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飲食

Gourmet

3b

[ 喫茶 ]

3b

1b

09:30-23:00

無休

カフェザック

[ 軽食喫茶 ]

1c

09:00-22:40

無休

2b ドラマカフェ下北沢店

[ カフェ ]

2a

店内全品どれでも税込 500 円の
古着屋です。朝 10 時から深夜 1 時
過ぎまで営業しているので、お仕
事帰りにもお立寄り頂けます。
3414-9089 10:30 -23:30 無休

1b

[ 飲食業 ]

伝説のすた丼屋

(株)松屋フーズ下北沢店

[ 牛丼・定食 ]

2b

ファーストキッチン

[ ハンバーガー ]

3b

マクドナルド

[ ハンバーガー ]

駅改札より徒歩０分！下北沢最大
級の客席数１７０席（２階のみ
喫煙席）新しいメニューも続々
登場中 !!
5433-7041 6:30-25:00 無休

1b

食堂千草

[ 和食 ]

楽味

[ 和食割烹 ]

松 MATSU 下北沢

[ 和食 ]

2b

元祖寿司

[ 寿司店 ]

当チェーン店は、水産会社と特別
契約を締結しており毎朝築地の
セリ場で近海物、生物を直接仕入
ております。
3411-6766 11:30-22:15 無休

3b

3b

かつ良

[ とんかつ・ステーキ ]

3412-5990

重厚で落ち着く店内、季節の生花
がお出迎え。鹿児島・山形の黒豚
を使ったとんかつは絶品。大小
宴会も承ります。
11:30-15/17-21:30
月※祝の場合翌日

くいしんぼ

[ ステーキ・ハンバーグ ]

2c

11:30-23:30

海鮮もんじゃ・よしだ

2b

1b

ＨＩＲＯＫＩ

[ お好み焼 ]

HIROKI は産地直送の食材で、
『新鮮
で美味しく健康食品で有る事』を
モットーにと心がけてオリジナルの
ソースとメニューです。
3412-3908 12:00-LO21:30 正月

つ串亭

[ 洋食 ]

[ お食事とお酒 ]

ケンタッキーフライドチキン

[ ドーナツ ]

[ フライドチキン ]

1,2 階 07-22:303 階 07-16

風神

無休
[ 和食 ]

毎月変わる料理を食べに来て
下さい。大人の集まる静かなお店
です。お酒が飲めなくても、また
少人数の祝い事にも最適！！
3487-3003 12-14/ 月木 17:30-24/ 金土 17-25/ 日 月

魚菜

[ 和食 ]

3795-0577

2a

16:00-23:30

無休

3a

野田岩

2a

[ 和食うなぎ ]

天下寿司

[ 回転寿司 ]

一皿 120 円均一。
おいしいお寿司をお安く提供して
おります。お気軽にお越し下さい。
3414-3240

2c

平日 11-23 日祝 -22:00

遊楽亭

無休
[ 焼肉 ]

A5 ランクの和牛焼肉をお出しして
います。一品料理や鍋を始め、本場
韓国の料理をお楽しみください。
5481-1551

2b

17:00-24:00

月曜日

丸喜市場

[ 焼肉 ]

入場料 ￥800 小学生以下無料。
リーズナブルな料金設定です。
おすすめメニューはまめにご来店
の上、チェックして下さい。
3412-8989 17-24 土日祝 16-24 無休

3a

だいこんまん

1b

ぶ−ふ−う−

居酒屋

宿場

[ 居酒屋 ]

新鮮な魚を中心としたお料理はどれ
も安くておいしく、ボリューム
たっぷり。若者から大人まで幅広い
ニーズにお応え出来るお店です。
3419-6379 17:00-02:00 無休

2b

えん屋

[ 居酒屋 ]

季折々の旬の素材を集め、味に
こだわった豊富なメニューで皆様
をお迎えいたします。

3419-1178

1a

17:00-05:00

1a

[ 居酒屋 ]

駅からも近く、店の入口の野菜の
ディスプレイが目印。旬の素材を
使った料理と地酒も多数用意して
います。
3413-0452 17:00-24:00 無休

2b

下北沢カドヤ

[ 串揚げ ]

5779-6488

2a

炭火焼鳥

[ 焼き鳥 ]

西田屋

「西田屋」は上土佐備長炭を使った
本格炭火焼鳥専門店。地鶏は宮崎
と鹿児島から航空便で直送してま
す。こだわりの素材と料理を是非。
6450-9909 17:00-26:00 無休

2b

すぱじろう

[ スパゲッティ ]

あっさりからこってりしたすぱは
もちろん、旨いビールとの組み合わ
せで、つまめるものから、ガッツリ
いけるものまでご用意しています。
3795-8666 11:30-24:00 無休

2a

イルカントゥッチョ

[ イタリア料理 ]

明るく楽しいイタリアン。イタリ
ア帰りのシェフが、おいしいパス
タをつくってます。イタリアワイ
ンも赤白あわせて３０種以上。
3414-0456 11:30-14:30,17:30-22:30 無休

2a

ロクサン

[ ピザ・イタリア料理 ]

小さな集りや親しい人との会食
に落ち着いた雰囲気でおいしい
ピザを…。
3419-6948

3a

2b

11:30-16:00,17:30-23:00

チャオプラヤ

水

[ タイ料理 ]

