
所　在　地 電話番号 カテゴリ

国分寺　翔 南町3-4-15 泊第一ビル201 042-328-0440 和食

北海道　国分寺南口駅前店 南町3-9-15国分寺ステップス4F 042-300-1277 和食

日本料理　天松  ○ 南町3-18-1  042-323-9734 和食

ちどり鮨 南町３-15-５ 042-321-0108 鮨店

秋田料理きりたんぽ 南町3-22-12 マーベラス国分寺2B1（旧タツノコビルB1） 042-323-1355 日本料理

武武  ○ 南町3-5-10  042-329-3571 らーめん

博多ラーメン福や国分寺店 ○ 南町3-18-4 Sビル1F 042-313-9856 博多ラーメン

まんぷく処竹茂食堂 南町１-９-24 042-322-5611 食堂

青空食堂  ○ 南町2-16-19 1Ｆ 090-1052-8647 大衆食堂

星の浜食堂 南町3-14-5 042-349-6763 沖縄そば・沖縄料理

東京和牛ダイニング赤BECO亭 南町3-2-2-11 B1 042-316-8299 和牛創作料理店

噂のわがままハンバーグ国分寺店 南町3-13-9 042-316-8677 ハンバーグ専門店

こくベジキッチンcafé&barFUTURE FLIGHT  フューチャーフライト ○ 南町3-23-12 山元ビル2Ｆ 042-328-7333 レストラン

Restaurants & Cocktail BAR atResta  南町3-12-3 ICHIJO BLDG.1F 042-403-8315 レストラン・バー

チャイニーズレストランオトメ  ○ 南町3-13-10  042-326-0678 中華料理

THIS IS THE BURGER  国分寺店 ○ 南町2-16-21  042-323-2022 ハンバーガー

名もなき小さなビストロ  南町1-13-3 1Ｆ 042-313-8698 洋食

コクブンジ肉バル Tetsuo  南町2-16-20 米沢ビルB1  042-328-4678 洋食

la page  南町3-13-8 マルサカビル1F 042-203-5578 フランス料理

トラットリア・カレラ 南町2-1-26  042-325-3348 イタリア料理

店　舗　名

国分寺駅南口エリア（南町・東元町） テイクアウト可
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Aoyuzu  ○ 南町2-16-14 KSビル2F 042-324-3535 イタリア料理

ハルダイニング 南町3-18-4 080-2244-4332 イタリア料理

Melanzane ○ 南町3-18-11  斎藤ビル1F 042-325-6660 イタリア料理

ASIAN DINNING AISEA 南町2-1-36 国分寺SGビル 042-312-4747 アジアンダイニング

CHICKEN　BOMB  ○ 南町3-9-15 国分寺市ステップスガーデン103 042-359-4155 韓国料理

エベレスト レストランアンドバー 南町3-16-5 第46東京ビル3F 042-308-0939 ネパール・インド料理

欧風カレー工房すぷ～ん国分寺  ○ 南町3-4-11 ハイネス国分寺ルミエール105 042-301-5405 カレー

国分寺ドロシー 南町１-13-５リバービルB1F 042-306-0648 飲食店

インドカレー鈴木商店・クリスピーチキンアンドトマト   ○ 南町3-5-11 金成屋ビル1F 042-314-9048 飲食店

焼肉工房 但馬屋 南町3-9-25 042-321-2941 焼肉店

やきにく屋　梨花苑 南町３-15-４ 042-324-7003 焼肉店

ピーナツハウス  南町1-14-6  042-323-5294 居酒屋

ネオ居酒屋マイキートーキョー 南町２-16-９加藤ビル２F 042-312-4944 居酒屋

炭火焼き居酒屋芯　国分寺店  ○ 南町2-16-14 KSビル1F 042-328-4677 居酒屋

鶏十兵衛　国分寺店  南町2-16-14 KSビル3F 042-312-2236 個室居酒屋

炭火焼鳥 鶏酔炭 南町2-18-3 国分寺マンションB-05 042-316-8030 やきとり・居酒屋

あしたま ○ 南町3-4-15 泊第一ビル103 042-324-9190 居酒屋

Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＲＫ  南町3-4-19 近藤ビル1F 042-328-5018 居酒屋

