
商店街振興組合 上野毛商和会
Kaminoge district promotion association

発　　行　商店街振興組合 上野毛商和会
お問合せ　商店街事務所　電話03-3703-4161
2021年6月印刷

上野毛

KAMINOGE
上野毛タウンガイド

�������

���	��
��

����
��

����
	�

�����

�������

���	��
������
��

����
	�

�����



アートとグルメの街「上野毛」
　東京都世田谷区の南西部に位置する上野毛は、五島美術館や多摩美術大学があり、芸術
を愛する人々の集う街です。また、街の西側には多摩川が流れ、河川敷など広々とした空間が
広がっており、都内でも緑豊かで静かな環境が整っている落ち着いた住宅街です。
　お買い物やお食事は、上野毛駅を中心に集中しており、様々な商店が立ち並んでいます。
一つ一つのお店は個人店が多く、とても個性的。好みに合ったお店探しも楽しめます。上野毛
のお店をたくさん網羅したこのガイドブックを片手に、街歩きをしてみてはいかがでしょう。

五島美術館
●交通：東急大井町線（各駅停車）「上野毛（かみのげ）駅」下車徒歩5分
●住所：〒158-8510 東京都世田谷区上野毛3-9-25
●お問い合わせ：050-5541-8600（展覧会のご案内）
●お車でのご来館が必要な方以外は、公共交通機関をご利用ください。 

五島美術館

五島美術館

多摩美術大学
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MAP
Ｐ4　Ｃ-２

住　所 ： 上野毛1-25-2　　☎03-5707-3233
定休日 ： 1/1・2
営　業 ： 11：00～24：00
ＨＰ ： http://www.kg2.jp/

人気の全国チェーン店。多彩な期間限定ラーメンや独創的
なコラボ企画でお客さんを飽きさせない。秘伝のタレが決
めの定番「嵐げんこつらーめん」が一番人気。無料トッピン
グ「壺ニラ」も大人気。

らあめん花月嵐

家庭料理　居酒屋川ちゃん

DATA
住　所 ：上野毛1-26-12　　☎03-3704-7035
定休日 ：年中無休（お盆・お正月は休み）
営　業 ： 11：30～14：00　　17：00～24：00
  ランチ営業・夜10時以降入店可

あたたかい雰囲気のお店で、おいしい家庭料理をつまん
でみてはいかがですか？豊富なメニューは全て女将さん
の手作りです。お一人でも家族でも、食べに行けるお店で
す。ドンドン焼きや自家製さつま揚げがおすすめです。

MAP
Ｐ4 B-3

MAP
Ｐ4 C-3

住　所 ：上野毛1-17-6
               ☎03-6432-2076
定休日 ：無休
営　業 ： 11:00～21:00
ＨＰ ： https://kin-una.com/

世界に15～18種存在すると言われる鰻の中で、古来より
日本人が好んで食していたのが「二ホンウナギ」です。当店
では、この日本食の伝統に一貫してこだわり、二ホンウナ
ギのみを使用しています。

金のうなぎ

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ：上野毛3-1-3　　☎03-3704-8578
定休日 ：毎週月曜
営　業 ：火～金・祝前  11:00～23:00 LO22:30
  土・日・祝　  11:00～18:00 LO17:30

1978年創業のサンドウィッチの名店！　上野毛駅前の交
差点からすぐ。お好みの具材を選んで注文すると、トースト
されたパンでサンドしてくれます。具材をたっぷりはさんで
くれてボリューミー。

MAP
Ｐ4 B-3

ホルモンは、国産にこだわり提供しています。セルフ自己申
告制焼酎バー1杯300円も人気です。1品料理は全て手作
り料理でおもてなし致します。

焼酎居酒屋いなた

住　所 ： 上野毛1-13-7-B1F
               ☎03-5758-2227
定休日 ： 不定休
営　業 ： 火～土　 17：00～翌3：00（L.O.2：00）
              日・月　   17：00～23：00（L.O.22：30）
              夜12時以降入店可

MAP
Ｐ5 D-１

住　所 ： 中町3-25-19　第2ヒラソルビル1F
  ☎03-3704-9190
定休日 ： 無休
営　業 ： 11:00～24:00 
ＨＰ ： https://www.skylark.co.jp/aiya/

広々した店内、最大30名まで収容可能な座敷もある和食レ
ストラン。定食や麺類から会席膳までメニューも豊富、親子
連れはもちろん、3世代で訪れるお客さんが多いのも納得。
各種予約も可能。

藍　屋

アンクルサムズサンドウイッチ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。
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MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛1-14-10
               ☎03-3701-5198
定休日 ： 水曜
営　業 ： 11：30～14：30　17：00～20：30
ＨＰ ： https://twitter.com/kaminogekouraku

中華料理技術コンクールなどで数々の入賞を果たしてい
る実力店。一番の人気メニューは五目焼きそば。両面焼か
れた面がパリパリもちもち。アンが絡んで絶品。地域の皆
様に支えられ、出前も人気です。夜は、お酒と中華のおつま
みの晩酌セット1000円も人気。

幸楽

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛1-13-7
               ☎03-6432-3681
定休日 ： 無休
営　業 ： 11：00～23：00
HP : https://tenpo.ichibanya.co.jp/