タイスキをメインにしたタイ料理
のお店。美味しい料理と個性
あふれるスタッフで、楽しい空間
と時間を演出します。
月 - 金 11:30-16,17-23 土日祝 1130-23 無休

一蘭

[ 天然とんこつラーメン ]

昭和 35 年創業、本場博多で生まれ、
「味」へのこだわりと「味わうこと」
へのこだわりを追及している天然
とんこつラーメン専門店です。
3410-8260 11:00-30:00
無休

3b

ジャックポット

[ オイスターバー ]

リーズナブルな国内産と海外産の
生ガキを常時 10-15 種類揃えて
おります。カキ以外の一品料理も
充実しています。
3412-8900 17:30-25:00 無休

3a

bar rinne

[ BAR ]

洋酒や創作料理をリーズナブルな
価格で朝まで楽しめます。居心地
の良さを重視したスタイルは下北
沢の入門編的なお店としてどうぞ。
3419-8439 20:00-29:00 無休

2a

Lani bar

[ BAR ]

地下 1 階にある穴蔵のような隠れ
家的 bar です。
24 時間営業です。
6323-3124

24h

[ 居酒屋 ]

悟飯屋

16:00-05:00

無休

かりんとう

[ 居酒屋 ]

玄米料理のある居酒屋。“おいしい”
おつまみとお酒そして玄米丼の
お店です !!
3411-2128

1a

18:00-24:00

不定休

北海道

[ 居酒屋 ]

提携農家・指定漁港と契約し、
現地で直に見極めた確かな食材を
厳選しております。北海道の小旅
行気分をお楽しみ下さいませ。
5779-7400 11:00-24:00 無休

2c

下北ぞっこん

[ 居酒屋 ]

オープンテラスの座敷席や店内の
カウンター、テーブル席で日替り
のお刺身メニューやチーズ豆腐＆
バケットなど豊富に揃えています。
5481-0016 17:00-05:00 無休

2a

こだわりぬいた秘伝のソースで食
べる人気 No１メニューのあっつ
あつの串揚げやぷるぷるの鉄板ホ
ルモンが人気の居酒屋です♪
3410-2581 17:00-24:00 無休

2b

NIJYUMARU

大人数も OK!! 全 160 席！オシャレ
で落ち着いた雰囲気☆宴会にも
大活躍♪!

無休

雷や

3424-1133

創業 200 年の歴史があるうなぎ屋
です。秘伝のタレを継ぎ足して
使って料理をワインと一緒に
召し上がり下さい。
3413-0105 17:00-20:00 水 , 土用の丑の日

皆んなでワイワイ、おしゃべりし
ながら楽しんでください。月島出
の夫婦が心をこめておもてなしを
する落ち着いたお店です。
3411-8079 17:00-23:00
水

3b

無休

[ 居酒屋 ]

1 階は立呑み 2 階は、テーブル席の
小さなお店です。飲物は 380 円で、
日本酒・焼酎などの種類も豊富で、
それらはすべて 480 円です。
6902-0751 18:00-25:00 不定休

旬の食材を使ったお料理。
いわし料理はお任せ下さい。
冷凍物は一切使っていません。

無休

[ もんじゃ・お好み焼 ]

11:00-24:00

キッチン南海

5486-7218

安くてボリューム満点！！人気
メニュー復活しました。
お気軽にご来店下さい。
3419-5588

[ 定食カフェ ]

農家の息子のお店だから、素材に
こだわり美味しく採れたものを
さらにおいしく出しています！

電話オーダー受付中（10:30-21:00）
お客様のご希望の時間にできたて
の商品をご用意いたします。

喧騒から流れ、ゆっくりくつろげ
る和食居酒屋。毎月献立を一新し、
旬の野菜、魚介などを用意して
おります。
3418-2778 18:00-26:00 水

1a

黒川食堂

おいしいドーナツを一人でも多くの
お客様に食べて頂き、多くのお客様
に喜んで頂けるよう、スタッフ一同
お客様をお待ちしております。
3411-5155 07:00-01:00 無休

新鮮な魚介類を築地で仕入れ。
四季折々の料理をご提供。店名
の通りに楽しい味を楽しんで
頂けるよう心掛けています。
3410-6577 17:00-24:00 毎週月 , 第 3 日曜

3a

[ ベーカリー ]

2a ミスタードーナツ

下北沢にある食堂。きんぴら、ひ
じき、切干大根など家庭味あふれ
るメニューでお待ちしておりま
す。
3419-0908 11:30-22:00 木

1b

ひげちょうちん

四季折々の美味しいオリジナル
和食と 18 種類の串焼を取り揃え、
若い人から大人の方まで楽しめる
自慢の店です。
3412-0082 平日 11:30-14:20 17:3024:30 日祝 17:30-24:30
無休

どんなお客様にも喜ばれる味とサー
ビス、それに清潔さ、文字通り、お
いしさ NO.1、清潔さ NO.1 のハンバー
ガーレストランを目指しております。
3487-2557 07:30-22:30 無休

1b

シェ・リュイ

変わらない味の洋食でみなさまの
おいでをお待ちしています。どう
ぞおなかいっぱい召し上がって
元気になっていって下さい。
3413-5928 11:30-20:00 木、第三水曜

定番の牛めし、豚めしカレーの
他各種定食や期間限定メニュー
やお得なセットメニューを多数
揃えております。
5486-7071 24 時間 無休

1c

[ カフェ ]

