
ジャンル 店名 電話番号 所在地

喫茶・甘味処 ありおりはべりいまそかり 03-6272-8113 千代田区富士見1-5-16 たけうちビル1F

精肉卸問屋 三喜屋商店 03-3261-3670 千代田区富士見1-5-17

うなぎ料理 うなぎ 川勢(かわせい) 03-3262-5632 千代田区富士見1-7-5 富士見ヒルズ1F

飲食店 居酒屋 秋刀魚 080-3644-5993 千代田区富士見1-7-6 ニュー東和ビル

飲食店 蛮蛮 03-3230-1897 千代田区富士見1-7-9東京瓦会館1F

手打ちうどん 牧の家 03-3264-1964 千代田区富士見2-1-11トーセン富士見ビル１F

コンビニエンスストア ファミリーマート 千代田富士見二丁目 080-6436-4213 千代田区富士見2-2-6

ラーメン店 飯田橋 魂心家(こんしんや) 03-6272-9022 千代田区富士見2-2-7 鏑木ビル1F

ビル管理 合資会社 鏑木商店 03-3261-0388 千代田区富士見2-2-7

中華 三光園 03-3262-0708 千代田区富士見2-2-9

イタリアンレストラン スクニッツォ 03-3263-7567 千代田区富士見2-3-1信幸ビルB1

ビル管理 ㈲信幸商事 03-3262-6550 千代田区富士見2-3-1信幸ビル402

割烹 房州っ子 03-3261-3146 千代田区富士見2-3-3ＭＦビル1F

クリーニング 国際クリーニング富士見営業所 03-3262-5061 千代田区富士見2-3-5 佐々木ビル

食料品店・酒屋 ㈲八百武(やおたけ) 03-3261-3784 千代田区富士見2-3-5 

飲食店 定食のまる大 飯田橋西口店 03-3262-8696 千代田区富士見2-3-7 山田ビル1・2階

焼鳥 串工房 03-3237-3040 千代田区富士見2-3-10飯田ビルB1

日本そば 城内蕎麦 小いずみ 03-3261-4819 千代田区富士見2-3-10 北澤ビル1F

物産館 あおもり北彩館 03-3237-8371 千代田区富士見2-3-11 青森県会館1F

ソフトクリーム ミルクスタンド 溜屋(たまりや) 03-3262-6781 千代田区富士見2-3-14

コンビニエンスストア セブンイレブン 千代田大神宮通り店 03-5215-1565 千代田区富士見2-4-6

沖縄料理 島 03-3261-0206 千代田区富士見2-4-7島ビル1F

焼鳥 焼鳥　やむちゃん 03-5211-0775 千代田区富士見2-4-7林ビル1F

美容室 nuca 03-5275-7333 千代田区富士見2-4-9-2F

イタリアンレストラン (株)千京堂（レストラン　グラン） 03-5275-9494 千代田区富士見2-6-9雄山閣ビル1F

飲食業 手打蕎麦　金升 03-3237-6043 千代田区富士見2-7-1飯田橋プラ－ノモールAゾーン

飲食業 まめ茶和ん 090-6708-6737 千代田区富士見2-7-2飯田橋プラ－ノモールBゾーン2F

焼鳥 鳥城酒場 03-3261-2600 千代田区富士見2-7-2飯田橋プラ－ノモールCゾーン104

コンビニエンスストア ミニストップ 飯田橋駅西口店 03-3263-5578 千代田区富士見2-11-9

カレー店 カレーハウスCoCo壱番屋 JR飯田橋駅西口店 03-3556-9951 千代田区富士見2-11-10 西條ビル1階

中華 餃子の店 おけ以(おけい) 03-3261-3930 千代田区富士見2-12-16 富士見フラワーハイホーム107

串焼 みのや 03-3239-8078 千代田区富士見3-7-5池田ビル1F

居酒屋 美食処 作治 080-3607-3765 千代田区飯田橋1-6-7

寿司 鮨 膳屋(すし ぜんや) 03-3264-0628 千代田区飯田橋1-6-7 三友ビル1F

カラオケ⊃居酒屋 楽楽 03-3238-9550 千代田区飯田橋1-6-8三友ビル1F

寿司 膳屋 03-3264-0628 千代田区飯田橋1-6-8三友ビル1F

金属工芸 ㈱マスキンズ 03-3264-0061 千代田区飯田橋1-7-3 増田金属ビル2F

イタリア料理 イタリア料理 ルーチェ 03-3222-0011 千代田区飯田橋1-7-4 九段MSCビル1F

ソフトウェア開発 株式会社 エム・エスコーポレーション 03-5276-0371 千代田区飯田橋1-7-4 九段MSCビル6F

