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駅前通り

下高井戸ヒーリングプラザ
6379-2069 整骨院・鍼灸
整骨院・鍼灸院
セブンイレブン 下高井戸北口店 3321-5205 コンビニ

天神通り
シネマ通り

5300-2201 塗装業

日成塗装
● 下高井戸 シネマ

3328-1008 映画館

てぃんからゆがふぅ

3325-7188 食品(沖縄物産）

hair salon JOW

3323-8220 美容室

hair room ＧＲＡＣＥ

6265-7575 美容室

村久不動産

3324-0561 不動産

クリーニング ONO

3325-1491 クリーニング

旬菜料理 GENKI 屋

3324-1360 飲食(居酒屋）

大澤整骨院

3327-5980 整骨院

カンジュドー薬局

3328-4193 薬局

カワセ広告社

3322-9331 看板製作

ピッツェリア トニーノ

3324-3090 飲食（イタリア料理）

● 皇庭餃子房

5329-1768 飲食（中華）

宮川 うなぎ店

3321-4095 飲食（うなぎ）

● 下高井戸整骨院

6379-3933 整骨院

吉川内科医院

3323-0661 内科医院

吉川小児科

5329-4153 小児科医院

男気焼肉旨味 下高井戸店

6304-3020 焼肉

カリフラワー

6313-6772 生花

HEIM

070-8527-8360

玉電通り

● 大和寿司・爺

喫茶・居酒屋

● 寿々木家

3323-0601 飲食(そば・うどん)

● ごっつい 下高井戸店

3328-1735 飲食（お好み焼）

● 双葉屋

3322-2121 呉服・衣料品

3321-3536 飲食(寿司･居酒屋)
3321-7304 建設業

松原土木
れんが通り

● コーヒー＆ロースター 2-3
ジュエリー・メガネ・時計・補聴器
●
カザマ
● 居酒屋 たつみ駅前店

3327-9923 喫茶・自家焙煎珈琲
3321-6442 宝飾・眼鏡・時計
3325-9640 飲食(居酒屋）

㈱クリエイティブ

4431-3488 経営コンサル

かもめ薬局 下高井戸店

3324-5100 処方箋薬局

フォルテｯシモ

6413-0054 ＩＴ・ピアノ教室

かもめ薬局 下高井戸健康館

3327-8751 医薬品・化粧品

コワーキングスペース iNVENTO

3328-0813 貸し事務所

fuie 東京シュールーム

3324-610

内田青果店

3323-4168 青果

Reverb（リヴァーブ）

5301-0377 美容室

ビューティー イン ベラミ

3322-3900 美容室

下高井戸 こたく歯科医院

6304-3188 歯科

インド料理 ミラン下高井戸店

5376-4405 飲食（カレー）

あさがおﾊﾟｰｿﾅﾙジム・整骨院

3321-0822 整骨院･ﾊﾟｰｿﾅﾙｼﾞﾑ

ボイス

5355-5220 美容室

カルディコーヒーファーム

3323-8897 食品

パオパオスポーツクラブ

5329-3090 ｽﾎﾟｰﾂ教室

クリーニング メルモ

3325-6970 クリーニング

● 肉と惣菜の堀田

3321-0589 精肉・惣菜

● 花いそ
甲州街道沿

3323-0557 生花
3321-7281 葬祭

芹澤葬祭店
● ジーロックス

3325-3311 音楽スタジオ

TRINITY DANCE CENTER
駅前市場

空気清浄機

6379-3817 ダンススクール
3322-5708 宝飾・時計・眼鏡

サクライ時計店

前田商店

3322-9566 鮮魚

フラワーバー ガーデナ

スタミナ キング

3327-2941 焼肉材料

サンライフプラン

5355-1090 不動産

コロラド

5376-6984 喫茶

桃仁堂

3321-7405 薬局（漢方）

3325-4410 果物・喫茶

鮮魚 三友

3325-1194 鮮魚

5355-0880 携帯ショップ

下高井戸 鶏唐揚専賣店

6383-3937 飲食(居酒屋）

茶のつるや

3324-4830 飲食(イタリア料理）

いづみや

5300-0311 唐揚専門店
090
お茶・のり
1203-9206
3322-5645 食品（豆腐）

● 丸シフルーツ パーラー シシド
ソフトバンク 下高井戸店
買物横丁 ● 高井戸酒房 ジパング
イル・トンド
● 一風

3328-9888 飲食(多国籍料理）

駅中

● 啓文堂書店

090-3141-9904

生花

3322-7421 書店

ミートショップ 伊藤

3324-6130 精肉・惣菜

bar 唯

6265-7337 飲食（バー）

その他

アンジュリアン

海鮮鉄火丼 三友 蓮

5329-2620 飲食（寿司）

明大前

ときまつ動物病院

陽春堂治療院

3324-0642 鍼灸マッサージ

大型店

西友下高井戸店

鳥たけ

3327-5822 飲食(居酒屋）

大型店

マツモトキヨシ

下高井戸店

5355-0231 ドラックストアー

らーめん ばんや

3323-1650 飲食(ラーメン）

大型店

ココカラファイン 下高井戸駅前店

3327-6910 ドラックストアー

大型店

ココカラファイン 松原公園通り店 3325-7578

＜＜裏面にもございます＞＞

鞄・雑貨

鞄のHAYAMA
090-3476-5286

冠婚葬祭・貸衣装

5300-8211 獣医
3322-2111 スーパー

処方箋薬局