6450-8137

秘伝のたれを北イタリア産の
ホエー豚と絡め、強力な火力で
一瞬で仕上げ、新しくなった
「すた丼」をご賞味下さい。
6450-9312 11:00-03:00 無休

1a

pebble

マクドナルドの角を左に曲がって
５０ｍほどの左側にあるお店です。
健康に良い素材で心をこめて
お作りしております。
3487-4870 09:00-22:00 無休

ホームメイドケーキ、手作りマヨ
ネーズのサンドウィッチが人気で
す。二階席もご利用下さい。
3413-3991

2a

初めての人から常連さんまで昼は
カフェとして、夜はダイニングバー
として、ディナーやお酒を堪能
頂けます。
3410-7590 12:00-29:00 無休

店名は三つの部屋という意味。
重厚で落ち着いた店内はくつろぐ
のに最適。
3419-6943

[ 喫茶・カフェ ]

こだわりのコーヒー、150 円
（朝 11 時まで）。当店のケーキは
アメリカンサイズ。食べ応えが
あります。
5432-0509 09:00-22:30
無休

が楽しめるお店

3a トロワシャンブルー

イタリアントマトカフェジュニア
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鳥貴族

[ 焼き鳥 ]

焼き鳥から生ビール、焼酎など全
品 294 円です。美しい焼き鳥は国
産新鮮鶏肉を使用。
5787-6766

3a

18:00-04:00

年末年始

さかえ

[ 炭火やきとり ]

本格炭火焼鳥の専門店です。夕方
になると焼鳥のいい香りが…。
ガツキムチ、キムチ豆腐も美味し
い！ご来店お待ちしております。
3414-5366 17:30-23:00
日

2b ラ・ベルデ

[ イタリア料理 ]

ボリュームたっぷりの本格パスタ
と、店内中央の釜で焼き上げた
出来立てピッツァを是非お試し
ください !!
3419-6615 11:30-23:30 無休

2b Mexican Dining AVOCADO

5155-4181

[ メキシコ料理 ]

昼は美容と健康を意識したヘル
シーランチを、夜はキャンドルが
瞬く大人な空間でメキシコ料理を
お楽しみ下さい♪♪

ランチ 12-15 / カフェ 15-17/ 夜 17-23/ 日祝 ~22

2b 百楽門酒家

不定休

[ 中国家庭料理薬膳火鍋 ]

人気の点心や数十種の薬膳を抽出
したスープで食する火鍋が人気で
す。滋養強壮や美容にも効果があ
ります。
3418-3993 17:00-24:00 無休

2a

王さんの菜館

[ 中華料理 ]

本格的な中国「広東」「東北」料理
を 30 年来の研究と実績を重ねた
味を自慢としています。
5430-0351

2a

11:00-23:30

無休

共楽

[ ラーメン ]

下北沢チャシン麺、チャーワン
麺、とスジトロ麺とワンコイン
ラーメンシリーズも大好評
3413-8580

11:00-24:00

3b ぐらばー亭

不定休
[ バー ]

長崎出身のママが作る『長崎皿
うどん』（￥800）は絶品！！
落ち着いた店内、気さくなママ。
女性一人でも安心して飲めます。
3412-3904 19:00-04:00 日

2a

BUKU BUKU

[ スナック ]

落着いた雰囲気で、ジャズを聴き
ながら、ゆったりとした一時を
お過ごしください。女性一人でも
お気軽に。カラオケもあります。
3412-3976 18-24/ 日祝前日 -25 日

下北沢南口商店街
www.shimokitazawa.org

不定休

[ お好み焼 ]

当店特製のオリジナル太麺を使った
メニューは大好評！特にそば入りの
お好み焼は広島焼、大阪モダン焼と
焼き方が選べ、人気を集めています。
3795-0271 11:30-28 / 日 -27
無休

3414-5342

[ 居酒屋 ]

安いのでお気軽にご来店下さい。
ペット入店可
12:00-07:00

無休
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Service 3b

いろ
いろ
1a

戸倉眼科

[ 眼科 ]

お年寄りからお子様まで安心して
受診できる、親切で小回りの利く
診療所を目指しています。

ヘルフェン・てもみん [ リラクゼーションサロン ]

日頃の疲れ、身体の怠工、ストレ
ス、気になりませんか？お客様一
の疲れに合わせられるよう豊富な
メニューを用意しています。
5779-1071 12:00-22:00 不定休

2b フーレセラピー小福

[ エステ ]

和室３床のリラクゼーションスペー
ス。音・あかり・そしてフーレセラ
ピーの技術で、一時のからだのいた
わりを体感なさって下さい。
3424-6477 11:00 -21:00 火曜

1b

下北沢耳鼻科

3b

GUTS ガッツ

[ 美容室 ]

創造的なアンティーク和風空間。
流行を取り入れながら、その人に
似合うナチュラルで手入れの
しやすいヘアデザインの提案。
3414-2859 10-20 日月 -19 火 , 第 3 月

山野美容室

[ 美容室 ]

[ 美容室 ]

ネオフイリア

ネオフィリアとは新しいもの好き
という意味です。明るくて楽しい
お店。最新のスタイルをお望み
なら是非一度ご来店下さい。
5433-2266 平日 11-21 土日祝 10-20
無休

2b

H.I.S

[ 旅行会社 ]