居酒屋 惹凱牡  南町3-5-10  042-324-9109 居酒屋

壺中の天  南町3-12-5 石倉ビル1F・2F 042-328-3377 居酒屋・和食

居酒屋せが和 南町3-13-5 042-326-2339 居酒屋

Dining 庫裡 南町3-15-2 - 居酒屋

居酒屋かっぱ  南町3-15-4 すずらんビル1F 042-323-3991 居酒屋
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焼鳥とちりとり鍋おかげさん 南町3-16-5 第46東京ビルB1 042-323-7270 居酒屋

居酒屋多古屋  ○ 南町3-16-6  042-328-4777 居酒屋

居酒屋 よっちゃん  ○ 南町3-18-17 樋野第一ビル 042-201-5876 居酒屋

居酒屋雅  ○ 南町3-19-2 FKビル1F 042-401-8791 おでん・居酒屋

串焼　芳一　国分寺店 ○ 南町3-19-6 豊ビル1F 042-326-9401 居酒屋

うおひご  南町3-22-12 しげりビル１F 042-401-0492 居酒屋

申喰”楽 南町3-22-31 南ビル1F 042-328-7253 居酒屋

グリルキッチン　笑人 南町3-23-2  042-316-8100 ハンバーグ・居酒屋

晴れの場 南町3-23-4 第3浦野ビル 042-401-0637 居酒屋

武蔵野酩酊学研究所  南町3-25-12  080-4299-9329 居酒屋

串あげムタヒロ4号店 ○ 南町3-15-9 寿コーポ A号1F 042-301-1944 串あげ

もつ焼き串とら 南町3-4-15 泊ビル101 042-328-5017 もつ焼き

国分寺　跳兎  南町3-18-11  042-327-4194 焼き鳥

くいしん坊 国分寺 ○ 南町3-27-10 カジュベール1F 042-312-0395 炭火焼き鳥・生姜醤油ラーメン

BEER CAFE GAMBRINUS 南町3-16-5 第46東京ビル6F 042-325-0484 ビアカフェ

クマノミ  南町3-2-21  042-324-4875 ダイニングバー

atResta dineR  南町3-7-11 南町エミナス101 042-326-3737 ダイニングバー

ティーンカーベル 南町３-15-９寿コーポＡ号２Ｆ 042-312-2723 バー

LIBRE 南町3-18-4 3F 042-324-6606 バー

greenhorn 南町3-18-17 樋野花井ビル1F 042-301-5599 バー

new-Lounge Cocoro 国分寺店  南町3-18-2  042-328-8661 スナック

カフェといろいろびより 南町１-14-７プラウド国分寺１F 042-321-6730 カフェとランチ　手作り品販売等

May cafe  メイカフェ  南町2-11-16 ヴェローナ国分寺2F 042-312-0576 カフェ
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スィーツ・秦 南町2-14-6 フラッツ・秦1F ガーデンテラス 090-7270-4416 カフェ・洋菓子

