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すがもん屋（案内所） キャラクターグッズ 巣鴨3-21-21 眞性寺内 03(5980)9780
萬盛堂六地蔵店 ドラッグストア 巣鴨3-21-17 03(3917)2211
伊勢屋菓⼦店 菓⼦販売・喫茶 巣鴨3-21-17 03(3917)3580
スカイ 喫茶 巣鴨3-21-16B1F 03(3917)8355
そめの近江 呉服 巣鴨3-21-16 03(5980)5811
⼤坂屋プラザ 婦⼈服 巣鴨3-21-15 03(3917)4390
島屋メリヤス 靴下・肌着 巣鴨3-20-17 03(3918)9468
⻑寿堂 煎餅・⾦ごま 巣鴨3-20-17 03(3910)2988
タカセ巣鴨店 パン・飲⾷店 巣鴨3-20-16 03(5980)7557
ガモールマルシェ 物産品 巣鴨3-20-14 03(5980)8741
ふくろもの⽊屋 カバン・袋物 巣鴨3-19-14 03(3917)5357
松美屋 婦⼈服 巣鴨3-19-14 03(3910)2062
コバヤシ洋傘店 傘・帽⼦・雑貨 巣鴨3-19-13 03(3918)2460
笹屋本舗薬局 漢⽅薬局 巣鴨3-19-13 03(3918)3333
ごま福堂 ごま・⾷品 巣鴨3-19-13 03(3940)7400
こだわりや⼭年園 茶・⾷品 巣鴨3-18-18 03(3917)4663
アルプスシューズ 靴 巣鴨3-18-17 03(3949)0086
御菓⼦司 松⽉堂 菓⼦製造販売 巣鴨3-18-17 03(3917)5350
お茶の磯⽥園 お茶・海苔 巣鴨3-18-16 03(6693)6393
サンワ靴店 靴 巣鴨3-18-16 03(3918)4563
⾦太郎飴 菓⼦製造販売 巣鴨3-18-16 03(3918)2763
仏壇永楽堂 仏具・仏壇・線⾹ 巣鴨3-17-17 03(3918)9800
⼤橋屋 そば屋 巣鴨3-34-3 03(3918)3434
にしむら 鰻蒲焼 巣鴨3-34-2 03(3910)1071
杉養蜂園 蜂蜜・イートイン 巣鴨3-34-2 03(3576)3883
⼭年園 お茶・海苔 巣鴨3-34-1 03(3917)4663
司⽣堂漢⽅薬店 和漢薬 巣鴨3-33-3 03(3917)2430
みずの 菓⼦製造販売 巣鴨3-33-3 03(3910)4652
御菓⼦司岡埜榮泉 菓⼦製造販売 巣鴨3-33-6 03(3940)0258
サン・まつみや 婦⼈服 巣鴨3-33-6 03(3949)1695
プルメリア 喫茶 巣鴨3-33-6 2F 03(3940)4641
あほやにんにく 薬膳にんにく 巣鴨3-33-1 03(5567)1081
喜福堂 パン 巣鴨3-17-16 03(3917)4938
⽥村帽⼦店 帽⼦ 巣鴨3-17-15 03(3915)1567
京佃煮野村 佃煮 巣鴨3-16-13 03(5961)4366
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⿂卯 ⿂・惣菜 巣鴨3-16-13 03(3917)4968
ふれんど 婦⼈服 巣鴨3-16-12 03(5907)5759
巣鴨萬盛堂本店 ドラッグストア 巣鴨3-16-12 03(3918)5366
マーキュリー 婦⼈服 巣鴨3-15-16 03(3918)2910
モード牡丹 婦⼈服 巣鴨3-15-14 03(3917)5416
ヤマノ巣鴨地蔵店 ⾷品 巣鴨3-14-21 090(5813)0044
ときわ⾷堂 飲⾷店 巣鴨3-14-20 03(5980)8656
⽯榮堂印房 印章 巣鴨3-14-20 03(3917)4778
プチベール ⼋百屋 巣鴨3-14-17 03(5980)7966
栃の⽊屋 そば屋 巣鴨3-14-17 03(5972)1170
ちはらや 家具・福祉⽤具 巣鴨4-21-12 03(3918)5658
松⽉庵 そば屋 巣鴨4-21-9 03(3918)4617
ますや玩具店 模型玩具 巣鴨4-21-9 03(3910)3910
信濃屋 総合⾷品 巣鴨4-19-8 03(3915)1506
巣鴨稲⽑屋 ⿃⾁ 巣鴨4-19-8 03(3918)2832
