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酔
一

l飾

1Q?('l) 
フルーツ
一宮田 90 
再再モJv

79 

わずカべJ9仰の店内I~.スパイスの
ifiりでd晶れる.11:ガラス←プにイン

ドのスパイスを合わせたくチキン

カレー>91∞円は絶品.問 1 2時~
1 5時、 1 8時-2 1 時半 水体

92 63 ステーキハウスサ卜ウ
合0422-21-6464

三重松恨の契約農京 13杜から

芭接仕入れた安くて美味しいス

テーキ専門店 白木一J を自白
するステーキを一度ご貰時あれ!!

図 11時-21 時、無体(iE月体有}

あじあんて一ぶる
fi090-1694-5999 
ママさん白手作り料理が人完の

お店ω (目白わりの煮魚) 500円

~や、 51!1!'mの企材から選べる

(ガーリック妙め)600円なと、
家庭の晴わいを。開 17時-24

時頃、第 1 ・3火体

14 
fi0422・20・9474
おふくろ屋台のランチはでさて

からなくなるまで。 500円のi11べ

るワンコインランチ、人気白牛す

じカレーなど、おふくろ苫んの家
庭の昧に大満足のお店。

例11 時半-24時、不定休

おふくろ屋台95 
fi0422・23-7634
「より満E、より査しめる.なおか

つお胞がいっぱいJを実現したラ
ーメン 「虎麺， 1.000円が人気.

常連芭んには耳メニューもフ

悶 1 1 時半-23崎、 無体

lやコ言:

25 
。0422・22-4175

8 0'手代の BG M力、 1吊れるアメ

リカン道場のようなお店.大，1;り

で置世主主料理と盟芭なド リンク

を楽しめる.要予約でパーティ

ーコースもOK。関 1 7時30分
-25筒、無体

62 
包0422-21-4888
料理が自慢の1<:;由民伺 剖16凶迄

町宮軍なのでゆっくりとで古る事
や、横丁の中でも冬はあった力、く

買はi京しく過ごせる事も人気の
初密。図18時~翌6時‘脅<<体

田楽山

E醐
26 

fi0422・21-1460

陥丁屈指の老舗居酒屋。壁にメ

ニューが藍り巡ら吉れた2階は
壮観mおからの巷さE司(キラス1

480円、くカンガルー唐j島げ〉
自 70円など名物多数。 il;l 17時
[土日 1 6時)-~2時、無体

和風スタンド里 64 
常速さんがよく集まる、隠れ革

的な居週屋"
同18時-24時、不定休

まぐろのなかだ屋
。0422・29-0297
人気のネギ トロ持を始め、 日目

わりで海鮮舞やってます ! 季節

に応じて限定メニュ も登場

出~ll 時-23時半、 開体

16 24 
fi0422-23-5865 
自京裂のピザやパン、目白わりのデ
ザートも荒しめるスペインパル。 l
貼はスタンディンデ)(一、 2踏..テ

ーブル席、 3 陪 l孟開故的なテラス

席。「凶15時-24ü革、土日担13時

-24時、無休

モスクワ8 
。0422-23-5334

おでん居酒屋"ダシはカツオと臣

布モベースにした薄暗の閃酉風u
王迫力、らEわり極まで豊富なメニ
ュー。図ランチ月~日 11 時半~
14崎、 17時-2 4時.土日祝 1
5時-24時、 11<<休

エプロン

EE 
30 

。0422-23-1990

ゆったりとした時間が流れる大

人の空間.オーナー夫妻白酒;吾

のきいた会請を棄しみながら、ワ
インやウイスキーを味わいたいi

阿19時-24時、月体

65 
fi0422・23-2106
『肉をたべる、 火で焼く、ヤサイ在

ttべる、ワインも飲むJ をコンセ

ブドにしたワイルドなキッチンが

オー7ン'ワイルドt.<しあわせを

どうぞn間 17時-23時(土日祝
15時-23崎)、加体

ニワトリ

18 
官0422-20-6151

ロ ズマリーで幌いたチキンの香り
:軍う店では.お客さんifが~しそう
に;主主，， 15時~は立ち世みスタイ
ルに怠るので完置にー拝」吋 11 時

半-24時(企土-25 時) 、無休

ポヨ (POLLO)ハモニカキッチン
fi0422・20・5950
八モニカ慣丁の老舗であるキッ
チン&BAR"赤い石田と提灯が
目印nアジアの雰囲気の店内で、
中国酒と各極中華メニューをと