最新の格安航空券、常時 100 種類
以上のパンフレットを取り揃えて
お客様をお待ち致しております。
是非 1 度ご来店下さい。
3418-4661 平日 11-19:30 土 -18:30 日祝 -18 木

3b

ベアーズ

[ カラオケ ]

1c

平日 , 日 12-09/ 金土祝前日 -10

カラオケ館

[ カラオケ ]

ビッグエコー

[ カラオケ ]

2 次会、パーティ、オフ会、女子会、
などのプランをご用意。全室 DAM
完備で高音質、高画質のカラオケ
が楽しめます。
5779-7900 月 - 木祝 12-29 金土祝前日 -30 無休

1b

2b

ゲームゴールデン

2c

10:00-24:00

1b

3a

[ ゲームセンター ]

1a

パチンコミナミ

[ パチンコ ]

[ 雀荘 ]

麻雀華

[ クリーニング ]

白洋舎

カットサロン英

ファミリーサロン タナカ

10:00-19:00

無休

[ 理容室 ]

南口から徒歩一分。女性のお顔剃
り ( 女性スタッフが担当 ) も致し
ます。訪問理容もしています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
3422-5559 09:00-19:30 月 , 第 2,3 火

ファブキュートヘア

[ 美容室 ]

プリエ

[ 美容室 ]

[ 外国語学校 ]

1.５才 - シニアの方まで全ての方
に対応出来る環境があります。
韓国語・中国語・独語・仏語・伊語・
西語のレッスンもございます。
5431-0144 13:00-21:00 祝日・金

ドラマ下北沢パート１店、２店、４店

パート1店

パート４店

パート２店

DORAMA 下北沢パート 1.2.4 店は、下北沢駅南
口から徒歩 2~3 分の UFO キャッチャー専門店
のゲームセンターです。
3411-7373

1a

10:00 -25:00

ラスベガス

1b

無休

0120-43-2727

無休

小田急不動産下北沢店

カレイド下北

3468-7722

[ パチンコ ]

10:00-22:55

3a

[ 不動産 ]

下北沢周辺のアパート・マンション
の物件を豊富に揃えて皆様の
お越しを心よりお待ちしておりま
す。お気軽にご来店ください。
3413-1001 10:00-18:00 日

4a

丸茂工業

[ 不動産 ]

4a

3b 株式会社

[ 不動産 ]

藤

友

4a

[ 警備会社 ]

三洋警備保障

3419-8480

創立 30 周年。地元世田谷を中心
に首都圏近郊を管轄としており
ます。警備の事なら弊社にお任
せ下さい。

3b

友和興業
[ 不動産 ]

[ 建築会社 ]

3412-1770
9:00-17:00
土日祝

3422-0984

2b 東京ノーヴィ・レパートリーシアター

2c 昭和信用金庫本店

[ 劇団 ]

1b

1a

三井住友銀行

みずほ銀行

[ 銀行 ]

[ ATM ]

[ 銀行 ]

創業昭和７年、これからも大好きな
街「下北沢」を応援します。
「ゆたかな暮らしづくり」
「
、事業繁栄」
のお手伝いを致します。
3422-6181 09:00-15:00 土日祝

７つの作品を回代わり日替わりで
上演しています。私たちの活動に
ご支援していただける方を募集
しています。
5453-4945 公演 13:00~/ 夜 19:00~

三菱東京UFJ銀行

[ 不動産 ]

井口建設

3760-5111

1a

1a マツヤ・エステート

下北沢に 40 年 不動産・住まいの
ことなら藤友へ。賃貸は下北沢を
中心にワンルームからファミリー
タイプまでお気軽にご相談下さい。
3414-5177 9:00-18:00 水

[ タイル工事 ]

[ 不動産 ]

[ 不動産 ]

地元密着型の不動産屋として、
法律事務など、幅広く無料相談に
応じます。
どうぞ、お気軽にご来店ください。
3414-5559 10:00-17:30 日祝・第 3 水

浴室はじめ、キッチン、玄関から
外壁までタイル工事の事なら信頼
できる地元の丸茂タイルへご相談
下さい。お見積無料！
3413-5726 08:00-18:00 日曜日

美貴建物

水曜日

昭和 21 年創業。
賃貸から売買まで地域密着型の営
業活動で安心スムーズなサポート
をしております。
3413-2280 09:30-19:00 水曜、第 1 火曜

第 1,3 火 , 水日

宏伸エステート

10:30-19:30

紅弥不動産

[ ATM ]

3413-0321

1b

SMBC日興證券

3b

第一生命
[ 保険会社 ]

[ 証券会社 ]

1b

駅前劇場

[ 劇場 ]

約 130 席をご用意し、駅前徒歩 10
秒という高立地条件により、1984
年年のオープン以来、多くのお客様
にお越し頂いております。
3414-0019 公演スケジュールによる

2b

南口商店街事務所

[ 事務所 ]

賑やかで楽しさいっぱいのシモキタ
南口を、丸ごと味わってください。
9:00-18:00

1c

コインランドリー佐藤
[ コインランドリー ]

050-3782-2416

5430-3511

1b

OFF・OFFシアター

[ 劇場 ]

劇場は約 70 席、駅前徒歩 10 秒の
高立地条件により、1993 年のオー
プン以来、多くのお客様にお越し
頂いております。
3424-3755 公演スケジュールによる

下北沢南口商店街
www.shimokitazawa.org

水曜日

[ ビリヤード ]