cafe6 南町２-18-３国分寺マンション103 042-401-0630 カフェ・甘味処

常盤珈琲焙煎所  国分寺店 ○ 南町3-11-12 パークサイド秋池1F 042-314-9022 コーヒー豆・喫茶

パティスリー　エヌグラム 南町3-22-31 島崎ビル103 042-316-8788 ケーキ店

ほかほか弁当国分寺店  南町3-25-12  042-323-5846 お弁当

クロロフイル国分寺南口  美顔教室 南町2-16-21 冨士ビル5F-A 042-328-3396 医薬品・化粧品販売

多摩薬局　南口店  南町3-18-17  042-321-0837 薬局

ブックセンターいとう国分寺店  南町2-14  ユニエトワール国分寺マンション１F 042-327-8968 リサイクル

三石堂書店 南町3-18-17 042-321-0969 書店

草花の店ぽぽ  南町1-4-15  042-325-6471 花屋

ブロンディ&カンパニー  南町2-18-3 国分寺マンションB03B  042-328-8757 ファッションアクセサリー・雑貨

吉田スーツ  南町3-11-2  042-323-8383 オーダースーツ

SALA 南町2-16-20 陶楽ビル1F 042-359-4803 セレクトショップ

オスティウム  南町2-17-4 南町ビューハイツ1F 042-328-6400 セレクトショップ

Oasis the Surreal 南町2-16-14 不老門ビル2F - 古着屋

アヌーシュカ  南町2-18-3 国分寺マンションB07A  080-9689-6572 ヴィンテージクローズ専門店

古書 まどそら堂  南町2-18-3  国分寺マンションB07B 042-312-2079 古本屋

TAPA TAPP 2nd  南町2-18-3  国分寺マンションB08号 042-313-8112 古着屋

古道具 kasugai 南町3-11-2 初沢ビル103 042-349-6295 古道具

サイクルステーションワタナベ  国分寺南口店 南町3-9-25  042-316-8204 自転車販売

京秀LaLa振袖館  国分寺店 南町3-23-3 常栄ビル7F 042-316-8292 レンタル衣装

珍屋  国分寺南口店 南町2-17-10  042-326-0359 CD・レコード

ラケットショップフジ国分寺店 南町3-19-1 042-322-5626 テニス・バドミントン専門店
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フットケアファクトリー 南町3-19-1 042-312-2572 ウォーキングシューズ

ててて 南町２-８-７半沢ビル１F - -

KoHo Herb ＆ Garden 南町2-10-15 - ハーブ＆ガーデニング

額縁専門店 次男画坊 南町3-9-25 都営住宅1F 042-325-5897 趣味（ホビー）

コレクション・ギャラリー・ワンダフル  南町3-18-10-1 ヴェルステージ国分寺101 - ホビーショップ

我龍ポーカースタジアム 南町２-17-９ 050-3569-1219 アミューズメントポーカー

SUN's Sand - - キッチンカー

sNL 南町2-18-3 国分寺マンションB06 - 小売り

ルーチェヘアー 南町2-1-24  PARK LANE国分寺1F 042-401-0411 美容室

Dears 国分寺店  南町2-1-25 吉越ビル2F 042-313-9980 美容室

ｃｉｍａｃｏｐｐｉ  南町2-4-7 渋谷ビル1Ｆ 042-325-9007 美容室

cotta  南町2-6-11  042-201-4648 美容室

PLATANUS国分寺南口店  南町2-11-14 トミービルＢ1Ｆ 042-312-0560 美容室

newi国分寺 南町2-16-20 陶楽ビル１Ｆ 070-1420-4191 美容室

altinoHAIRGARDEN国分寺  南町2-16-21 富士ビル2Ｆ 042-312-2128 美容室

Ｎｅｏｎ　ｂｙ　Ｎｅｗｔｏｎ  南町2-17-5 恵ビル2F 042-313-8325 美容室

shell 国分寺店  南町2-18-3 国分寺マンションB-04 042-312-0702 美容室

ｍｉｒａｉ 南町2-18-6 ライオンズマンション国分寺駅前1F 042-328-8531 美容室

sizuca  南町3-3-1 カールロン102 070-3979-3664 美容室・ネイルサロン

美容室LE  国分寺店 南町3-7-12 カジュール国分寺1F  042-312-0833 美容室

ドゥーエ国分寺店  南町3-8-19 グランシャリオコクブンジ1F 042-359-6328 美容室

エヌ・ケイヘアガレージ  南町3-12-5 橋野ビル101 042-329-3559 美容室

emile 南町3-14-3 水野荘1F - 美容室
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Chain　noah  南町3-14-9 雨宮ビル  042-401-0025 美容室