湛舵あれ!悶 1 5時- 24時、 土

日祝 12問-24時、情休

27 

EE 
50 

包0422-22-3842
昼はラーメンやセットメニュー、

夜i孟つけ麺や焼さそば、多数の
お酒がましめる居酒屋にω~IJ 1ii

以来聖わらぬ昧が健在何回11 時
半-17時 18時半-24時、水体

珍来亭

i翻
37 

fi0422・20-5950
仕事帰りに是非立ち寄りたい
店@煮込みや郎パラ、 レノ℃ーはど

の焼芭物も充実 I 特別メニュ

にも，主 目。口調 16時-23時(土日

況は 15時-23時)‘保体

てっちゃんあんちゃん
。0422-20・6838

朝さばいた新鮮な事材が自慢の
や吉とん居酒屋. (やさとん)1 本
1 62円白ほか、ハムカツや鵡唐
j屈げ、刺身芯ど居酒屋メニュー

も盟百。閉16時-23時半、
月体(祝日は翠火体)

32 やきとん酒場

19 
官03-3396-3511

店内でとった自京割町出 ;t と、

茄でたての宝めんが、人気の副

訣チェーン店といえども、 オリ

ジナルのメこューも展開.
開24時間営業、情体

富士そば29 
含0422-23-1990

天芯から自W怠)'(;力、入るゆった

りした空I~lのおしゃれな紅茶専

門店。自由わりのケーキ・サンド
ウイツチも紅茶とと一緒lζ，

削 12時-17時単、月休

53 

合0422-22-2227

モテモチの自京製生婚と、 20時

間も!í:込んだミートソースは、
一度宜べたらやみつきに.悶 1 1
時-23時日L 0 22時、火体

ゆであげ生パスタ専門店
スパ吉

量副
35 

。0422-23-3588

パクヲ ーサラダやフ ;t-!'よど木

山町時均明日ってます..~ì地に行か

なくても茸軽1;::ヴェトナムの昧を

慣丁で l凶17時-23時、 1m体

ヴ、エ卜ナムくん66 

圃a
22 31 

台0422-23-6861

週日わり定食やリンゴ牛ハンパー
ゲのランチ、置煩盟店主ょ世界のビー

jしを堪院で古るお店。直売I!<軍の艦

置膏材も販売中。閥モ 三ング8崎
- 10時ランチ11 時30分-15時 ・

15時-24崎、鰍休

ミュンヘン

23 トラッ トリアピアッ卜フレスコ
fi0422-23-3585 
気虹匙本柑イタリアン凶担地から仕

入れる新鮮な曲介l~日本Uめ. 季加

の野軍もたっぷり買いで食事が~

しめる;1<ち置いた雰囲宜む :11副 11

時半-15時、 18時-22時.水休

34 

jレ・プティ・レストランキヨ
。0422・27-5536
ワインとおつまみをそるえた

気軽に寄れる小さむしストラン

間 12時-L_Q 14時半 1 日時~

L.023町、不定休

55 42 
含0422・21-2056
ボリューム由ある揖凪とIUln<
哩lK.噴~)Iよ常時401匝t軒以上

t.回.'IA't"来事:!<性も事い
坦'"t'，)lS?と主主萄，τ#τ.J..