飲食店 やきとり あそび邸 090-8001-8064 千代田区飯田橋1-7-4 モリカワビル1F

寿司 時代寿司 03-3261-6550 千代田区飯田橋1-7-5

金融機関 興産信用金庫 飯田橋支店 03-3264-4031 千代田区飯田橋1-7-10

手作り料理 手作り料理　はま家 03-3261-0198 千代田区飯田橋1-9-6

薬局 清水薬局 03-3261-3554 千代田区飯田橋1-10-4

飲食業 2×3 スリーレッグ 03-3239-0704 千代田区飯田橋1-11-6 スリーレッグ

中華料理 味仙楼(みせんろう) 090-2632-5895 千代田区飯田橋1-12-6 昭和ビル1F

カレー店 TOKYO CURRY BUCCI 03-5215-7272 千代田区飯田橋1-10-1 六川ビル

飲食店 鉄板焼き・お好み焼 花子 03-6380-8024 千代田区飯田橋2-1-6鈴木ビル1F

食堂 まさみ「お食事の店」 03-3262-3062 千代田区飯田橋2-3-1

飲食業 いつき（樹） 03-3230-8413 千代田区飯田橋2-3-2三信ビル1F

日本そば 増田屋 03-3261-3489 千代田区飯田橋2-8-4

居酒屋 炭火居酒屋　すいけん 03-6261-5168 千代田区飯田橋2-8-7兼六館出版ビル1F

文具店 神田事務用品 03-3261-7809 千代田区飯田橋3-1-1

飲食業 鳥政 03-3264-4508 千代田区飯田橋3-11-30千代田街ビル

飲食店 やまじ 03-3239-3609 千代田区飯田橋3-11-30千代田街ビル

串やき 株式会社鹿鳴　（串やき処　わ） 03-6268-9454 千代田区飯田橋3-11-30千代田街ビル

富士見～飯田橋エリア



和食店 和彩かくや 03-6268-9245 千代田区飯田橋2-12-10日高ビル1F

飲食店⊃カレ－店 ＣＵＲＲＹ　＆　ＳＰＩＣＥＢＡＲ　ｶﾘ-人 03-6265-6960 千代田区飯田橋3-2-6フィルパ－ク飯田橋1F

寿司 なかや寿司 03-3264-1740 千代田区飯田橋3-7-6

日本蕎麦 卯のや 03-3264-1085 千代田区飯田橋4-1-2第二有垣ビル1F

飲食店 中華料理 楼蘭 080-3507-6010 千代田区飯田橋4-1-5 ボザル飯田橋1F

日本そば 美斗家 03-3261-7261 千代田区飯田橋4-2-4

洋菓子 慶希処AMATERRACE(けいきどころ アマテラス) 03-5357-1256 千代田区飯田橋4-2-5 フジテラス飯田橋101

不動産 ハウスホールド株式会社 03-3261-5596 千代田区飯田橋4-2-6-202

カフェ プラット木屋 03-3234-7687 千代田区飯田橋4-3-2第2ＫＩＹＡビル1F

イタリヤ料理 Sincero(シンチェーロ) 03-6268-9168 千代田区飯田橋4-3-3-1F 第11相信ビル

飲食 カウベル 03-3265-2546 千代田区飯田橋4-5-2Ｔ＆Ｓビル1F

居酒屋 近ちゃん 03-3237-8294 千代田区飯田橋4-5-4ＣＵＢＥ飯田橋ビル1F

菓子・タバコ なかむらや 03-3261-8804 千代田区飯田橋4-8-11

きしめん きしめん 03-3261-1073 千代田区飯田橋4-8-11

日本蕎麦 尾張屋 03-3264-0297 千代田区飯田橋4-9-11

花店 花、あしべ 03-3230-4687 千代田区飯田橋2-5-2　エマタナカビル１F

薬局 ﾏﾙﾏﾂ薬局本店 03-3261-7224 千代田区飯田橋2-9-5

パン店 ファリーヌ キムラヤ 03-3264-4180 千代田区飯田橋2-9-5　キムラヤビル

電機製品 (有)ハマダ無線電気商会 03-3262-1229 千代田区飯田橋3-4-3　エレガンス飯田橋1002

洋品店 越前屋洋品店 03-3261-9785 千代田区飯田橋3-1-6

理髪店 カットサロン ウシジマ 03-3262-1411 千代田区飯田橋3-3-12　石原ビル１F

薬局 ﾏﾙﾏﾂ薬局九段店 03-6808-5320 千代田区飯田橋1-5-8

スポーツ店 テスタ 03-3261-6863 千代田区飯田橋1-8-8　A,S,Kビル１F

食品店・酒 杉山商店 03-3261-4747 千代田区飯田橋4-5-13

眼鏡店 甲玉堂 03-3261-6159 千代田区飯田橋4-8-12