ニコニコ・キビキビ・ハキハキをもっとうに、私たち
は、食を通じたサービスをお客様に提供しています。
上野毛店の美味しいカレーのメニューを是非味わって
下さい。

COCO壱番館 東急上野毛駅前店

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-27-9　八千代ハイツ103
  ☎03-3703-4711
定休日 ： 火曜
営　業 ： 平日　11：30～13：30　17：00～22：00
  日祝　17：00～22：00

創業42年、国産豚肉使用。100％サラダ油で、肉は銅鍋、
魚介は鉄鍋と揚げ分けるこだわりのお店です。ロースカツ
の厚さとボリュームは、他では味わえない逸品。その他一
品料理も充実しています。

陣　屋

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛3-2-14　レフィナード上野毛１F
  ☎03-3703-5392
定休日 ： 水曜
営　業 ： 17：00～翌2：00（LO1：00）

粒マスタードと白ゴマをベースにした《粒マスタードソー
ス》、エシャレットや玉ねぎを使ったさっぱり風味の《和風
ソース》、こだわりのソースとともに厳選された肉のみを使
用したボリューム満点のステーキ＆ハンバーグをご提供い
たします。

ステーキ グラム

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-27-9　八千代ハイツ
  ☎03-3704-8474
定休日 ： 月曜・火曜・水曜
営　業 ： 11：30～13：00
  （木・金・土のみ）17：00～20：00（L,O,19：00）
HP ： http://tentsuyu.com

上野毛駅から歩いて３分の所にあります。
食材の品質にもこだわり、カラッと揚がった天ぷらは逸品
です。銀座天一の味を「天露」で、味わって下さい。

上野毛　天露

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-27-13　牧田ビル1F
  ☎03-3702-1129
定休日 ： 無休（正月休み）
営　業 ： 17：00～23：00
  （L.O.焼物22：00　料理・ドリンク22：30）
  緊急事態宣言中は16：00～20：00

お洒落な雰囲気の店内で頂く焼鳥は上質で、なかなか食べ
られない珍しい部位も沢山味わえます。お酒もこだわりの
品揃えになってるので、是非味わって下さい。個室有。タク
シーの手配可。

鶏　鷹

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

テイクアウトやってます

8 9
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MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-27-2　KPビルB1F 
  ☎03-6676-5450
定休日 ： 月曜・火曜
営　業 ： ランチ　11：30～14：00　ディナー18：00～22：00
  バーコーナー18：00～24：00
HP ： https://troispetitsloups.tokyo/

フランスのビストロそのままのランチコースとブルゴー
ニュ２つ星レストラン出身のオーナーシェフ「ピエール」によ
るオーダーメードのディナーコース。そしてパリのアペロが
たのしめるカウンターバー。外国人客も多く集うビストロ＆
フレンチバーです。

Trois Petits Loups（トワ プティ ルー）

MAP
Ｐ5 D-１

住　所 ： 中町3-30-1
  ☎03-5760-1133
定休日 ： 無休
営　業 ： 11:00～23:00
HP ： http://mar-denapoli.com/smart/store/kaminoge.html

ナポリの浜辺にいるような気分を味わってほしいとの願い
を込めた店名。家族連れやグループで賑う明るいリストラン
テ。ピッツアイオーロ（ピッツァ職人）が薪釜で焼くピッツァは
本場の味。デリバリーもあり。

ピッツェリアマルデナポリ 上野毛店

MAP
Ｐ5 ②

住　所 ： 瀬田1-20-19
               ☎03-6447-9486
定休日 ： 無休
営　業 ： 11：00～15：00　17：00～23：00

本格的なオリジナルのインド料理を、日本の方に食べやす
い味に提供しております。アットホームな空間で、味にこだ
わりを持った多くのメニューと、10種類以上あるカレーや
ナンを食べてみて下さい。

プラシッダタージ

住　所 ： 上野毛1-14-8
               ☎03-3702-3037
定休日 ： 木曜
営　業 ： 11：30～15：30
  17：00～20：30

創業52年の老舗手打ち蕎麦屋。手打ちのこだわりである、
美味しさ・のど越しを堪能してほしいとのこと。それを味わう
には「天せいろ蕎麦」や「ゴマだれせいろ」がご主人のおす
すめです。丼ものも取り揃えています。

満寿多屋

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 瀬田1-20-19　
               ☎03-3709-0787
定休日 ： 不定休
営　業 ： 平日18時から26時(Lo)
  土日18時から26時(Lo)
ＨＰ ： https://ameblo.jp/terablog

ワインにこだわりのあるお店です。赤・白・ロゼ・スパークリ
ングワインと珍しいワインを豊富に取り揃えています。上
野毛では珍しく深夜までやっている、大人のムード漂うお
店です。

ワインの木テラ

MAP
Ｐ5 ②

住　所 ： 上野毛1-26-14
定休日 ： 不定休
営　業 ： 10：15～15：00　（材料無くなり次第終了）
ＨＰ ： https://latelieramafacon.com/

当店はグラスデザートの専門店です。静かな空間で注文い
ただいたデザートとお飲み物でゆったりとくつろいでいただ
けたら幸いです。季節の移ろい、旬のフルーツなどを加味し、
その時々に合わせたグラスデザートをお作りしています。

ラトリエ ア・マ・ファソン

MAP
Ｐ4 B-2
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営業時間が変更されている場合があります。 美味しい買い物 Groceries

