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落合エリア

谷

上落合1~3丁目・中落合1~4丁目・下落合1~4丁目・西落合1~4
丁目・中井1~2丁目、
〈豊島区〉、
〈中野区（一部）〉

新宿駅東口

若松エリア

新宿駅西口・角筈

落合エリア

榎町
エリア

戸塚エリア

牛込箪笥
エリア

新宿駅東口
エリア

カテゴリー
ショッピング（買う）

スーパー・ドラッグストア・コンビニなど

サービス・ほか（使う）

四谷エリア

新宿駅西口・
角筈エリア
戸 塚

美容院・マッサージ・クリーニングなど

大久保・柏木

大久保・柏木
エリア

グルメ（食べる）

飲食店・カフェ・居酒屋など

ライフ落合南長崎駅前店

ショッピング

豊島区南長崎 4-5-20 アイテラス落合南長崎 B1F 03-3565-3261

新宿区下落合 4-21-18

03-6908-1851

新宿区中落合 3-7-4

03-3954-3771

Olympic

中落合店

スーパーみらべる 中井店

新宿区上落合 3-8-27

03-3367-5567

新宿区上落合 1-29-7

03-3360-7554

セブン - イレブン 新宿上落合 1 丁目店
セブン - イレブン 新宿上落合 3 丁目店

町
牛込箪笥

新宿区上落合 3-23-6
03-5330-6471
セブン - イレブン 新宿上落合 3 丁目山手通り店
新宿区上落合 3-5-1
03-5386-8088
セブン - イレブン 新宿下落合駅北店
新宿区下落合 1-15-15
03-3950-5088
セブン - イレブン 新宿中落合 3 丁目店
新宿区中落合 3-1-3
03-3950-0311
トモニー中井駅店
新宿区中落合 1-19-1
03-5337-6202
ヤマザキ Y ショップ中落合三又酒店
新宿区中落合 4-12-5
03-3951-5089

榎

ドラッグストア
ウエルシア 新宿目白店

新宿区下落合 3-12-28 目白ヶ丘マンション 1F

03-5988-7612

新宿区上落合 2-17-13 シエルブルー上落合 03-5338-2203

ツルハドラッグ新宿上落合店

新宿区上落合 3-8-25 FLAMP ビル 1F
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03-5338-7410

松

薬 マツモトキヨシ 中井駅前店

若

新宿区上落合 3-5-16
03-5332-7755
生活協同組合コープみらい ミニコープ落合店
新宿区中井 2-24-13
03-3953-3991
生活協同組合コープみらい ミニコープ西落合店
新宿区西落合 3-1-1
03-3954-3561
ピーコックストア 目白店
新宿区下落合 3-14-21
03-3954-0185
まいばすけっと新井薬師前駅北
新宿区西落合 2-20-6 １F
03-5988-9062
まいばすけっと下落合４丁目
新宿区下落合 4-23-13 プログレス目白 101 号室 03-5988-7992
まいばすけっと西落合２丁目
新宿区西落合 2-7-16 プルミエ１F
03-3565-5535
まいばすけっと目白駅西
新宿区下落合 3-19-2 フイユ・ドール目白１F 03-5988-7091
マルエツプチ下落合駅前店
新宿区中落合 1-1-25
03-3565-0080
マルエツプチ中落合一丁目店
新宿区中落合 1-6-13
03-5988-0585