篠原寝具店 寝具 巣鴨4-23-1 03(3918)4874
マルジ2号店 ⾐料・雑貨 巣鴨4-22-8 03(3918)4505
マルジ4号店 ⾐料・雑貨 巣鴨4-22-7 03(3918)4505
マルジ3号店 ⾐料・雑貨 巣鴨4-22-7 03(3918)4505
澤海商店 作業服 巣鴨4-22-6 03(3917)7414
かねたや インテリア家具 巣鴨4-22-5 03(3917)5032
近江の館 ⾃然健康⾷品 巣鴨4-22-3 03(3917)0887
まる天 練り製品 巣鴨3-38-2 03(3918)3393
⽮崎海苔店 海苔・お茶 巣鴨3-38-2 03(3918)3376
座・ガモール2号店 京都物産品 巣鴨3-38-1 03(5972)1822
おいもやさん興神 芋菓⼦製造販売 巣鴨3-38-1 03(3916)2839
たけやま 飲⾷店 巣鴨3-37-2 03(3915)5709
ことぶきインテリア2号 インテリア⽤品 巣鴨3-37-2 03(3915)3271
ことぶきインテリア1号 インテリア⽤品 巣鴨3-37-1 03(3915)3271
モモコーポレーション 杖・介護⽤品 巣鴨3-37-1 03(3917)5491
越後屋呉服店 呉服・洋装店 巣鴨3-37-1 03(3917)3715
鶴すし すし店 巣鴨3-37-1 2F 03(3918)3495
K＆Yʼs 家庭⽤品 巣鴨4-17-11 03(3917)2689
更科 そば屋 巣鴨4-16-11 03(3918)3268
充味 飲⾷店 巣鴨4-16-11 03(3915)5232
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ビッグ・バン 婦⼈服 巣鴨4-15-10 070(5596)1757
メンズショップイノウエ 紳⼠服・洋品 巣鴨4-15-10 03(3917)0550
清⽔畳店 畳・和⼩物 巣鴨4-14-16 03(3918)3446
はればれ堂別館 ⼿染め・⼿織⾐料 巣鴨4-14-15 03(3917)3131
⼿打ちそば菊⾕ そば屋 巣鴨4-14-15 03(3918)3462
⼭内屋呉服店 呉服 巣鴨4-14-14 03(3917)5456
⾶安 たいやき 巣鴨4-14-13 03(3918)1437
加藤花店 ⽣花・園芸 巣鴨4-14-13 03(3918)0545
押上せんべい ⽶菓製造販売 巣鴨4-14-13 03(3940)6333
ヘアーサロン港 理容 巣鴨4-14-12 03(3910)3741
班⽬たばこ店 趣味の⼩物 巣鴨4-14-12 03(3917)2418
花正 ⽣花・園芸 巣鴨4-13-22 03(3917)5359
清緑園 飲⾷店 巣鴨4-13-19 03(3940)9275
御菓⼦司岡埜榮泉 和菓⼦製造販売 巣鴨4-13-17 03(3915)1336
やなぎ美容室 美容 巣鴨4-13-17 03(3917)7679
ゑぬき 海苔・お茶 巣鴨4-34-2 03(3918)3618
北前船のカワモト 昆布製品 巣鴨4-34-14 03(3916)6370
庚申塚ときわ⾷堂 飲⾷店 巣鴨4-33-2 03(3576)2269
眼鏡⼯房久保⽥ 眼鏡 巣鴨4-33-1 03(3917)5246
メンズショップマルキヤ 紳⼠服・洋品 巣鴨4-33-2 03(3917)5470
巣鴨榮太楼 和洋菓⼦・喫茶 巣鴨4-32-1 03(3918)3301
Rukka 美容 巣鴨4-29-3 03(5972)4511
かわせみ 飲⾷店 巣鴨4-29-1 03(3917)0135
みょうが屋 飲⾷店 巣鴨4-29-1 03(5944)5900
おいもやさん興神 芋菓⼦製造販売 巣鴨4-29-1 03(3576)2772
ミミー補聴器 補聴器 巣鴨4-28-4 03(5961)1533
GOU ジュエリー 巣鴨4-28-4 03(5394)3481
ブティックナトリ 婦⼈服 巣鴨4-28-2 03(3918)3484
神⼾旅靴屋 靴 巣鴨4-26-6 03(6903)5750
シモムラ洋装店 婦⼈服 巣鴨4-26-5 03(3917)1825
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