刷 18ij~-.端体

45 
t�j 
一番電

57(f� BAR BANANA 

:'"=-. 58G吉祥寺北口駅前
6:S~ g]Q ロトJ\ウス(lF)

ι 串めf1j ミンク&ファー
80 (I~ 一 角
\モタ_ IV.:l'-' 
ガレージ おたからや

81 ⑤ 吉祥寺店 .‘ 
上海焼き小筒包 司旬 、正

J !も F;

串.com

田問客!園

田岡

10 
合0422-21 ・3066
オープンで入りやすい雰阻瓦が自

世のお奇司屋さん.置の行も充実凶
栴丁で杯やりながら、宣伝におい

しいお汚司をつまみませんかラ由1
17崎 -23時{土日祝15時-23
時)ランチ 11 時30分-14時(用~

孟)

片口

60 ばっかす
包なし

治時 30!l以上のグラスワイン

を 500円~恋しめる。ワインに
合わせたおつまみも充実してい

ます"附18時-24時(企・土 祝
前日 18時-26時) 、 航体

70 

45 36 
。0422・20-6811
シメイやヒューガルデンえよど、世界

のビーJレが味わえるお店ム吋 11 時
半-24時、官官休

アヒj レ吉祥寺ダイヤ街店
。0422-27-6840
新鮮なネタと国産米が魅力の人
完の回転結チェーン店a女性 1

人でも入りやすい明るく開放的

な店内で 多杉立江戸前Eりは

1 皿 110円-開 11 時-22時
半期正体

4 海鮮三崎港BAR Small Ught 86 
i/iiはミン ト ジュ レッ 7. 1;[はトロ

ピカルカクテル。 献はウイスキ
ーω冬1:ホットカクテル円

洋酒専門店。全席限煙OK.. 
IEl 18時 ......... i"1:.夜、水町定体

立ち呑み13 
。0422-21 ・9558

いつも阪やかな店内は、初めて

のお客さんでも打ち解けられる、
アットホームな雰囲気.個性的

なマスター目当ての方も多いと

か ~同 17時~翌5時頃、情休

万両

居酒屋花ちゃん 85 
官090・4437-0377
店主花形さん力、作品人気メ二ユ

は抵もつ煮込み、豚キャベツ

500円。析しいお客さんが来る

と全員で乾杯 f ワキアイアイ~し

い居酒屋です ' C~月~土 19時 t
-24時、日祭日 1 7 時-24 I 
時、無休 l 

発行新仲見世商店会吉祥寺北口駅前中央会 情報は2018年3月31 日現在のものです。祥和会物販部吉祥寺祥和会朝日通り商店会
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リサイクルショップたんす屋
吉祥寺店

t-deux 

岱0422・23・5291

きものライフがより車しく、身近

になるお店内丸洗い消艮抗菌
が施された着物や帯の販売の
ほか、買取も実施。新品の取担

もアリ.国 10時-20時、鮪休

合0422・23・1992

197日年に生まれた吉祥寺ブラ

ンド「タイガママ』の新店舗。天
然素材の洋服と、目置きやすいおし

ゃれな靴、布を使ったオリジナル

のアヲセサリーも人気 1 圃 10時
-13時・ 14時-19時、情体

眼鏡市場吉祥寺店
。0422・29・7058

どん主レンズもどん拡フレームも

眼観式(週近両用)1 8.900円。
近視週視乱視15.750円。しか
も追加料金なし。高い技師で価
値ある眼鏡を車速25分で提供。

圃 11 時-20時、隔休(元E休)

alook(アルク)吉祥寺本店 瞳 40
。0422-29-0188

着替える眼鏡「アルク」は、毎月

150橿頬の新作と追加料金なし

の3プライス(5.250円、 8.4口口

円、 12.600円 )1 しかも量速25

分仕上がりで気軽に選べますP

圃 11 時-20時、面体(元E休)