プロ選手が教える今年 52 周年を
迎える本格的ビリヤード場です。
はじめてトライする人もウマくな
りたい人もみんな来るべし。
3412-2921 10:00-25:00 無休

3a サンシャイン

[ クリーニング ]

南口にあるクリーニング屋です。
男性もの、女性ものクリーニング
承ります。
08:00~19:00

毎年 2 月の 1 ヶ月間は演
劇の街、下北沢が特に演劇
で盛り上がります。
下北沢演劇祭が開かれ、各
劇場では実力あふれる劇団
が日頃の練習の成果を存分
に発揮し、下北沢演劇祭を盛り上げてくれます。

無休

ビリヤード松山

3419-0055

2c

[ 不動産 ]

不動産に関します、ご相談は
「小田急」の信頼と組織力を駆使
しましてトータルにお答えします。
10:00-18:30

[ 不動産 ]

自転車で通える賃貸物件・ルーム
シェア・賃貸情報、お部屋探しは
当店にお任せ下さい。

[ ゲームセンター ]

パチンコ 135 台＆スロット 92 台
人気機種絶賛稼働中！！

1a

24 時間

0120-210-672

4a

2a ヘヤギメ！下北沢店

ビジネスの方、お一人様、女性
の方でも気楽に利用できます。
予約不可。

3413-4951

2b

水曜日
[ ホテル ]

アンドレ

3413-3218

下北沢で超 No.1 のゲームセン
ター。店内は広く、子供、女性、
OL、常連客で活気にあふれるお店
です。
3413-7605 10:00-24:00 無休

清潔に , 美しく , 快適に。白洋舍で
上質なクリーニングを。クリーン
リビングをご提案します。
3413-8082

[ 美容室 ]

ECC下北沢校

2b

10:00~

[ 葬儀屋 ]

信用と実績の金子総本店。いつで
も安心、２４時間 係員が対応いた
します。明朗な料金システムで
お応え致します。
0120-979-098 24 時間 年中無休

新築・ペット可・二人入居何でも
ご相談ください。若いスタッフが
明るくお出迎えします。お気軽に
お立ち寄り下さい。
5799-0700 10:00-20:00 無休

手作りの暖かい雰囲気の小さなお
店です。じっくりカウンセリング
し、自分らしさを表現出来るスタ
イルをマンツーマンで仕上げます。
3414-1788 10:30-20:00 火 , 第 3 月

無休

フリー・セット共に充実したサー
ビスをご提供★☆★ お食事のサー
ビスも 喫茶店のようなカウンター
もある雀荘なんですよ★
3419-2150 オープン〜ラスト
年中無休

4a

3a

1b 金子総本店

[ 修理・再生業 ]

靴の修理や合鍵などは当店にお任
せ下さい。

1b アシスト下北沢店

オープンして以来、リラックスで
きる空間と丁寧な技術で下北沢を
愛する皆様に支持して頂いていま
す。
3422-0631 11:00-21:00 火曜

3a

安心パチンコホール宣言！！誰も
が安心して、気軽に、気持ちよく
リフレッシュできるパチンコ店
づくりを進めています。
3414-3722 10:00-23:00 無休

2b

[ 美容室 ]

きれいになる…すると毎日が
楽しくなります。豊かになります。
そんな気持ちのいい毎日のお手伝
いをしたいと考えます。
3410-4771 平日 11-19/ 土日祝 10-18 第 2 火

南口商店街通り歩いて１分ほどの
距離です。入り口がすこしわかり
にくいのですが、スタッフ一同で
ご利用お待ちしています。
3414-9542 10:00-20:00 月 , 第 3 火

人気商品がたくさんあります。
100 円玉 5 枚で 6 回出来ます。
3412-5625

クロードモネ

2b

無休

凄腕の職人が１部屋１部屋丹念に描
き込んでるブラックライトアー
ト！！曲に合わせて踊り輝くシステ
ム照明をお楽しみください。
5430-4101 11:00-05:00 無休

1a

[ 皮膚科 ]

ミスター・ガリバー

3410-7106

木日祝

昭和 36 年に開院以来アトピー性皮
膚炎、ニキビ、敏感肌、シミ、水虫、
帯状疱疹を当院オリジナルの外用
薬も用いながら治療いたします。
3414-5488 09-12:30/15-18:30 土 -12:30 木日祝

地域最安値を貫きます♪
朝 10 時まで歌えます♪
ドリンクをお待たせしません♪

3412-7555

宇野皮膚科医院

3a

3487-3399
11:00-21:00
火曜

お買い物ついでに気楽に立ち寄れ
る気さくな雰囲気で、外の喧騒と
は違い、落ち着いた感じの心地
よい空間の美容室です。
3419-4180 10:00-19:00 火曜日

1a

月火金 10-13:30/14:30-20( 水土 -18)

[ 美容室 ]

3418-1164
月〜金 09-17
土 ~12
木日土曜午後

1b

ゆっくり患者さんからお話しを聞
きながら、ご希望に添った治療を
しています。ホワイトニングも
お任せ下さい。

3414-5118

1a

[ 歯科 ]

おかもと歯科

REMIX

[ 耳鼻科 ]

1b

3a

無休

[ 指圧・マッサージ ]