MAP
Ｐ5 ②

住　所 ： 上野毛1-34-17　　☎03-6432-2917
定休日 ： 不定休
営　業 ： 平　日11：00～14：00　16：00～20：00
  土日祝11：00～20：00

「からあげグランプリ金賞受賞」をしている、ご注文を頂い
てから揚げるスタイルのお店です。国産若鶏100%・作り置
きなしで揚げたてにこだわっています。テイクアウト専門店
ですが、イートインスペースもあります。

鶏　笑

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛1-25-7　　☎03-6809-7736
定休日 ： 日曜
営　業 ： 月～金　11：00～19：00
  土　祝　11：00～18：00
ＨＰ ： https://twitter.com/tapir_s?lang=ja

全て手作りの、体に優しく美味しいお惣菜。お持ち帰りで
お楽しみ頂けます。パーティー料理や、お弁当などのご注
文も承っております。

テイパーズ キッチン

DATA

MAP
Ｐ4 B-4

住　所 ： 上野毛1-12-7　　☎03-3702-5340
定休日 ： 不定休
営　業 ： 10：00～18：30

創業55年を迎える老舗酒店。日本酒は国酒とこだわりを
持つ御主人。日本酒を選ぶ際は知識豊富な御主人に相談
しましょう。新たな発見があるかもしれません。地下の冷蔵
庫にも珍しい商品がありますよ。

志村酒店

DATA

MAP
Ｐ4 C-2

住　所 ： 上野毛1-17-9　　☎03-5752-2101
定休日 ： 不定休
営　業 ： 10:00～21:00
ＨＰ ： http://www.ozeki-net.co.jp/

オオゼキは良い物を地域の皆様へ提供していきます。今
日いらっしゃったお客様に明日もまた来ていただくため
に、全ての従業員が一人一人のお客様に正面から向き
合ってまいります。

オオゼキ

DATA

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-26-14　　☎03-3701-2069
定休日 ： 木曜・日曜
営　業 ： 11：00～19：00

お肉の専門店。曜日によって牛肉全品30円引きなどお得な
サービスがあります。メンチカツ・コロッケや、日替わり惣菜
の種類も豊富につくっています。毎週、金曜日に出来上がる
チャーシューは絶品です。

伊東精肉店

　世田谷区の南西部に位置する上野毛は、東京
２３区という便利な立地にも関わらず、高層ビル
などの日陰をつくる建物が少なく、とても静かな
住宅街です。普段は自宅と駅の往復ばかりとい
う方も、少し時間を見つけて散歩をしてみてはい
かがでしょう。環状８号線を除けば交通量も少
なく、比較的のんびりと歩くことが出来ます。上
野毛商店街のメインストリートには、スーパーや
専門店など、日常のお買い物に便利なお店がた
くさん！いつもは目に入らなかった面白スポット
が発見できるかもしれません。

上野毛さんぽ
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

MAP
Ｐ4 B-4

住　所 ： 上野毛2-7-17　　☎03-6411-6312
定休日 ： 日曜・火曜
営　業 ： 月・水～土　12：00～19：00
ＨＰ ： https://tetto7.jimdofree.com/

ママチャリ・お子様自転車など、何でも修理・カスタマイズ
OK！店名は本格的ですが、怖がらないで下さい。1人でも
多くの方に自転車を楽しんで頂きたいとの思いから、競技
用・街乗り用・ママチャリ・子供用まで、どんな自転車の修理・
カスタムでも承ります。

トライアスロンショップtetto

MAP
Ｐ4 C-2

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-28-7　　☎03-3703-3232
定休日 ： 火（火曜が祝日の場合、翌日水曜が休み）
営　業 ： 9：30～19：00
ＨＰ ： http://www.nissan.co.jp/

環八通り沿いにある落ち着いた雰囲気のショールーム。
メーカー問わず電気自動車の急速充電も出来ます。外国公
館などに対する消費税免除店舗に指定されています。

日産プリンス東京販売（株）

住　所 ： 上野毛1-17-11　　☎03-3702-8659
定休日 ： 日曜・祝日

1965年（昭和40年）9月1日開業、創業57周年の老舗
文房具店です。コクヨの伝票、帳簿、ジャポニカ学習帳等、
ご祝儀袋、香典袋も豊富に揃えています。

宝来堂

DATA

DATA

DATA

MAP
Ｐ4 B-2

MAP
Ｐ4 C-2

MAP
Ｐ4 A-1

住　所 ： 上野毛1-27-5　　☎03-3703-0238
定休日 ： 日曜
営　業 ： 10：00～18：00
ＨＰ ： http://shimizugofukuten.com/

清水呉服店

住　所 ： 上野毛1-22-6　　☎03-6432-3939
定休日 ： 火曜
営　業 ： 平日13：00～21：00
  祝日12：00～20：00
ＨＰ ： http://aqua-f.com/

種類豊富な珍しい熱帯魚を中心に販売をおこなってい
ます。

AQUA-F　東京店

創業７６年　一生に一度の成人式丸ごとお手伝い！
・何から準備すればよいのかわからない・お母様のお振袖
をきせられる・レンタルを希望している・格安に購入した
い・お手入れ任せて安心　どんなことでも喜んでお手伝い
をさせていただきます。お気軽にお尋ねください。只今、
成人式の晴れ着のご相談、ご予約賜って居ります。

住　所 ： 上野毛1-34-11　　☎03-3704-1261
定休日 ： 1・2・3水曜（祝祭日の場合は営業します）
営　業 ： 10：00～19：00
ＨＰ ： https://setagaya.jeep-dealer.jp/jeep/