AVANTI(アパンティ) 薗 41

合

Octobre 

。0422-22-6172

吉祥寺で置も古い老舗のジーン

ズショップ。晶揃えも自慣で探し

ていたジ ンズがきっと見つか
るはず \54周年を記念して半額

コーナ もあり、亜チエンク l
凶 11 時-20時、情体

_~ 49 
tì0422・22-6569

生活が今よりちょっと楽しく立り

そうな、ご主人が選ぷセンス由
良い雑貨が目白押し』什器やデ

ィスプレイも、お手本にで吉そう

なので、是非チェックしてみて l
圃 11 時-19時、不定休

WESTERN(ウエスタン) 魁 52

ミンク&フアー

官0422・22・6172

ファン必見!! SAINT JAMESや

HOLLγWOOD RANCH MARK訂

の商品在豊富に取り揃えたお
店。 Lee専門店回定のジーンズ

もあり。 54周年のセーJレも実施
中。。閣11 時-20時、情体

融 67
。0422・21・7101

E挫のケープなどファーデザイ

ナーのオナーが惚れ込んだ商

品がずらりと並，l'エスニッウな
雰囲気のお店akids白衣料品も
多量生あり。毛皮のリフォーム相
肢も!圃 11 時-20時、無休

モルガン宝飾 薗 90
合0422-22-8769

創轟から64年白老舗固工房オリ

ジナル手造りジュエリ が自慢。
確かな腕で工房にて修理ー加工
もしてくれる。リフォームの相蹴

も無料なのでお気軽に。
閣 10時半-19時半、無休

ZEN 98 

日輔
50S 

四哩璽園園

田園風
Fascination 

。0422・27.・6410

切れたネックレス 』唖れた指輪、

その他企プラチナなどと不亜

なジュエリ を高価現金買取。

見摘もりは無料， 1 個-OKなの

で気軽に寄ってみては。
国 10時-20時、不定休

5 
含0422・22・8016

レディースインポートのセレクト

ショッブ。オナ自らカ'NY、ミ

ラノ、 11リなどで買い付けたファ
ッションが並，J、一点ものが多い

ので、毘に入ったら即ゲツト l
圃 11 時-19時、情体

7 
合0422・22-4034
毎日が楽しくなるようなアイテ

ムが腎揃いの大人の掴れ家ショ

ッ7.圏内外でセレク卜された洋
服やパツゲ雑貨は力ラフルで

個性的。アヲセサリ 顕も見逃
せない。圃11 時-20時(目曙 19

時)、水体

ハモターガレージ ・ 80

Gずも在主定不定体
RAJlMONJCA. MOTOIK:'n:LIt 

9 
岱0422引・3668

店内は大人のさりげないおしゃ

れを演出する力ジュアルアイテ
ムがいっぱいりアクセサリー小物
も充実しており、トータルでコー

ディネイトが楽しめるη

厨 10時半-20時、不定休

11 
含0422引-4550

「流行にとらわれず普段着こそ

おしゃれに着こなしたい」という
方にピッタ')なお店 l ゆったりと

した自由なフォルムの中に、吉り

げない力ッコ良さが垣間見れる。
圃 11 時-19時半、無休

12 
。0422・20-6687

ナチュラルな雰囲置が人質のブ
ーケは、 368円~とちょっとした

贈り物や、お返しにピッヲリ。初

心者から楽しめる、フラワ アレ
ンジメントのレッスンもあり.

圃10時半-19時半、無体

吉祥寺北口駅前口卜J\ウス 幽 58
。03・3461・2767

吉祥寺駅近で、店内に入ってゆっ

くりと購入できる宝くじ売場。畳

高賞金6傭円の日IG取飯店。
圃 10時-18時半・土日祝10時

-18時、情休

ii�' 46 1 TUCショップ吉祥寺 国105 1 小ざさ
官0422-22-6491

下駄ー雪駄 ・草履の品加え豊富

な老舗の置物店.店内にずらり
と並，l、履物の般にはびっくり l お

手持ちの下駄目修理も可O子
供用町下駄も人気商品。

園10時-1 日時45分、木体

寺弘Ê (Q)

含0422-22-6642

圃 12時-23時

臨 44 1 乙しの

データそのまま即日暗理可能

です。博理完了後lこ安心なモパ
イル保険に加入する事ができま

す。

圃 10時-20時(畢終受付 1
9時半)