全身の施術はもちろん、頭痛、肩
こり、腰痛、むくみ、ストレス等
でお困りの方、部分施術も行って
ます。
3795-9508 13:00-25:00 無休

便利なお店

3795-3322 平日 10-12:30/14-19 土日祝 10:30-19

1a

下北沢指圧マッサージ

SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP

木

毎年 7 月第 1 週には音楽
の街、下北沢を奏でる下北
沢音楽祭が開催されます。
タウンホールやライブハウ
スでの室内演奏や、スト
リート演奏も行なわれ、下
北沢を歩けば、どこからともなく音楽に触れるこ
とのできることのできる期間です。

毎年 10 月のハロ
ウィンの時期には
シモキタハロウィ
ンが開催されます。
大人を中心に凝
りに凝った仮装し
た人々が南口商店
街を練り歩きます。
ちょっとしたイ
ベントも開催され、
昼から夜まで 1 日
中下北沢南口でお
楽しみ頂けます。

SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP

SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP

Shopping 1a

買物

[ 衣料 ]

1a

ユニクロ

10:00-20:00

年中無休

2a ステップス

5779-7705

[ 衣料カジュアル ]

3a

[ 洋服・雑貨 ]

サロン系やゆるカジ系などを中心
にカジュアルラインの他、メガネ
や帽子、靴下などの雑貨をリーズ
ナブルに提供しています。
3411-1641 11:00-21:00 不定休

2b レザータントン

[ 衣料レザーウェアー ]

3a

ファーロン

4a P・MAX

[ 古着 ]

フラッシュ

[ 古着 ]

シモキタらしさ NO.1』を目指し
アクセサリー作家の作品から、
カッコ可愛い系のアパレルを中心
とした豊富な品揃えです。
3421-4165 11:00 〜 23:00 無休

1c あんてぃか−ゆ

[ アンティーク雑貨 ]

明治から昭和初期の和食器、ガラス、
50 年程前のアメリカ、イギリスの
アクセサリーを取り揃えています。

3419-1033

12:00-19:00

水曜

2b タバサ

[ 輸入雑貨 ]

帽子や BAG を中心として、スタッ
フデザインの缶バッヂなど、
楽しいパーティーグッズも沢山ご
ざいます。
5430-1247 11:00-22:00 無休

2b 地球栽培

[ 輸入雑貨 ]

オリジナルブランドの帽子や BAG
の他に作家さんによる手作り
キャンドルやアクセサリー等個性
的な商品が多数揃っています。
5430-1245 11:00-22:00 無休

1a 高橋時計店

[ 時計・眼鏡 ]

レアウォッチ、おもしろ時計
たくさんあります。お気軽に
お立ち寄り下さい。
3414-6393

10:00-20:00

日

3a ペットスマイル下北沢店

[ ペット用品 ]

3a

11:00.-21:00

無休

2a サワダヤ

2a

[ 日用雑貨 ]

FOUR TWENTY-420 下北沢

3419-5929

[ 雑貨 ]

主に世界のお洒落なパイプ ( 喫煙
具 )、シルバーアクセ、ボディー
ピアスを中心に販売中！
10:00 〜 24:00

無休

[ スニーカー ]

Do Style アウトレット下北沢

[ 古着 ]

店内全品どれでも税込 500 円の古
着屋です。朝 10 時から深夜 1 時
過ぎまで営業しているので、
お仕事帰りにもお立寄り頂けます。
3414-9089 10:00 -25:00 無休

4a

サラダボウル

ニックンロール

3a

金のとりから

1a

ダイエーfoodium下北沢

[ 古着衣料雑貨 ]

3422-0867

3b

12:00-20:30

いろは堂下北沢店

[ インテリア・雑貨 ]

インテリア モア

3a

ミカズキモモコ

[ ファッション雑貨 ]

カラアルファ

[ 家電製品 ]

3413-8540

2a

2a

イル・ソーレ下北沢店

[ 腕時計販売・買取修理 ]

3b

2a

1b

1a

3b

3a

10-1915 土日祝 11-

ダイソー

3413-3810

常にシーズンを先取りしたアイテ
ムをたくさん取り揃えております。
10:00-20:00

無休

[ 印鑑 ]

1a

印鑑、ゴム印、表札、プレート、
スピード名刺・スタンプ、葉書・
宛名印刷承ります。ひょうたんの
「田舎ごっこ」も当店です。
3414-0677 10:30-19:00 日祝

11:00-2100

2b

無休
[ 化粧品 ]

ミネ薬局下北沢店

[ 医薬品・化粧品 ]

auショップ下北沢南口

1a

10:00-20:00

ソフトバンク

[ 携帯電話 ]

無休
[ 携帯電話 ]

新規契約、機種変更、各種変更手
続きはもちろん、iPhone 等のア
クセサリー商品も取り扱いし
ております。
6859-1100 11:00-21:00 無休

3a

アインズ＆トルペ下北沢店 [ 医薬品・化粧品 ]
5433-8311
11:00-23:00
年末年始

不定休
[ 薬局 ]

1a

クオール薬局

3419-0771

アイシティレシピ下北沢店 [ コンタクトレンズ ]

広く・明るく・綺麗な店舗で、お客
様のコンタクトライフのお手伝いを
させていただきます。
駅チカで便利！！
5779-9580 10:00-21:00 年末年始 / 休館日

[ 薬局・処方箋 ]