関東最大級Jeep正規ディーラー　Jeep世田谷店です。
アットホームで明るい雰囲気のショールームで、Jeepのプ
ロフェッショナルがアドバイスさせていただきます。
ぜひ、お立ち寄りください。

ジープ世田谷



暮らしのサービス Service

DATA

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛1-14-5 ☎03-3703-2111
定休日 ： 土曜・日曜・祝日
営　業 ： 平日　09:00～15:00
  ATM稼動時間
  平日08:00～21:00
  土曜08:00～17:00
 　 日曜・祝日08:00～17:00
HP ： https://www.shinkin.co.jp/sawayaka/

中小企業並びに地域の人々をとことん金融面
で支える金融機関を目指しています。また、使
い勝手のよい、良質な金融商品・サービスを提
供しています。ご相談はお気軽にどうぞ。

さわやか信用金庫

住　所 ：上野毛1-26-1 ☎03-3702-5111
定休日 ：土曜・日曜・祝日
営　業 ： 9：00～15：00
ＨＰ ： https://www.mizuhobank.co.jp

お客様から最も信頼される存在になるために
行員一同「こころひとつに」して、金融サービ
スの提供をしていきます。「お金」に関する事
で悩んだらまずみずほ銀行上野毛支店まで
相談ください。

みずほ銀行　上野毛支店

MAP
Ｐ4 B-3

DATA
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

DATA

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ：上野毛1-26-1　　☎03-3701-5113
定休日 ：日曜
営　業 ： 10：30～19：00

普段着としてのお手頃な金額の商品を揃えています。ま
た、グンゼ・BVD(紳士・婦人)肌着、婦人衣料、ファンシー
グッズや小学校(玉川小・瀬田小・中町小)・中学校（玉川中)
の体育着も取扱っています。

（有）まえばし

MAP　Ｐ4　B-2

住　所 ：上野毛1-29-3
☎03-3701-0728
定休日：年中無休  営業： 24h
ＨＰ：https://www.sej.co.jp/

セブン-イレブン世田谷上野毛店

MAP　Ｐ4　B-3

住　所 ：上野毛2-7-15
☎03-3702-9022
定休日： 年中無休  営業： 24h
ＨＰ：https://www.sej.co.jp/

セブン-イレブン世田谷上野毛駅前店

MAP　Ｐ4　B-3

住　所 ：上野毛1-13-7
☎03-5706-7377
定休日： 年中無休  営業： 24h
ＨＰ：https://natural.lawson.co.jp/

ナチュラルローソン上野毛一丁目店

MAP　Ｐ4　B-3

住　所 ：上野毛1-14-7
☎03-5758-1133
定休日： 年中無休　営業： 24h
ＨＰ：https://www.family.co.jp/

ファミリーマート上野毛駅前店

DATA

MAP
Ｐ5 ②

住　所 ： 上野毛4-29-2　　☎03-3704-2298
定休日 ： 月曜
営　業 ： 火・木～土　9：00～18：30
  水・日　10：00～18：30
ＨＰ ： https://www.tokyo-butsudan.com/

信頼と真心とともに屋久杉仏壇・仏像・念珠・仏具・神棚・神
具の製造、線香、ローソク、修理修復を取り扱っていま
す。知識豊富なご主人が、神事・仏事の相談にも丁寧に
対応してくれます。

東京仏壇のさかた

暮らしの買い物 Shopping
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。
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暮らしのサービス Service 暮らしのサービス Service

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

MAP
Ｐ4 B-4

住　所 ： 上野毛1-12-9アルパイン上野毛1F
  ☎03-6432-3725
定休日 ： 日曜・祝日
営　業 ： 不定期
ＨＰ ： http://kaminoge.setahiga.com/

当道場ではただ空手の技術を身に付けるだけではなく、稽
古を積んで自分自身が強くなる事により、相手を思いやる優
しい心を育みます。また、大切な基礎である礼儀・礼節を身に
つけた「人」の育成を行っています。

極真会館

MAP
Ｐ4 B-2

MAP
Ｐ4 A-4

住　所 ： 上野毛1-27-13　牧田ビル1F
  ☎03-3705-6933
定休日 ： 木曜日
営　業 ： 9：00～20：00
  月曜～金曜の14：00-15：00休憩

首都圏を中心に50店舗を展開し、多くのお客様からご愛
顧いただいております。最新のクリーニング技術を導入
し、ご満足の頂ける仕上がりを常に心がけています。

シロヤクリーニング

住　所 ： 上野毛2-15-15　　☎03-3704-1881
定休日 ： 土曜・日曜・祝日
営　業 ： 8：00～17：00
ＨＰ ： https://setagaya-suzuran.com/

覚願寺に属する鈴蘭幼稚園は、子供の成長を支える保育
をおこなっています。広い境内で自然を感じることが出
来、室内プールも充実。地域の皆様に長く愛され、親子二
代・三代と通ってくださる方もいらっしゃいます。

鈴蘭幼稚園

MAP
Ｐ4 B3

MAP
Ｐ4 C-3

住　所 ： 上野毛1-16-9 ☎03-3702-6042
営　業 ： 木・金  14：00～18：00
  土　　 13：00～18：00
（指導者・長澤聖鳳 読売書法会評議員・謙慎書道会理事）