.74 I ギャラリー闇 106 1 いせ桜
含0422-21-1490

店主がこだわるのは新鮮さ。鮮度

抜群の花It，日持ちが良いと多く
の固定客から支持される。武班野

市商店主連合会による「まちでキ

ラキラ陣くお店 (MuSHOP)J 認
定店。凶10時-19時、不定休

行owersalon ALLEY 1 04 
含090・3131・0430

フラワ ショッブはやしの肺掠店

で、主にフラワーアレンジしッスン

を開講しています。レンタルルー

ムとしても利用できます。

圃 10時-18時、不定休

まるかんのお店吉祥寺北口駅前店闇 87
。0422・23・3373

畏者番付の常連、斉藤人目健

庫童品・化粧品のお店。力ナダや
アメリカの人気サブリもあり。藁

しく健康になりたい人はご相践

を。店主も健康そのもの。
園 12時-20時、火体

幽 88
官090・9961 ・3444

悩んだときに立ち寄りたい横丁目

占い処。経願望かな占い師が、手
相四柱推命タロット占いで総

合的に鑑定してくれる。圃 13時~
20時(手相四柱推命) ・ 20時~
23時(タロット占い)、不定休

15 
。0422・22-0381

横丁目空き地を利用した、誰でも

出店できる約2坪のスペース.A

産物の産直販売やギャラリ など
活用方法は自在.期間は 1 週間~
4週間。お問い合わせは「武蔵野

市開尭公社Jへ唱

官0422・28-7645

接客の丁寧さ、販売台数の多さ
に定評のある携帯電話販売店。

土日には必ずと言っていいほど

キャンベーン在行っているので、

要チェック l 困 10時-20時(土

日祝は10時半-)、無体

。0422・21 ・8019

アトリエワン+東京工葉大字螺

本研究室デザイン。わずか3坪
ほどの真黒な極小空間で、名前
もそのものズパリ「ギャラリー

閣JI 圃昼示による、情休

智之の⑤
含0422-22-6767

ベコちゃんがトレードマーヲの
おなじみのお店。大人置のミル

ι..- キクリムロルは、，l、わふ
,- I Þの白いスポンジlこ、ミルキー風

ー--- 昧の口ど吋よいヲリームがたつ
ぷり。圃 10時-21 時半、情体

tì0422・22・3986

鼎聴で風昧豊かに炊いた北海

道のあず吉が尻尾町先までぎっ

しり l まわりはパU ッサヲッ、中は
もっちり。程好い甘さで1 個ベロ

ツといけちゃいます。圃 11 時~
※たい草子が終り次第終了

官0422・22-4829

毎日掲げられる種類豊富な35

-40晶の鞭り物は、そのまま十

分おかずになりそうなポリュ
ム。一番人毘の「玉ねぎ天J は、

シャりシャリした量感も魅力。

園9時-19時半、木定休

官0422・22-6932

幽 56 酒処はんなり 圃 73
合0422・22・2788

その日に仕入れた新鮮なものを

と提供l旬なお曲を貴べて健置

な体を作ってほしいという店員
さんの願いと元覧な声が通りに

ーきわたる活気溢れる鮮魚店。
圃 10時-19時、水休

. 68 
。0422・21-3554

路lこ香ばしいかおりが理う岨蒲
焼専門店。毎日こだわりの国産活

鰻をイ士入れ、店内でさばき、帯し
て舵吉上げた新鮮;甫舵は粧品"
園 11 時-17時半、不定休

L_ 94 
一宮0422・27.・6980
横浜に本店を持ったい続き専門

店。北海道産小豆町甘さ控えめ

な舶や、和栗で作る〈くりこあん

〉も看桓商品固卵を通常の 2倍

使ったふんわり直も人気の秘

密。圃 10時-21 時、無休

龍2

瞳 69 1 おでん処いろは
岱0422・22・7230

昭和26年から宜わらない昧を
守り続ける老舗和菓子店。数量

限定の羊かんを求めて早朝から
行列が.古らっとした口ど付の良

い飽が魅力の『置中』も絶品。
