨海地区 8 さくら針灸整⾻院 ⾠⺒1-2-9-109 03-3521-7522 ⽣活関連 指圧・はり・きゅう・接⾻院
臨海 臨海地区 9 万福⾷堂 ⾠⺒店 ⾠⺒1-2-9-110 03-3522-0129 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 中華料理
臨海 臨海地区 10 カレー専⾨店 ダージリンスパイス潮⾒店 潮⾒2-7-9 03-6666-8013 ⾷べる・飲む カレー・エスニック料理 コーヒー・喫茶
臨海 臨海地区 11 HIDE COFFEE BEANS STORE 東雲1-2-1 03-3533-1010 ⾷べる・飲む コーヒー・喫茶
臨海 臨海地区 12 味な店なかちゃん 東雲1-6-27 03-3534-7601 ⾷べる・飲む 鉄板料理 もんじゃ・お好み焼き
臨海 臨海地区 13 東京の佃煮 佃宝 東雲2-2-8 03-3529-2940 買う その他加⼯⾷品
臨海 臨海地区 14 U-MAKU- 東雲2-4 東雲都橋住宅2号棟102 03-6323-1900 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 沖縄料理
臨海 臨海地区 15 リペアショップQty スーパービバホーム豊洲店 豊洲3-4-8 スーパービバホーム1階 03-3534-9244 ⽣活関連 靴・バッグの修理 その他⽣活関連サービス
臨海 臨海地区 16 武⽥塾 豊洲校 豊洲4-1-1 トヨスピア21 6F 03-4362-5151 塾 学ぶ・習う
臨海 臨海地区 17 焼⾁スタミナ苑 豊洲4-1-1トヨスピア21 3F 03-5560-0029 ⾷べる・飲む 焼き⾁
臨海 臨海地区 18 韓国⾷堂 チャン 豊洲4-2-1 03-5546-1559 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン 韓国料理
臨海 臨海地区 19 パティスリー SAKURA 豊洲4-2-2 第2三栄堂ビル 03-3531-3521 ⾷べる・飲む, 買う 洋菓⼦・パン コーヒー・喫茶
臨海 臨海地区 20 Vi Moana 豊洲4-2-3 miraie TOYOSU 5階 03-6910-1960 ⽣活関連 エステティック
臨海 臨海地区 21 縁 enishi 豊洲4-2-3 miraieTOYOSU 502 070-3337-0504 ⽣活関連 その他⽣活関連サービス
臨海 臨海地区 22 焼⾁スタミナ苑とりとん豊洲店 豊洲4-2-5 03-6204-2994 ⾷べる・飲む 焼き⾁ 韓国料理
臨海 臨海地区 23 深川壱番亭 豊洲4-2-7 1F サンベルク豊洲 03-3532-2901 ⾷べる・飲む 焼き⾁
臨海 臨海地区 24 たつみチェーン豊洲店 豊洲4-6-2 03-3531-5894 買う スーパーマーケット
臨海 臨海地区 25 KADOYA 豊洲4-6-4 080-9663-2916 ⾷べる・飲む バー
臨海 臨海地区 26 ⿂や かとう 豊洲4-7-7 03-3533-0562 買う ⽣鮮⾷品
臨海 臨海地区 27 ペル・エ・メル 豊洲5-5-1 豊洲シエルコート1F 03-3533-9588 買う 洋菓⼦・パン
臨海 臨海地区 28 モンスタービーフ豊洲店 豊洲5-5-1 豊洲シエルタワー209 03-6228-2983 ⾁カフェ＆⾁バル ⾷べる・飲む カフェ
臨海 臨海地区 29 ルージュ・ド・ポルテ・エトワール 豊洲5-6-45-2008 03-3536-8484 ⽣活関連 エステティック
臨海 臨海地区 30 ⽔辺のレストラン＆ベーカリーカフェ on the CANAL 豊洲6-2-10 キャナルプレイスTOYOSU 03-5547-4631 ⾷べる・飲む, 買う ⾷堂・レストラン 洋菓⼦・パン
臨海 臨海地区 31 つきぢ神楽寿司 豊洲場外店 豊洲6-3-12 江⼾前場下町 03-6228-2348 ⾷べる・飲む すし
臨海 臨海地区 32 東京の佃煮 佃宝 江⼾前場下町店 豊洲6-3-12 江⼾前場下町 070-1254-2940 買う その他加⼯⾷品
臨海 臨海地区 33 かみむら 豊洲6-5-1 豊洲市場⽔産仲卸売場棟4F 03-6633-0475 買う ⽣活雑貨・⽇⽤品 ⽂房具
臨海 臨海地区 34 伊藤ウロコ 豊洲6-5-1 豊洲市場⽔産仲卸売場棟4F 03-6633-0464 買う 洋服・洋品雑貨 靴・履物
臨海 臨海地区 35 ⼤⼭商店 豊洲6-5-1 豊洲市場⽔産仲卸売場棟4F 03-6633-0985 買う じゅう器・⾦物
臨海 臨海地区 36 つきぢ神楽寿司 豊洲市場店 豊洲6-6-1 管理施設棟314 03-6633-0246 ⾷べる・飲む すし
臨海 臨海地区 37 KAJA韓国語教室 有明1-2-11-608 090-7700-1626 学ぶ・習う その他教室
臨海 臨海地区 38 ほおずきや 有明3-6-11 TFT東館2階ワンザ有明ベイモール 03-5530-5620 ⾷べる・飲む ⾷堂・レストラン ⽇本料理