お医者様の処方せんによりお薬を
お作りしご説明してお渡しする
調剤中心の薬局です。

一人でも多くの患者様に信頼され、
「かかりつけ薬局」として選んで
頂けるよう、日々頑張っています。

1a

ミネドラッグ下北沢南店
5779-8253
10:00 -22:00
1/1, 日曜 , 祝日

5433-4151

[ 携帯電話 ]

白梅

11:00-20:00

1b

2010 年 8 月 11 日 OPEN、下北沢
駅南口の au ショップです。皆様の
ご来店をお待ちしております。

無休

第 3or4 日

[ 100 円ショップ ]

山椒堂

肌本来のコラーゲン、代謝サイク
ルに着目の『ＬＩＳＳＡＧＥ』
取り扱っております。

入手困難コンサートチケットあり
ます。新幹線、商品券も良く出て
います。買取もしております。
3424-8940

1b

[ 100 円ショップ ]

10 年目の下北沢 No.1 激得携帯
ショップ ! リピーターの方も多く
御来店頂いています !
5787-4475

[ ゲーム ]

[ 質屋 ]

ダイソーレシピ下北沢店

[ 携帯電話 ]

携帯いかがですか

[ レンタル店 ]

いろんなＴＶ、雑誌で紹介された
アベ質店がリニューアル致しました。
掘出し物は早い者勝ち！どなたにも
楽しんでいただけるお店です。
3414-4940 10:00-20:00 7,17,27 日

ドコモの商品やキャンペーン情報
など、さまざまな取組みをご案内
しています。
11:00-20:00

水 ( 祝除く )

アベ質店

5779-6023
10:00-21:00
無休

ドコモショップ下北沢南口店

0120-187-650

11-21/ 日祝 ~20

2b

無休

5430-5289

3414-1759
[ チケット ]

1a

[ 石油販売 ]

無休

チケットキング

[ 灯油 ]

山口燃料店

[ 模型 ]

家庭用ゲーム機・ＣＤ・トレーディ
ングカード取扱店。ゲーム在庫の
品揃えは地域一番。コナミの公認店
でもあります。
3487-4233 10:00 -25:00 無休

来年も安心して使えるように石油
ストーブの分解掃除はぜひ当店へ
ブルーフレームの芯あります。
平日 0830-19 日祝 09-18

サニー

店内には楽しい模型がぎっしり！
詳しくは HP をご覧ください。
www.hobbyshop-sunny.co.jp

3a ドラマ下北沢ゲーム・ＣＤ店

携帯電話・ブランド服・バック・
時計・アクセサリー・金、プラチナ・
金券などの買取、お待ちしており
ます。
5431-6705 月 - 木 10~22/ 金 - 日 10~24 無休

3414-5732

ホビーショップ

ＤＶＤ・ＣＤレンタル総在庫１０万
点の品揃え、廃盤になってしまった
商品なども充実しております。
映画好きな方はぜひどうぞ。
3795-0222 9:00 -26:00 無休

[ 物品販売 ]

月村燃料

[ 酒店 ]

2b ドラマ下北沢レンタル店

[ 物品販売 ]

ドラマ下北沢携帯･ブランド販売店 [ 物品販売 ]

2b

木曜

三福酒店

3413-0857

ＤＶＤ買取・販売店。洋画の名作
からお笑い・アニメまで、何でも
取扱っております。
１点からでも買い取ります。
3412-7800 10:00 -25:00 無休

さまざまなブランド腕時計（アン
ティーク、中古、新品）を多数ご
用意しております。
10:30-20:00

2b

古本専門店では昔ながらの古書か
ら最新のコミックまで、幅広い
品揃えで、総在庫は 15 万点以上。
買取のお客様も大歓迎です。
3414-0049 10:00 -25:00 無休

2a

13:00-20:00

日本名門酒会加盟店。美味しい
お酒をたくさん取り揃えており
ます。
配達可。
3414-4955 10:00-23:00 無休

[ 切花・植木 ]

ドラマ下北沢ＤＶＤ販売店

[ 駄菓子 ]

昔懐かしい駄菓子がたくさん！！
ここだけタイムスリップしたよう
で、見るだけでも楽しいお店。

2b

劇場の町ならではのボリューム満点
の花束も承ります。常時、手軽な
ギフトにおすすめのサービスブー
ケ、シンプルブーケもございます。
3414-5520 10:00-21:00 年末年始

2a

[ アイスクリーム ]

ぜんば商店

3419-2260

日曜

ドラマ下北沢古本店

サーティワンアイスクリーム

4a

[ 酒店 ]

10:00-02:00

[ コーヒー豆 ]

Have fun with our ﬂavors ！ NEW
フレーバーやキャンペーンを
ホームページでチェック！最新
情報をゲット！
3410-7804 11:00-22:00 無休

[ スーパー ]

ペニーレインしんかえん

開店４３年、地元密着、信頼のお
店です。カラーレフ球、カラー
ナツメ球、照明器具がとにかく
豊富。お気軽にお立ち寄り下さい。
3412-8123 10:30-21:00 水曜

3a

コーヒーモルディブ

1c

店番をしているのはチワワの
『つもちゃん』（♀４才）です。
ペット入店可

下北沢店ならではの２階立ての
ポップな店内！！
お洒落な街にピッタリな商品
取り揃えてます★
3424-8424 平日 11~22 土日祝 10~ 不定休

2a

2a

[ ケーキ・洋菓子 ]