IKIGAI　国分寺 南町３-16-６太陽ビル４F 042-312-0965 美容室

ヘアスペース　トップポイント  南町3-17-2 東海ビル3Ｆ 042-328-6081 美容室

RATIO HAIR DESIGN 南町３-19-２ＦＫビル２Ｆ 070-3110-0140 美容室

ノアフライ（NOAHFLY）  南町3-22-13 内科ビル1F 042-401-0883 美容室

hair AXIA  南町3-28-7 ラケットショップフジビル1F 042-307-8298 美容室

ヘアーサロンまるやま  南町2-1-25 吉越ビル  042-321-4781 理容室

Smile hair 国分寺店  南町2-11-19 Mビル1F 042-312-0221 理容室

Lemonde 南町3-22-31 南ビル１F 042-323-7068 理容室

バランス整体・孝 国分寺店  南町2-1-26 ケロリンビル2F 042-316-8384 整体院

KORiNOT整体院 南町2-16-21 富士ビル1F 042-313-8493 整体院

国分寺駅前整骨院  南町2-18-3 国分寺マンション1F 042-349-6095 整体院

Pono 整体Room 南町3-7-12 カジュール 国分寺501号室 080-4654-1420 整体院

リラックス整体 Step in 南町3-18-4 浅見ビル3F 042-401-0519 整体

カンチャナ 南町3-18-5 042-328-5136 タイマッサージ

カラダレスキュー国分寺店 南町3-23-1 竹内ビル1F 080-7269-5754 整体

ハロー鍼灸治療院  南町2-6-11  042-312-2826 鍼灸院

あおい鍼灸接骨院  南町3-9-25 都営南町3丁目アパート25棟106号室  042-323-8800 鍼灸院・接骨院

国分寺鍼灸整骨院  南町3-23-4 第3浦野ビルM2F 042-349-6607 鍼灸整骨院

ロータス 南町2-13-5 ベルゼ国分寺302 090-1701-9127 ヒーリングサロン

リラクゼーションスロー 南町2-16-21 富士ビル1F - リラクゼーションサロン

altinoBEAUTIFULGARDEＮ国分寺  南町2-16-21 富士ビル2Ｆ 042-316-8790 エステサロン

OLIVE Kokubunji 南町3-4-1 黒川店舗102 042-610-2060 エステサロン
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D-studio 南町3-5-11 金成ビル2F 042-312-0873 美容・エステ

メナードフェイシャルサロン SAVADI 南町3-11-18 サンスクエアビル301 042-300-3020 エステサロン

モアリフレッシュ  国分寺店 南町3-14-6 PAグットハーベストビル5F 042-313-9029 リラクゼーションサロン

ココ・癒し Relaxation  南町3-18-2 川端ビル3F 042-407-6677 エステ・リラクゼーション

Rela・S 南町３-18-２川端ビル３F 070-4726-6677 リラクゼーション

リラックス整体アスター  南町3-18-4 浅見ビル3F 042-324-8331 リラクゼーションサロン

office．K 南町3-22-13 ザ・パークハウス国分寺プレイス1103 090-9155-1235 カラー診断・メイク

YOSAPARK earthing 国分寺南口店 南町３-22 - エステサロン

エステサロンKikuhime 南町３丁目 090-8873-4917 エステティックサロン

Nail　A 南町３丁目 - 美容サロン

altinoNAILGARDEN  南町2-16-21 富士ビル2Ｆ 042-316-8790 ネイルサロン

SMILE-NAIL  南町3-5-11 - ネイルサロン

Can I Dressy 国分寺店 南町3-18-2 川端ビル4F 042-312-4373 ネイルサロン

Blanc Bijou  南町3-23-12 三幸ビル1F  042-322-7276 ネイルサロン

Lilacharme  南町3-23-13-101  - ネイルサロン

sofa 国分寺店 南町3-16-5 第3鈴木ビル4F 042-312-0875 ネイルとまつげエクステ

AMERI国分寺 南町2-17-9 ARTビル6F - まつげネイルサロン

Shuon　国分寺店 南町３-11-２初沢ビル101 080-6514-1205 まつげサロン

リリーラッシュ  国分寺南口2号店 南町3-14-6 グッドハーベストビル2F  042-349-6141 まつげエクステ

リリーラッシュ  国分寺南口店 南町3-18-11 サイトウビル302 042-349-6141 まつげエクステ

Viage 国分寺店  南町3-18 第7サイトウビル2F  042-312-4005 まつげエクステ・ヘアエクステ

HeadSpa&Private mirai 南町2-18-6 ライオンズマンション国分寺駅前B1F 042-313-9117 ヘッドスパ

メンズファクトリー国分寺店 南町3-23-1 竹内ビル2F 080-7269-5754 メンズ脱毛サロン
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ムサシノクリーニング  国分寺店 南町2-1-42  042-300-2060 クリーニング