書道を幼少の頃から始めることで集中力・考える力・落ち着
きなどを身につけることができます。そして、美しい文字を
書けるようになり、それは一生の財産となる事でしょう。無料
体験できます。

聖鳳書道教室

住　所 ： 上野毛1-26-1 ☎03-3701-7831
定休日 ： 水曜・祝祭日
営　業 ： 10：00～17：00

創業50年、地域に密着した数多くの物件を取り扱ってお
ります。賃貸、管理等、不動産に関する事ならなんでもお
気軽にご相談ください。

成実不動産

上野毛さんぽ

独特の形状を持つ上野毛駅。

なだらかにラウンドし、丸く穴の開いたユニー

クな形状を持つ屋根。ガラス面を多く取り入

れた明るい構内。どこを見ても個性的です。こ

の上野毛のシンボルとも言える駅は、美術館

や美術大学を近隣にもつ上野毛らしい見事

な建築です。
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暮らしのサービス Service 暮らしのサービス Service

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

MAP
Ｐ4 A-1

住　所 ： 上野毛1-34-15　　☎03-3701-9778
定休日 ： 土曜・日曜・祝日
営　業 ： 郵便窓口　9：00～17：00
  貯金・保険窓口　9：00～16：00
  ATM　9：00～18：00（土日祝9：00～17：00）
ＨＰ ： https://www.post.japanpost.jp/

お客様が安全・安心で、快適・豊かな生活・人生を実現するこ
とをサポートする「トータル生活サポート企業」を目指して
まいります。

世田谷上野毛郵便局

MAP
Ｐ4 C-2

MAP
Ｐ5 ③

住　所 ： 上野毛1-25-1 ☎03-3703-5429
定休日 ： 火曜・水曜
営　業 ： 11：00～

たった一度の人生、、、熱く！楽しく！そして
チョッピリかっこよく！！をモットーに。老若男
女、出会いに感謝、笑顔に感謝でありがとう・・・
の日々でありたい。どこかに「こだわり」のある物
を身に着けてほしい。

堤テーラー

住　所 ： 深沢5-3-9　環境技研ビル
  ☎03-3705-6881
定休日 ： 第1・3土曜　日曜・祝日

紙を仲立ちとしてクライアントのみなさまとユーザー
の“縁”を結ぶことで自らの活躍するフィールドを広げ
る。・企画、プランニング業務・グラフィックデザイン
制作・総合印刷業務（オフセット印刷、オンデマンド印
刷）

東京アート紙行

MAP
Ｐ5 ②

MAP
Ｐ4 C-2

住　所 ： 上野毛1-25-2　宇田川ビル2F
  ☎03-5706-8359
定休日 ： 土曜・日曜・祝日
営　業 ： 8:00～17:00
ＨＰ ： https://www.hazama-e.com/

世田谷区並びに周辺地域の皆様へ、公共品質の工事を提
供しております。設計・施工から充実の保証体制まで、永年
の技術・ノウハウ・経験を活かし、利用する方が本当にご満
足頂ける建物づくりをご提案致します。

ハザマエンジニアリング

住　所 ： 上野毛4-33-10　　☎03-3702-4480
定休日 ： 無休
営　業 ： 8：00～20：00
ＨＰ ： http://nsn-futakotamagawa.com/

地域の皆様にささえられて、日々頑張っています。
上野毛・二子玉川エリアを中心に配達をしております。

日本経済新聞　二子玉川店

DATA
住　所 ： 玉川2-21-1  二子玉川ライズ・オフィス12Ｆ　　 
  ☎050-3782-2448
定休日 ： 土曜・日曜・祝日
営　業 ： 9:00～18:00

当社は、通常業務のほか、地域の人と人の結びつきを
重視した活動を行っています。例えば、商店街とコラ
ボしたイベントの実施、清掃活動など、地域密着型の
活動です。二子玉川駅前のアクセスの良い場所に事務
所がありますので、お気軽にお立ち寄り下さい！

第一生命保険 二子玉川営業オフィス

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。
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医療・健康・ビューティー Health 医療・健康・ビューティー Health新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

MAP
Ｐ4 A-1

DATA
住　所 ： 上野毛1-34-15-102　☎03-5752-6480
定休日 ： 第2・4土曜 日曜・祝日
営　業 ： 月～金　10：00～13：00 15：00～20：00
  土　10：00～13：00　15：00～20：00
  （第2第4土曜は休診）
ＨＰ ： https://www.kan-dental.com/

当歯科医院では、歯の状態が悪くなる前に予防していくこ
とで、健康に自分自身の歯で長く噛めるようにしていく事に
重点を置いています。

関歯科医院

DATA

MAP
Ｐ4 C-2

住　所 ： 上野毛1-23-5　ライオンプラザ上野毛106
  ☎03-6809-8008
定休日 ： 木曜・日曜・祝日
営　業 ： 月～水・金　9：30～13：30　14：30～18：30
  土　9：30～13：30　14：30～17：00
  （祝日の木曜日は、診療しています）
ＨＰ ： http://ka-dental.jp/

最新で適切な治療を提供することはもちろん、お子様から
お年寄りの方まで安心して相談される歯医者でありたいと
願っています。「このクリニックに来てよかった」と思って頂
き、安心できる歯医者でいられることを第一に、患者さんの
側に立ち、治療をすすめています。