園 10時-19時半、火体

回 75 1 なよ乃IJI町 in
T司' 雷0422・22-4535
ー一 羊翼置中町専門店。店の前は

いつも行列。大人気回 1 個80円

の r酒まんじゅう』はあっという
聞に完売 l 自慢の舶は豆の昧が
しっかりしていて大評判。
1!!J 13時-17時、月火水のみ営輩

血 76 1 J\モター酒場

。0422司29-7458

昭和レトロな屋台風居酒屋内

1 階はオーブン草カウンタ 15 
席、 Z階はテーブル席で 18名ま
で貸切もOK! 圃 17時-23時半
(土日祝15時-)、不定休

幽 77
名物店畏ザツキ がいるお店。
37才車京出身のイケメン店畏

に会えば会話も棄しく弾むは
ずl

間 19時~、不定休

園 78
オーナーの地元である畏崎料理
が味わえるお店。くじら料理や、

ちゃんぽん、皿うどん専が大人

気。お酒も九州の焼酎を中心に

取り揃えている。

閣 18時~翌2時頃、無体

幽 82
「塚田かまぼこ店」のおでん圏在

使ったおでん店。自慢は鰹師、昆

布、 M8官などの合わせずシで作
る閣東風つゆ。 2階に隅札軍的

テブル席あり。閣 17時-24
時、奇数週町水体

協 83
日曹わりでスタッフが変わるお

店だから寄目行っても飽きない

のが魅力 1 オーブンウェア抵の

で、いちげんさんも気軽に立ち
寄れる。圃19時~、不定体

置 89
岱0422・22-4147

古い歴史を持つ老舗の和車子

屋。お米にこだbった出来立て
のお赤飯、和菓子の蚊々は安く

て美障しいと評判で常連吉んも
多い。新メニュ rいせ桜だんご』

も大人気!岡 10-19時、火体

awy霊会主主l
組A昆JoIO"" I;AIIIG時...CTCUI

,t.., 81 漬け物BAR4328(清水屋.) , 93 
宮0422-57-8558

本場上海でも大人気の焼吉小

幅包専門店.こんがり焼けたも
ちもちの直を、一口かじれば、
熱々のスープがじゅわ~っ。コラ
ゲンたっぷりのへルシ 点心
は絶品 l 園11 時-20時、水休

(包レ祝日白唱合は宮難)

睡 L~ 84 
。0422・22・7621

旬の野菜の冒昧をたっぷり引き

出したぬヵ、置けは、病みつきに

なるおいしさ固新鮮なぬかと塩
分のみで作られ、後味さわやか固

と飯が進む己と請け合い l

国 11 時半-19時、不定休

Full Moon 

吉梓寺老舗の置物屋「清水屋J2

号店z階にオーブンした旬の置
物とお酒が楽しめるパー固清水

店畏の気さくな人柄、他人同士

が自然に仲良くなる和み空間 l

1!!l 21 時~、不定休

L 97 
岱090・8847・1697

常連さんで阪わうパーロアラジン

の姉峠店で、己ちらもオ ナ
手作りの店内。椴々なフレーパ

ーの水たばことお酒でいつもと

遭う時聞を過ごしてみてはつ
国 19時~翌Z時、月休

6 1 ALADDIN(アラジン) L101 
。0422-22-7130

塩鮭と干物などが並，l'昭和22
年宣J 業白老舗専門店。目利きの

E主人白人柄もあってか、主主Uみ

客も多敗。料理人はもちろん、著

名人からも絶大怠支持を誇る。

圏9時半-19時、不定休

悟 33 I ハモ肉
岱0422・22-0529

業務用青果物の卸問屋。飲貴店

やホテル立どへ高品置の野菜や
果物を卸売。相・洋・中、取扱い

商品は豊富.特lこ和の野菜はか

なりの充実，J'り。圃 1 時-13時、
日祝体

i _ 99 I 工イヒレ
岱0422引・9415

おいしいコッペパン、期げパンを

ご用意しております。「焼きたて」

「掲げたてJr作りたてJが当店の

こだわりです。ぜひ 1 度お百し上

がり下古い。

圃 8時-20時、衛体

。090・8847・1697

オーナー手作りの異空間11-.