セブン - イレブン 新宿落合駅前店

合

オーケー 下落合店

落

コンビニエンスストア

各種総合小売（スーパーマーケット）

ドラッグストアスマイル 下落合店
四
谷

新宿区下落合 4-21-19

03-5988-5360

新宿区下落合 1-15-17

03-3954-4188

新宿区中落合 1-17-9

03-3565-2560

新宿区上落合 3-10-1

03-5389-3358

どらっぐぱぱす 下落合店
薬王堂薬局

ユニバーサルドラッグ落合店

書籍・CD・DVD・文具
伊野尾書店

生花・園芸
有限会社ニュー花矢

新宿駅東口

その他

新宿駅西口・角筈
大久保・柏木

新宿区中落合 1-18-5 Arai ビル 1F

03-3951-7722

新宿区上落合 1-24-8

03-3367-0489

新宿区上落合 2-10-11

03-5330-2366

新宿区中落合 1-17-4

03-3951-9387

新宿区西落合 3-22-6

03-5988-0598

新宿区下落合 3-17-32

03-3954-1001

昭和薬品
万葉

烏梅染 しぎや

ミナクチ

眼鏡市場

西落合新青梅街道店

メガネのスエナガ

小沼畳店

03-3368-1736

新宿区中落合 1-17-5

03-3951-1776

新宿区中井 1-1-10

03-3950-2340

新宿区上落合 2-18-9

03-3362-0902

戸 塚

紀州梅干味覚庵

ＫＩＴＣＨＥＮ一汁三菜
甲州屋

03-3368-5235
手作りハム・ソーセージ工房 デリカクラシック
新宿区西落合 3-26-2
03-6915-3444
土佐屋
新宿区西落合 2-6-4
03-3953-8225
前島鮮魚店
新宿区西落合 2-10-3
03-3951-6315
新宿区上落合 2-12-1

落
合
榎
町

新宿区中落合 1-17-7

03-3953-3531

新宿区中落合 2-1-15-102

03-3951-0623

新宿区西落合 3-30-4

03-3951-7744

斉藤輪業

ヒグチサイクル
牛込箪笥

新宿区西落合 1-16-4

03-3951-1233

新宿区中落合 3-24-15

03-3951-2866

花里無線
若

雑貨・日用品・スポーツ用品・玩具

松

銀河ショップ

新宿区下落合 3-12-27

トイ・ホビーカネモ

03-3364-2113

クリーニング・クリーンサービス
第一ランドリー

新宿区上落合 2-21-12

03-3368-2623

新宿区下落合 4-26-3

03-6908-3141

ピュアホワイト 目白店

スニーカーズ

新宿区中落合 3-28-14 第 2 アビタシオン落合 1F 03-3951-2505

ビューティ ミヤギ

新宿区上落合 2-18-12 レーヌ木下 101 号室 03-3371-6738

Hair Salon D's

新宿区上落合 2-20-6 伊野尾書店ビル 201

03-3371-8217

医療・介護サービス
医療法人社団糖真会

上落合真クリニック

新宿区上落合 1-5-4 幸楽亭ビル 1F

03-3363-5820

新宿区中落合 3-25-18-105

03-3950-8600

新宿区上落合 2-25-3

03-6908-6901

新宿区西落合 1-15-12 レジデンス落合 1F

03-3954-6480

豊島区南大塚 3-43-11

03-5927-1282

豊島区南大塚 3-43-11

03-5927-1283

新宿区下落合 1-15-8

03-3954-5675

新宿区中落合 2-16-26

03-5988-7133

新宿区西落合 1-13-1

03-3951-4184

新宿区下落合 3-17-31

03-3951-4434

新宿区西落合 2-24-16

03-5996-1575

うえすぎ歯科クリニック
上落合 2 丁目薬局

くろさか歯科クリニック西落合
全国療育相談センター

全国療育相談センターけやき歯科診療所
林辺歯科医院

星野こどもクリニック
むらい歯科医院

家具・家電・家庭用品
ノーブルテレビ商会

新宿区下落合 1-1-1

サービス・ほか

自転車・自動車関係
サイクルショップいしい

03-3951-2947

高田馬場本店

理容・美容

新宿区上落合 3-13-2

おゝき屋

新宿区下落合 3-18-3

SEIWA

飲食料品関係
魚ごん

03-3950-7087

新宿区下落合 4-25-19

衣服・靴・身の回り品
Arai

03-3361-6262

新宿区上落合 2-20-6

目白薬局

ヤマグチ薬局哲学堂店
その他
栄湯

03-6908-0104

新宿区西落合 2-6-2

グルメ

新宿区中落合 2-1-10 カネモビル目白西 101 03-3951-8938
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03-3953-6562

新宿区中落合 1-17-3 2F

03-3952-7611

新宿区中落合 1-13-2

03-3952-2898

権八

谷

石川家

四

居酒屋・バー

長寿庵

新宿区中落合 1-13-7

新宿駅東口

そば・うどん
03-3953-3525

和食・寿司店
上落合店

新宿区上落合 2-27-6

03-5338-1671

新宿区下落合 3-18-3

03-5996-8410

寿司たつ

新宿駅西口・角筈

木曽路

カフェ・喫茶
Cafe ひととき

新宿区下落合 4-25-7 コンフォート目白 102 03-3950-3730
新宿区中落合 1-17-1 吾妻ビル 2F

03-3954-5888

新宿区中井 1-3-2

03-5330-1134

macky cafe

大久保・柏木

コーヒーショップ舘

戸 塚
落
合
榎
町
牛込箪笥
若
松
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