上野毛通り歯科

DATA

MAP
Ｐ4 B-3

住　所 ： 上野毛2-7-16玉屋ビル5Ｆ　
  ☎03-3703-3020
定休日 ： 日曜・祝日・土曜日午後
営　業 ： 月～金　10：00～13：00  15：00～19：00
  土　10：00～13：00
ＨＰ ： https://www.curves.co.jp

「カーブス」はご近所感覚の手軽な体操教室です。いつまで
も「自分らしく」「美しく」「健康でありたい」と考える女性を応
援しています。運動が苦手、年齢による体力低下が心配・・そ
んな悩みを抱えた女性に最高のプログラムを提供します。

カーブス上野毛

DATA
住　所 ： 上野毛1-27-12　武ビル１F
  ☎03-5706-2813
定休日 ： 日曜・祝日・土曜午後休
営　業 ： 月～金　9：00～12：30　14：30～18：00
  土　9：00～12：30
  （受付終了時刻　３０分前まで）

武整形外科

MAP
Ｐ4 B-2

整形外科の専門医として常に最新の医学を取入れ、質の
高い医療を提供します。けが、やけどに湿布治療を行って
います。

DATA

MAP
Ｐ4 B-4

住　所 ： 上野毛2-6-18ペルレ上野毛2F
  ☎03-5706-4137
定休日 ： 水曜午後・木曜・土曜午後・日曜・祝日
営　業 ： 8：30～12：00　15：00～18：30
ＨＰ ： http://kaminoge.biz

様々な医療機器を使い幅広く患者さんのニーズに合わせ
た治療を提供します。疾患や治療について分かりやすく丁
寧に説明します。

上野毛皮膚科クリニック

DATA
住　所 ： 上野毛3-14-14ー１F ☎03-5758-1150
定休日 ： 水曜・日曜・祝日
営　業 ： 平日　9：00～12：30　14：00～17：00
  土　9：00～13：00
ＨＰ ： https://kaminoge-c.com/

上野毛脳神経外科クリニック

MAP
Ｐ4 A-2

頭痛・物忘れ・しびれ・めまい・頭をぶつけた等の症状でお困り
の方、気になる方はご相談ください。オープン型MRIを導入
しています。脳・頸椎・腰椎の検査結果は当日説明できます。
・日本脳神経外科学会専門医
・日本頭痛学会専門医
・日本認知症学会専門医
・日本脊髄外科学会認定医
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医療・健康・ビューティー Health 医療・健康・ビューティー Health新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
営業時間が変更されている場合があります。

MAP
Ｐ4 B-3

DATA

住　所 ： 上野毛3-1-11　　☎03-3701-1234
定休日 ： 日曜・祝日
営　業 ： 月～金　9：00～19：00
  土　　　9：00～15：00

気軽に相談できる地域の薬局として育ってゆきたいと願っ
ております。かかりつけ薬局として、地域の皆様のお役に立
てるように努力してまいります。また健康サポート薬局とし
て充実させてまいります。

メルシー薬局

DATA

MAP
Ｐ4 B-2

住　所 ： 上野毛1-27-6エクセル上野毛101
  ☎03-5707-2022
定休日 ： 火曜
営　業 ： 月～金　10：00～19：00
  土・日・祝日　9：00～19：00
ＨＰ ： http://www.hairsalon-naif.com/

丁寧なカウンセリングと確かな技術をご提供いたします。
待合スペースにお菓子や絵本も設置されています。キッズ
からシニアの方までを素敵にするファミリーヘアサロンで
す。予約優先ですが飛び込みもOK。

hair salon naif 

DATA

MAP
Ｐ5 ①

住　所 ：上野毛1-4-3　　☎03-3702-5496
定休日 ：木曜・土曜日・日曜・祝日
営　業 ： 8:30～12：00 15：00～17：00
  （土は午前のみ月2回）

老年病専門医・骨粗鬆症専門医として、健康寿命を延ばすた
めの診療をしています。実際には、加齢に伴い増加する生活
習慣病による動脈硬化と骨粗鬆症の合併症予防を中心に、
寝たきりの予防に努めています。年を重ねた方も元気に歩
いている街を目指しています。

目黒医院

DATA
住　所 ： 上野毛2-7-11　　☎03-3702-6692
定休日 ： 月　第2・3火
営　業 ： 9：00～19：00　（受付18：30まで）
ＨＰ ：
http://www.riyo-setaren.jp/riyotamagawa/02ishikawa

理容室イシカワ

MAP
Ｐ4 B-3

昭和38年より開業。
一般普通コース￥4200
時短Aコース￥2000（カット）（Pあり）
時短Bコース￥2800（カット・シャンプー）
御婦人マイルドシェープ￥4200、キッズカット￥2000な
ど好評。予約もできます。予約なしでもOK

DATA

MAP
Ｐ4 C-3

住　所 ： 上野毛1-14-1　上野毛ステーションヒルズⅡ102
  ☎03-5760-6695
定休日 ： 水曜・日曜・祝日
営　業 ： 月・火・木・金　9：30～12：30　14：30～18：00
  土　           9：30～12：30
ＨＰ ： https://www.musashi-eye-clinic.com/

皆様に身近な目のホームドクターです。花粉症による眼のト
ラブル、ものもらい、結膜炎、白内障、緑内障などの眼科一般
の診療や区の検診、眼鏡・コンタクト処方、特に小児眼科（斜
視・弱視）の治療などご相談ください。

