四

若松エリア

谷

余丁町・富久町・住吉町・河田町・若松町・戸山1~3丁目・市谷
台町

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

ココカラファイン曙橋店

ショッピング

新宿区富久町 17-2

新宿富久店

三徳河田店

03-3353-8811

03-3341-3109

新宿区戸山 2-33-2

03-3203-0021

新宿区住吉町 5-5 寿光ビル１F

03-5369-1688

新宿区住吉町 3-17 グランリドー１F

03-5361-7606

新宿区若松町 28-5

03-3204-1261

まいばすけっと曙橋駅前

まいばすけっと新宿住吉町
ライフ若松河田駅前店
コンビニエンスストア

セブン - イレブン 新宿市谷台町店

新宿区市谷台町 3-1 GLANZ M 市谷台 1F

衣服・靴・身の回り品
北川靴店

新宿区住吉町 5-7

03-3351-3847

新宿区住吉町 5-3

03-3353-7466

新宿区若松町 30-7

03-3209-9793

みどりや洋品店

03-3354-7015

新宿区若松町 22-23 辻ビル 1F

03-3203-5075

栄光堂

新宿区若松町 30-7

03-3202-3799

新宿区余丁町 14-1-1

03-6380-4977

新宿
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秀吉

松

03-5155-3484

若

飲食料品関係

新宿区若松町 32-1 プラザ小島屋 1F

コクミン国際医療センター前店

03-3351-7485

ブティック恵衣

ドラッグストア
クリエイト SD 新宿若松町店

新宿区余丁町 6-27

鍋倉服装

牛込箪笥

新宿区住吉町 6-11 B1F

生活協同組合コープみらいコープ戸山店

町

03-3352-3109

榎

新宿区河田町 3-31 B1F

三徳住吉店

合

イトーヨーカ堂食品館

落

各種総合小売（スーパーマーケット）

新宿区住吉町 9-4
03-5312-0350
ココカラファインイトーヨーカドー新宿富久店
新宿区富久町 17 番 2 号イトーヨーカドー新宿富久店 1F 03-3359-5510
ココカラファイン薬局曙橋店
新宿区住吉町 10-9 山本ビル 1F
03-6662-5740
スギドラッグ 新宿若松町店
新宿区若松町 28 番 22 号ＴＭビル 1F
03-6278-9812
どらっぐぱぱす 曙橋店
新宿区住吉町 1-16 ISE ビル
03-5366-5802
ノーブル薬舗
新宿区若松町 6-11
03-3341-8715

田島屋
四
谷

新宿区若松町 33-5

03-3209-7963

新宿区市谷台町 2-1

03-3341-7859

新宿区余丁町 10-8

03-3351-3620

豊島屋
松井

米店

Rollant

新宿区住吉町 8-27 塩谷ビル２F

医療・介護サービス
上杉歯科医院

新宿区住吉町 1-1

紫山堂薬局

新宿駅東口

自転車・自動車関係
Bicycle shop ミヤザキ
家具・家電・家庭用品

新宿駅西口・角筈

加藤電気商会

大久保・柏木

新宿区富久町 38-18

03-3351-7355

新宿区戸山 2-33-130

03-3203-6481

新宿区富久町 41-7

03-3351-6932

新宿区若松町 29-8

03-3202-4271

新宿区若松町 36-26

03-3203-8928

新宿区余丁町 6-19

03-3351-6605

（株）オカベ
中井寝具店

森川電気商会

有限会社新宿家電

リビングショップおのだ
雑貨・日用品・スポーツ用品・玩具
生活創庫タニアイ

戸 塚

新宿区余丁町 6-21 クレスト 21

リビングセンター セキノ

1F

新宿区戸山 2-33-126

03-3359-9655
03-3208-2403

書籍・CD・DVD・文具
大石書店

落

新宿区戸山 1-1-6

03-3203-1772

新宿区住吉町 6-10

03-3354-0295

メディアライン 曙橋店

合

生花・園芸
小笠原花店

03-3203-4187

新宿区住吉町 8-18 和賀ビル 1F

03-3355-4187

榎
町

フローリストセブン

公衆浴場

牛込箪笥

新宿区戸山 2-33-124

03-3208-3880

新宿区戸山 3-16-6

03-5155-3121

サービス・ほか

居酒屋・バー
喰場の心

若
松

03-3203-1997

新宿区富久町 41-7

03-3353-0902

新宿区余丁町 6-35

03-3351-2681

Hair

Arai

03-6274-8866

新宿区住吉町 5-4

03-5369-0864

力士料理 くらち

1･2F

新宿区余丁町 8-4

03-3357-7330

新宿区余丁町 7-3

03-3353-5225

力士料理 くらち 別館
和食・寿司店

新宿区戸山 2-33-103

ブロンド

新宿区住吉町 6-10 小松ビル B1F

紅とん曙橋通店

理容・美容
フィガロ理髪店

03-3357-7370

グルメ

その他

ドン・キホーテ 新宿明治通り店

弁天湯

新宿区余丁町 5-1

新宿区余丁町 13-2 フローリストセブンビル 1F 03-3353-2455

幸徳屋

03-3355-3287

その他

新宿区若松町 25-21

フローリストカノシェ

若松町店

新宿区若松町 23-10
03-3204-4310
新宿区立東戸山高齢者在宅サービスセンター
新宿区戸山 2-34-2 東戸山小学校内
03-5291-1791
鈴木歯科医院
新宿区住吉町 4-1 四谷ガーデニア 1F
03-3356-8800
富久クロス眼科
新宿区富久町 17-2 富久クロス 1F
03-3351-1131
日生訪問看護ステーション練馬 新宿営業所
新宿区河田町 7-5 T ビル 2F
03-6380-1814
日生ホームへルプサービス（介護福祉サービス）
新宿区河田町 7-5 T ビル 2F
03-6380-1812
日生ホームヘルプサービス（障害福祉サービス）
新宿区河田町 7-5 T ビル 2F
03-6380-1812
日生薬局 牛込店
新宿区若松町 6-16 レヴェーユ 1F
03-3352-2611
日生薬局 夏目坂上店
新宿区若松町 33-6
03-6205-6810
日生薬局 若松河田駅前店
新宿区河田町 11-8
03-3341-2426
抜弁天薬局
新宿区余丁町 8-16 ネオメディトピア 1F
03-5369-2533
はただ歯科医院
新宿区余丁町 5-9
03-3357-5673
三輪接骨院
新宿区住吉町 5-7 曙橋ハイム 401
03-3358-0752
薬局トモズ 女子医大前店
新宿区若松町 3 番 2 号
03-5366-5692
薬局トモズ 女子医大前 2 号店
新宿区若松町 3 番 3 号
03-5367-8623

03-3351-6649

新宿区余丁町 8-2

03-6709-9165

天ぷら 髙七

新宿区若松町 36-27

03-3202-4035

新宿区住吉町 7-1 福松ビル 2F

03-3351-4357

日本料理

中国料理
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魚亭かみや

梅香苑

03-3203-8435

四

新宿区若松町 11-3 マンション若松

天丼てんや 曙橋店

新宿区住吉町 6-6 日本自動車メータビル

谷

ハンバーガー・その他ファストフード
03-3225-6471

カフェテラス 小島屋

新宿区若松町 32-1 2F

新宿駅東口

カフェ・喫茶
03-3202-6811

新宿駅西口・角筈
大久保・柏木
戸 塚
落
合
榎
町
牛込箪笥
若
松
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