
ジャンル 店名 電話番号 所在地

寿司 寿し政 03-3261-0621 千代田区九段南1-4-1

懐石料理 寿白 03-3222-0505 千代田区九段南1-4-1

観光業 千代田区観光協会 03-3556-0391 千代田区九段南1-6-17

イタリアン ラフェスタ 03-3239-3991 千代田区九段南2-2-8 松岡九段ビルB1

電機製品 （有）桔梗屋電機 03-3261-9251 千代田区九段南2-3-8

金物店 合同会社 村田屋 03-3261-9229 千代田区九段南2-3-21

書道用具 （株）平安堂 03-3262-3621 千代田区九段南2-3-25

和菓子⊃製造販売 (有)宝来屋本店 03-3261-4612 千代田区九段南2-4-15

薬局 オギムラ薬局 03-3261-0278 千代田区九段南2-4-11

海鮮料理 酒肴亭　宮 03-3230-1008 千代田区九段南2-4-10

洋風居酒屋 チムニ－ 03-3230-1587 千代田区九段南2-6-8九段南ビルB1

飲食店 はなの舞（活魚居酒屋） 03-3230-1587 千代田区九段南2-6-8-B1

飲食店 逸品坊（中華料理） 03-5212-3995 千代田区九段南2-7-1　喜哀家ﾋﾞﾙ1F

鮮魚・弁当 魚政 03-3261-0232 千代田区九段南3-2-1

中国料理 優優 03-3239-2480 千代田区九段南3-2-4アシストビルB1

飲食業 鮨　玉村 03-6261-3838 千代田区九段南3-2-11パティホ－ムズ九段南1F

中華料理 上海庭 03-5215-5659 千代田区九段南3-2-12上海庭ビル

銘酒居酒屋 うまいもんどや 03-3234-5655 千代田区九段南3-4-2ハイツ九段坂1F

輸入商品 ユ－ロピアンコネクション 03-3263-6464 千代田区九段南3-4-2ハイツ九段坂6F

鍼灸院 澤山鍼灸院 03-6326-8777 千代田区九段南3-4-3漆原ﾋﾞﾙ1階

ステ－キ らいむらいと 03-3230-2593 千代田区九段南3-4-8パディホームズ一口坂B1・1F

接骨院 雨宮整骨院 03-5213-3233 千代田区九段南3-4-17

マレーシア料理 MASAK MASAK 03-6261-4147 千代田区九段南3-5-5グレース和平1F

喫茶 三番館 03-3234-1203 千代田区九段南3-6-1

和食店 九段とり秀 03-6272-5163 千代田区九段南3-6-4錦目ﾏﾝｼｮﾝ1F

洋菓子製造業 株式会社ゴンドラ 03-3265-2761 千代田区九段南3-7-8ゴンドラビル

文具店 (有)南信堂 03-3263-3537 千代田区九段南3-7-7

缶・管工事業 (株)佐藤工業所 03-3265-6611 千代田区九段南3-8-11

カレー店 アジアンダイニング　カーン 03-3239-3656 千代田区九段南3-8-14カーサ九段坂1F

新聞販売 読売センタ－麹町 03-3262-5956 千代田区九段南3-9-1

和食店 割烹・成山 03-3261-0050 千代田区九段南3-9-2

印刷＆WEB プリンテックス(株) 03-3239-8309 千代田区九段南3-9-11

フレンチレストラン シェ　オリビエ　 03-6268-9933 千代田区九段南4-1-10-1F

和食 あい田 03-5215-6239 千代田区九段南4-1-10-1F

クリーニング 湧泉舎 03-3262-2068 千代田区九段南4-2-2

豆腐店 とうふ･杉本 03-3261-5893 千代田区九段南4-2-3

鮮魚店 魚よし 03-3261-8917 千代田区九段南4-2-4

精肉店 (株)内野商店 03-3261-2918 千代田区九段南4-2-5

酒店 (株)升本屋酒店 03-3261-4391 千代田区九段南4-2-9

化粧品店 とんぼや 03-3261-1293 千代田区九段南4-2-9

英国自動車部品 ビ－・ア－ル・ジ－ 03-3262-8223 千代田区九段南4-2-12

和食 中むら円 03-3264-5218 千代田区九段南4-2-14

そば ゑん重 03-3263-6161 千代田区九段南4-2-16嶋崎ビル

楽器店 弦楽器Tonica 03-3221-7747 千代田区九段南4-3-10片山ﾋﾞﾙ1F

飲食店 韓国料理　ジェイル 03-3511-7323 千代田区九段南4-4-7中川ビル2F

郵便局 麹町郵便局 03-3263-1911 千代田区九段南4-5-9

鰻・日本料理 阿づ満家 03-3261-0601 千代田区九段南4-5-12

薬局 池田薬局 03-3265-0051 千代田区九段南4-6-1

飲食店 グランゴジェ 03-5215-5616 千代田区九段南4-6-1九段シルバ－パレス1F

和食 魚多 03-3237-7563 千代田区九段南4-6-6飯野ビル

消防用設備 (有)千代田防災 03-3261-8948 千代田区九段南4-6-9

写真店 盛美カメラ 03-3261-0673 千代田区九段南4-6-9

食料品店 十番 03-3261-9247 千代田区九段南4-6-11

建築設計 (株)石本建築事務所 03-3262-7161 千代田区九段南4-6-12

眼鏡店 オグラ眼鏡店 03-3264-5178 千代田区九段南4-7-13

飲食業 日本橋角吉市ヶ谷店 03-3222-0417 千代田区九段南4-7-16市ヶ谷ＫＴビルB1

九段エリア



寝具店 (有)つぼや蒲團店 03-3261-9144 千代田区九段南4-7-19

不動産 日信興業㈱（センチュリー21） 03-3261-6261 千代田区九段南4-7-19

喫茶・洋菓子 (株)フランジパ－ヌ 03-3239-4856 千代田区九段南4-7-22

飲食店 おかってや 03-3261-2579 千代田区九段北1-3-11九段久保山ビル1F

飲食店 網十 03-3262-0554 千代田区九段北1-7-6

季節料理 味さと 03-3262-7280 千代田区九段北1-11-12

写真館 写真館フジ 03-6272-9559 千代田区九段北3-2-1

中華料理 萬利 03-3222-0948 千代田区九段北4-1-3-1F

せんべい (株)さかぐち 03-3265-8601 千代田区九段北4-1-5

中国料理 中国飯店 03-3288-3088 千代田区九段北4-1-7-LB1

海苔店 (株)増辰海苔店 03-3262-9875 千代田区九段北4-1-10

印刷・マーケティング 株式会社千修 03-3261-8411 千代田区九段北4-2-4

居酒屋 イチガヤキッチン　ワキータ 03-6272-8329 千代田区九段北4-2-7

寿司 勤寿司 03-3262-4776 千代田区九段北4-2-9須原屋ビル1F

飲食店 PRONTO市ヶ谷店 03-3288-6571 千代田区九段北4-2-13

とんかつ店 うちの 03-3262-7924 千代田区九段北4-2-15市ヶ谷プラザ1F

居酒屋 ぷちあん 03-3262-4608 千代田区九段北4-2-15市ヶ谷プラザ2F

ホテル・飲食 アルカディア市ヶ谷・私学会館 03-3261-9921 千代田区九段北4-2-25

建設会社 (株)ﾅｶﾉフド－建設 03-3265-4660 千代田区九段北4-2-28

フランス料理 ＢＲＡＳＳＥＲＩＥ　ＧＬＯＢＥ　ＤＵ 03-3221-6009 千代田区九段北4-3-17明君モナーク九段1F