むさしアイクリニック

DATA
住　所 ： 上野毛3-14-2　　☎03-3701-3785
定休日 ： 木曜・日曜・祝日
営　業 ： 月～水・金　10：00～13：00　14：30～19：30
  土　　　 10：00～13：00　14：00～17：00
ＨＰ ： https://mizoguchi-dental.com/index.php　

溝口歯科医院

MAP
Ｐ4 A-2

お待たせしない、痛みが少ない治療を心がけています。健
康的で美しい口元をつくる、一生涯、なんでもおいしく楽し
く食べられる口腔内を目指します。



　国宝「源氏物語絵巻」「紫式部日記絵巻」の
収蔵で名高い五島美術館。平安時代の寝殿
造りの意匠を取り入れた建物は、吉田五十八氏
設計によるものです。約2万平方メートルの敷地
内にある豊かな武蔵野の雑木林が広がる壮大
な庭園では石仏が点在し、ツツジ、枝垂桜、椿、
梅などの四季の草花も楽しめます。展覧会を年
間6～7回（うち、特別展1-2回）開催し、展示品
は展覧会ごとに変わります。2017年に、本館と庭
園内にある茶室古経楼・冨士見亭が、国の登録
有形文化財に登録されました。

○開館時間(OPEN)AM10:00～PM5:00
（入館受付は午後4時30分まで）
○休  館  日(Closed every Monday)
毎月曜日（祝日の場合は翌平日）、展示替期間、夏期整備期
間、年末年始など
交通：東急・大井町線（各駅停車）「上野毛駅」下車徒歩5分
住所：〒158-8510 東京都世田谷区上野毛3-9-25
お問い合わせ（展覧会のご案内） TEL050-5541-8600
ご来館には、公共交通機関をご利用ください。
www.gotoh-museum.or.jp/

The Gotoh Museum
五島美術館

　多摩美術大学は上野毛と八王子市の2キャンパスに、
絵画、彫刻、工芸、デザイン、建築、映像、演劇、舞踊、芸
術学など10学科および大学院を設置する美術系総合大
学です。上野毛キャンパスの歴史は1935年に本学の前身
である多摩帝国美術学校がこの地に設立されたことに始
まります。現在は、多様なデザイン領域を横断的に学ぶ「統
合デザイン学科」と、身体表現と劇場美術デザインの領域
を一体化して追究する「演劇舞踊デザイン学科」の学生
が在籍しています。また、2020年に開設した、デザイン経営
をビジネスに実装する講座「多摩美術大学クリエイティブ
リーダーシッププログラム（TCL）」なども行われています。

■上野毛キャンパス（本部・大学院・美術学部）
東京都世田谷区上野毛3-15-34　03-3702-1141（代）

■八王子キャンパス（大学院・美術学部）
東京都八王子市鑓水2-1723　042-676-8611（代）
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藍屋 中町3-25-19　第2ヒラソルビル1F 03-3704-9190
アンクルサムズサンドウイッチ 上野毛3-1-3 03-3704-8578
焼酎居酒屋いなた 上野毛1-13-7-B1F 03-5758-2227
らあめん花月嵐 上野毛1-25-2 03-5707-3233
家庭料理　居酒屋川ちゃん 上野毛1-26-12 03-3704-7035
金のうなぎ 上野毛1-17-6 03-6432-2076
幸楽 上野毛1-14-10 03-3701-5198
COCO壱番館 東急上野毛駅前店 上野毛1-13-7 03-6432-3681
陣屋 上野毛1-27-9　八千代ハイツ103 03-3703-4711
ステーキグラム 上野毛3-2-14　レフィナード上野毛１F 03-3703-5392
上野毛　天露 上野毛1-27-9　八千代ハイツ 03-3704-8474
鶏鷹 上野毛1-27-13　牧田ビル1F 03-3702-1129
Trois Petits Loups（トワ プティ ルー） 上野毛1-27-2　KPビルB1F 03-6676-5450
ピッツェリアマルデナポリ　上野毛店 中町3-30-1 03-5760-1133
プラシッダタージ 瀬田1-20-19 03-6447-9486
満寿多屋 上野毛1-14-8 03-3702-3037
ワインの木テラ 瀬田1-20-19 03-2709-0787 
ラトリエ ア・マ・ファソン 上野毛1-26-14
中華食堂かみのげ 上野毛1-18-10 03-3702-6200
小料理びすとろサリチェ 上野毛1-26-16-101 03-6809-8484 
魚光 上野毛3-1-11　上野毛ビル201 03-6432-1965
Lspace（エルスペース） 上野毛1-17-6 03-6432-3358
蕎麦はやかわ 上野毛2-7-10 1F 03-6809-8934
GREENROOM Tokyo 瀬田1-20-19（ワインの木テラ内） 050-3700-4090
  
伊東精肉店 上野毛1-26-14 03-3701-2069
オオゼキ 上野毛1-17-9 03-5752-2101
鶏笑 上野毛1-34-17 03-6432-2917
志村酒店 上野毛1-12-7 03-3702-5340 
テイパーズキッチン 上野毛1-25-7 03-6809-7736