NICEクリーニング  国分寺南口店 南町3-9-25  080-2173-2382 クリーニング

marco studio  南町2-4-2  042-401-0218 写真スタジオ

45PRINTPRO国分寺南口店  南町3-17-1  042-328-8045 写真・印刷

ヤナギダ 南町3-3-12 042-321-4366 塗替え・防水工事

パーソナルトレーニング ノーブルジム国分寺店 南町3-23-1 竹内ビル3F 080-7269-5754 パーソナルトレーニングジム

Studio LiM 南町３-23-４ 042-401-0222 パーソナルトレーニングジム

楠音楽教室　Kスタジオ　レンタルスペース 南町２-10-13 042-401-0098 音楽教室

ピアノ教室レガート  南町3-2-22 シティスパイヤ208 090-5559-1687 ピアノ教室

アグレッツミュージックスクール  国分寺校 南町3-11-19 渡邊ビル2F 042-312-2299 ミュージックスクール

Studio NOBACK  南町2-17-7 B.C.B TAKURA3F  042-359-7630 カルチャースクール

Flower Design.K 南町3-1-2 MOZART90 2F 090-2909-3459 カルチャースクール

むさし介護アカデミー  南町3-23-2 MD8ビル3F 042-349-6444 介護の資格の学校

行政書士青松事務所 南町２-14-16 042-312-2445 行政書士

ガーディアン法律事務所  南町3-22-12 マーベラス国分寺Ⅱ3F 042-312-4708 弁護士事務所

ねことお休みどころ　しらたま  南町2-1-26 2F - ねことお休みどころ

そば処武田家 ○ 東元町1-16-45  042-322-5310 日本そば

中華キッチンUNOWIC  ○ 東元町3-5-13  050-5451-8120 中華料理

カフェスロー  ○ 東元町2-20-10  042-401-8505 飲食店

サロン　ド　カフェ　ベルビュー ○ 東元町3-1-20 042-325-3791 カフェレストラン

Little Cook eat & space ○ 東元町3-1-22 - カフェ

茶々日和  東元町3-18-5  042-313-8122 カフェ・喫茶

自宅カフェ 蔵リビング ○ 東元町3-19-38 042-321-3224 カフェ
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小柳照子の直売所 東元町3-17-9 042-321-2743 農産物直売所

FLower&Dining PALETTE 東元町2-9-21 042-201-2820 生花店

tois temps 東元町4-14-19 - 手織り工房

TSUCURITE  東元町2-19-8  - 洋菓子

1個から宅配無料の楽々弁当  東元町2-10-27  東元町第二マンション107号 042-312-2832 宅配弁当

カラオケスナック常連  ○ 東元町1-19-31  080-3757-4206 カラオケ・お弁当

大川畳店  東元町1-19-29  042-321-7263 畳店

GREEN ROOM 東元町4-14-25 ミノワコーポ1F 042-325-2026 サーフショップ

タツミ理容院 東元町2-8-2 042-321-4789 理容院

サロンドボエム  東元町3-13-9  042-400-5720 美容室

楽笑健康館  国分寺南口店 東元町2-13-15 1F 042-313-8013 リラクゼーションサロン

HIIRAGI  東元町4-11-3  042-325-1118 ビューティーサロン

おおなる鍼灸整骨院  東元町4-14-25  箕輪コーポ1F 042-327-3446 鍼灸整骨院

フォトユー&アイ 写真の雪岡 東元町4-16-10 042-321-0849 写真館

ゴルフトライアル 東元町2-6 042-322-1300 ゴルフ練習場

国分寺モータース  東元町2-15-19  042-322-2021 自動車整備・販売

CARS PLACE  東元町2-18-16  042-329-5022 自動車販売・修理・車検

トヨタS&D西東京　国分寺店 東元町２-20-７ 042-324-1811 自動車販売

田島電気設備  東元町1-38-57 090-6005-7003 電気工事

セレブキャットキャッテリー 東元町3-2-27 - ペット

ぽてともっと  - - 農業サービス業
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