当店のコーヒーは、すべて自家焙煎
です。鮮度の違いをお確かめ下さい。
すっぱいコーヒーはありません。
テイクアウトもご利用下さい。
3410-6588 10:00-21:00 正月三が日

[ からあげ ]

落合酒店

茶沢通りに面して可愛いインテリ
ア雑貨が並べてあります。
一流メーカーオーダーカーテンが
何と五割引でご提供中！！
3419-2357 10:30-20:00 無休

2a

つくしや

南口出口より徒歩３０秒！
鮮度抜群な生鮮食品、品揃え豊富
な食料品にお弁当、生活雑貨まで
揃います。1 階は 24 時間営業！
3413-4147 1F:24h/B1:09-25 無休

かわいい、オシャレな雑貨小物、
帽子、バック、ベルト、メガネが
いっぱいデス。ヒマな人も忙しい
人も寄ってみるべし。
5481-7715 11:00-20:00 1/1,2 のみ

2c

[ ニックンロール ]

ご注文を頂いてから揚げるから
揚げは国産鳥のムネ肉を使用し
てるので、食べやすくヘルシー
でたくさんの人に人気です。
3424-7566 11:00-22:00 無休

不定休
[ ファッション雑貨 ]

1b

ケーキ、クッキーなど色々と取り
揃えております。お出かけ、
お急ぎの時、記念日のケーキの
ご予約、も承っております。
3413-0533 10:00-22:00 無休

ニックンロール本店。肉巻きおに
ぎりを中心に、ジャージー牛乳も
なかアイス・タピオカドリンク・
ソフトドリンクなどを提供。
070-5579-9897 12:00-22:00 不定休

ユーロ古着とオリジナル、ハンド
メイド雑貨のお店です。

5433-3308

地域の金物屋として家庭用品、建
築用品、水道用品、突っ張りポー
ル、スペアキーなど取り扱ってい
ます。
3414-4546 10:00-21:30 水（休日翌日振替）

2a

アスビー

[ ベーカリー ]

ＴＶ、雑誌等でお馴染みのアンゼ
リカです。しもきた名物
“みそパン” と日本一のカレー
パンが看板商品のお店です。
3414-5391 10:00- 売切閉店
無休

3b

最新モデルはもちろん、下北沢ら
しいレアなアイテムも、スニーカー
からブーツ・ビジネスシューズ
まで、品揃えと価格で大好評♪
3411-6177 11:00-21:00 無休

ペットフード、ペット用品などの取
扱いと、トリミングサロンもある
「ペットスマイル下北沢店」です♪
5433-7611

[ 衣料・雑貨 ]

下北沢ならではの 1 点モノの
アイテムや今話題のトレンド
アイテムまで豊富に取り揃えており
ます。
3419-2305 11:00-20:00 無休

キモノをリメイクしたカット
ソー、ギャザースカートなど独自
に企画・製作した素敵なお洋服が
沢山あります。
5430-1456 平日 12-20:30 土日祝 1130-20 無休

3a はこ☆スタジオ

[ 衣料レザーウェアー・毛皮 ]

アンゼリカ

毛皮、皮革製品の唯一専門店。
マフラー・バッグなどの小物類など
も特価販売中です。＊毛皮の直し、
リフォームも受け賜ります。
3411-2259 11:00-19:00 木

ありそうでなかった、可愛いアイ
テムが安くてたくさんみつけられ
るお店！白で統一されたお店は、
かなり目立ちます。
5779-8233 11:00-20:00 無休

カラフルなランジェリーがいっぱ
いのかわいいお店。サイズや CUTE
なものから SEXY なものまで豊富
に揃えています☆
3795-4144 12:00-21:00 1/1

[ ジーンズ ]

ジーンズの種類は下北沢一番の
豊富さ！！メンズ、レディース
共にも小物等、個性的なファッ
ションアイテムがいっぱい
3414-4980 11:00-21:00 水曜日

4a mocha（モチャ）[ レディースファッション・子供服 ] 3a

[ ランジェリー ]

[ メンズ衣料 ]

イスズヤ

1c

2a

無休

メンズ中心のヤングカジュアル
ショップです。ボトムや小物など
たくさん揃っているセレクト
ショップです
5486-2556 11:00-21:00 1/1

店長はダイバーのインストラク
ター！！海の香りのする素敵な
お店です。小物も充実しています。
お気軽にお立ち寄りください。
3422-4779 13:00-21:00 月

2a アンディー

10:00-21:00

NEWS

ベーシック＆ストリート、カッティ
ングエッジを軸にスポーツ、ミリタ
リー、アウトドアといったカジュア
ルテイストのセレクトショップです。
3422-0020 11:00-21:00 1/1,2

1b Wooden Doll by zenmall 下北沢南口店

[ 衣料カジュアル ]

あらゆる人が良いカジュアルを
着られるようにするユニクロ
です。

スーツ・紳士服・礼服・レディース
など全てが揃う衣料専門店 AOKI。
5779-9288

[ カジュアルウエア ]

国内や海外のストリート系ブラン
ドを中心としたカジュアルウエア
とグッズを販売しているショップ
です。
3414-5889 11:00-21:00 無休

が楽しめるお店

3a AOKI 下北沢南口店

サカエヤ

SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP

月水金 08:30-19/ 火 -18/ 土 -1700 木祝

下北沢南口商店街
www.shimokitazawa.org

SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP SHIMOKITA SOUTH Entrance Shopping District MAP