AQUA-F　東京店 上野毛1-22-6 03-6432-3939
清水呉服店 上野毛1-27-5 03-3703-0238
ジープ世田谷 上野毛1-34-11 03-3704-1261
トライアスロンショップtetto 上野毛2-7-17 03-6411-6312
日産プリンス東京販売（株） 上野毛1-28-7 03-3703-3232
宝来堂 上野毛1-17-11 03-3702-8659
（有）まえばし 上野毛1-26-1 03-3701-5113
東京仏壇のさかた 上野毛4-29-2 03-3704-2298
セブン-イレブン世田谷上野毛店 上野毛1-29-3 03-3701-0728
セブン-イレブン世田谷上野毛駅前店 上野毛2-7-15 03-3702-9022
ナチュラルローソン上野毛一丁目店 上野毛1-13-7 03-5706-7377
ファミリーマート上野毛駅前店 上野毛1-14-7 03-5758-1133

さわやか信用金庫 上野毛1-14-5 03-3703-2111
みずほ銀行　上野毛支店 上野毛1-26-1 03-3702-5113 
ena　上野毛 上野毛1-26-6 上野毛駅ビル2F 03-6432-3421 
センチュリー21アイディール・プラス 上野毛3-1-11 03-5707-5441
学校法人伊東学園上野毛幼稚園 上野毛2-10-18 03-3701-0552
キュルチュール・インターナショナル・クラブ　上野毛本校 上野毛3-10-16 03-5758-3875 
クリーニング　スワローチェーン　上野毛店 上野毛1-18-16 03-6432-2271
極真会館 上野毛1-12-9　アルパイン上野毛1F 03-6432-3725
シロヤクリーニング 上野毛1-27-13　牧田ビル1F 03-3705-6933
鈴蘭幼稚園 上野毛2-15-15 03-3704-1881
聖鳳書道教室 上野毛1-16-9 03-3702-6042
成実不動産 上野毛1-26-1 03-3701-7831
世田谷上野毛郵便局 上野毛1-34-15 03-3701-9778
第一生命保険 二子玉川営業オフィス 玉川2-21-1  二子玉川ライズ・オフィス12F 050-3782-2448
堤テーラー 上野毛1-25-1 03-3703-5429
東京アート紙行(株) 深沢5-3-9　環境技研ビル 03-3705-6881

日本経済新聞　二子玉川店 上野毛4-33-10 03-3702-4480
ハザマエンジニアリング 上野毛1-25-2　宇田川ビル2F 03-5706-8359
東京都認証保育所ピノキオ幼児舎上野毛園 上野毛1-9-14　メゾン田園1F 03-5758-7480
まなび塾Beacon 上野毛３－１２－１３メゾネット上野毛１０２ 080-5415-2397
マルハチクリーナー 上野毛2-6-14 03-3701-1840
ミサキヤ 上野毛1-17-10 03-3701-3065
スワロークリーニング上野毛駅前 上野毛1-28-2 03-3701-3873
ベクトル世田谷上野毛店 上野毛1-25-3成実ビル１F 03-6411-6640

うたクリニック内科消火器内科 上野毛1-30-22 03-6382-8111
岡崎歯科医院 上野毛1-25-5　BOAビル３F 03-3705-3418
医療法人社団開雲堂　上野毛あだちクリニック 上野毛2-7-16　玉屋ビル3F 03-6303-1114
かみのげ駅前整骨院 上野毛1-25-7 03-3701-6650
上野歯科医院 上野毛1-22-1 03-5706-2031
上野毛接骨院 上野毛1-12-8-102 03-3705-3154
上野毛通り歯科 上野毛1-23-5　ライオンプラザ上野毛106 03-6809-8008
上野毛脳神経外科クリニック 上野毛3-14-14ー１F 03-5758-1150
上野毛皮膚科クリニック 上野毛2-6-18　ペルレ上野毛2F 03-5706-4137
カーブス上野毛 上野毛2-7-16　玉屋ビル5Ｆ 03-3703-3020
関歯科医院（かんしかいいん） 上野毛1-34-15-102 03-5752-6480  
武整形外科 上野毛1-27-12　武ビル１F 03-5706-2813
田辺薬局　上野毛本店 上野毛1-14-1　上野毛ステーションビルⅡ 03-5758-1252
永井歯科 上野毛1-7-12 03-3703-5616
Ｎデンタルクリニック中尾歯科 上野毛1-18-13-1F 03-5706-4618
のぞみ薬局　上野毛店 上野毛2-7-11 03-5752-5450
HYBRID LAB 上野毛1-17-6 050-3637-1945
早川接骨院 上野毛1-19-11 03-5758-1970  
hair salon naif ヘアーサロンナイーフ 上野毛1-27-6　エクセル上野毛101 03-5707-2022  
溝口歯科医院 上野毛3-14-2 03-3701-3785  
むさしアイクリニック 上野毛1-14-1　上野毛ステーションヒルズⅡ102 03-5760-6695
目黒医院 上野毛1-4-3 03-3702-5496  
メルシー薬局 上野毛3-1-11 03-3701-1234  
理容室イシカワ 上野毛2-7-11 03-3702-6692  

AOKI
土屋工務店 上野毛4-26-23 03-3703-2451 
鳥貴族 上野毛2-7-15 03-6805-9044  
原工業所 上野毛1-25-8 03-3701-0714 
松村医院 上野毛3-4-16 03-5706-1528 
市川経師（錦彩堂）
岡医院
荻野ケンジ事務所
オフィスK
嘉月造園（木村光昭）
木下印刷
共栄商会
庄光苑
杉本クリニック
土屋工務店
春美 
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