20種類以上回フレーパーが揃
う水たばこ800円と豊富なカク

テルでゆったりとした時聞を 1
園 19時~翌3時、無休

盤 71
A4黒毛和牛とこだわりのホル

モンを 1 枚から。

立古貴い焼き肉でサヲッと 1 杯。
ドリンクは全て500円です。

自由 17時-24時、火体

也 51
岱0422-23-0446

新鮮な魚介頗地元の朝揮れ野草
を由った旬のメニューが革しめる固

パティ予約もo.図 17時-2

3 時半(土日祝は 15 時-23時
半)、情休

2 じ100 I フルーツ一実屋 じ 102 I BAR BANANA 魁 57
。0422・22・5055

中央口を出て正面(左側)すぐの
r安さ」が自慢の携帯ショッ7!
新商品町入荷と豊富な品鮒え
で、全キャリア対応。置い方も丁

寧に教えてくれるのでとっても

安心 l 圃 11 時-20時無体

tまなし
ハンドメイド白焼吉たてトルテイ

ヤ田メキシコスヲイJしのタコ

ス。ナチュラJレワインと畑酒と
緒にどうぞ。テイクアウトありま

す。圃17 口口 -26:00(宜更の可
能性あり)、不定体

。0422-27-2650

金沢からやってきたシューウリー
ム専門店・メーフルハウスが吉

禅寺に量増 1 出来たてのサウサ
クメープルシュー (1 個 150円)

4 は、 度貴べればクセになる藁

昧しさ』闘 10時-20時、不定体

。0422・22・6864

鮮度と昧に己だわって、旬の果

物を産地直送でそろえるお店。
契約血軍から仕入れる品物は、
生産者の碩が見えて安心、安

全。お土産や贈り物としてもり。
圃 10時-20時、木体

臨 l
ささの葉

EZ 

。0422・21 ・8999

Soulがメインで流れる日ARは

お酒を葺障しく飲むにはピッタ
リの雰囲気。フレッシュな果物を

直ったカクテルもリ ズナブル
で人置。幽19時~翌4時、無体

瞳 59
官0422・22・7676

横丁で37年のお店。「来店され

たお客噛に満足して帰っていた

だく !J をモットーに元気に営草?
気軽に入れる雰囲気も槽しい。

圃18時半-23時半、不定体

おたからや吉祥寺店 盟103 1 三千里薬品吉祥寺駅前店 _I 3 I 吉祥寺サ卜ウ i__ 91 I 立ち呑みそとまろ 国一 72 1 コパンダ 位 61
台0120・025・320

おたからや吉祥寺店ではブラン

ド品買取が大宜好評です l

お客搬の大切なおたからをしっ

かり査定させて頂きます。

圃 10 時-19時(日曜 18時)
傾体(年末年始は除く)

Z量Z玉屋彊浬S

盟覇軍
官0422・22-4008

震はもちろん、健康美容にまつ

わるアイテムが所狭しと並，l'店
内回ベテラン寮剤師と販売買が、
様々な悩みに対応.季節に合わ
せた商品も豊富に取り揃えてお

ります。圃9時-22時、情休

。0422・22・3130

オナが厳選した銘柄牛が

')ーズナブルな肉店。日替わりの
サービス品は店頭で亜チェック l

大行列の元祖丸メンチ力ツは午
前中が買い時"園日時-20時(メ
ンチは10時-)、無休(正月休有)

。なし

馬肉料理と豊富芯おつまみが味わ
える、出来たばかりの立ち呑み11.

明るい店構え肱初めての方でも入り
やすいです l閣17時~、情休

。0422・22・93∞
オブンエアな置台風居酒

屋。名物の串カツや牛モツ煮込
みが人気。好吉怠お酒とおつまみ

3晶が付< rおつかれセットJ は
1.000円.圃16時~翌2時、知体


