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自由が丘さんぽ special ver.「女神の食卓」
発刊にあたりまして

私たちの愛する街自由が丘は、春は「桜まつり」から始まり、秋は数十万の人々が訪
れる「女神まつり」など、素敵なイベントが目白押しの全国でも有数の街ですが、なん
といっても最大の魅力は、活気溢れる飲食店から生まれる心躍るような賑わいではない
でしょうか。
コロナ禍では自由が丘の飲食店も、時短要請などにより大変厳しい状況におかれてい
ましたが、現状では街の活気を取り戻すために一致団結されており、我々も何かお役
に立ちたいと考え、当金庫が発行している「自由が丘さんぽ」の特別版として、この「女
神の食卓」を、自由が丘商店街振興組合様と共同で発刊させて頂くこととなりました。
ここに掲載されている飲食店は、とても優しく温かで、そして何より美味しいお店ばか
りです。ぜひとも本誌を片手に、自由が丘の街をさんぽして頂けますと幸いです。

城南信用金庫の取り組み

城南信用金庫では、「さんぽシリーズ」と題し、営業店職員が近隣の飲食店を取材した小冊子を発
行しており、これまでに自由が丘エリアでは、「自由が丘さんぽ」「自由が丘さんぽNo.2」を発
行しています。
他にも、地域で活躍する中小企業者を再発見していただくため、お取引先紹介誌「うめナビ」を毎月発
行しています。いずれもこれまでのバックナンバーを当金庫のホームページからご覧いただけます。

全国の信用金庫が協力して運営する“よい仕事おこしネットワーク”では、ｗeb上で全国の逸品のお取
り寄せ情報を発信する「お取り寄せガイド」、テイクアウト等を実施する地域の飲食店の情報を発信
する「テイクアウト支援サイト」を運営しています。地域の名店がたくさん掲載されていますので、
是非ともこちら二次元コードからよい仕事おこしネットワークのホームページをご覧ください。

さんぽシリーズ

お取り寄せガイド

うめナビ

テイクアウト
支援サイト
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女神も微笑む自由が丘の飲食店たち
～ウィズコロナの時代 安全安心をお届けする～

1961 年、自由が丘駅前に建立された女神像。街の人たちが建設委員会を設立し、
資金を集め澤田政廣氏に依頼しました。それから 60年、女神像はずっと自由が
丘の街を見守ってくれました。そこへ突然襲ってきたのが新型コロナウイルス！
世界中を混乱の渦に巻き込み、自由が丘もその例外ではありませんでした。特に
飲食店への影響は凄まじく、約 2年に渡り対応を余儀なくされています。やっ
とここへ来て明るい兆しが見えて来たように思いますが、新たな変異株が発見さ
れ、まだまだ戦いは続くことが考えられます。それは、ウィズコロナの時代の始
まりでもあります。ここに掲載された飲食店は、お客様を万全な状態でお迎えす
る為に努力を続けてきました。安心してお食事をお楽しみください。そんな飲食
店の姿に、きっと自由が丘の女神も微笑むでしょう。

原　武
自由が丘商店街
振興組合理事⾧

街の取り組み

自由が丘商店街振興組合からの最新情報を「自由が丘オフィ
シャルウエブサイト」から発信しています。これまで隔年発
行していたオフィシャルガイドブックを、組合加盟店のほぼ
全店舗の情報を掲載し、毎年発行いたします。

ミツバチの蜜源になるよう、街中にバラを広めています。女神
まつりで女神像を装飾したバラを、希望される店舗や住民の方
に配布して育ててもらっています。そして5年をかけて自由が
丘のオリジナルのバラも作りました。

自由が丘最大のイベント「自由が丘女神まつり」を代表とす
る季節を感じさせるイベントを年間を通して行っています。
お子様からお年寄りまでたくさんの方が楽しんでいただける
よう、盛沢山の企画でお迎えしています。

駅近くの屋上でミツバチを育てています。ミツバチが元気に
飛び回り、蜜を集め受粉をし、街の緑を豊かにする。それは
きっと人にとっても優しい空間です。ミツバチと人とが心地
ち良く共存できる自然環境を目指して活動しています。

自由が丘商店街振興組合



奥沢、洗足、九品仏でも大好評の
お弁当をランチタイムのみ営業！

MAP1

カフェ・パン・デリ・スイーツ
いなげや　自由が丘店

数量限定のバラエティ豊かな2種類の日替わり弁当が
自慢です♪白米と玄米から選べるごはんは大盛りも無
料なので、お気軽にお申し付けください！定番のから
あげ弁当や自由が丘店限定の特別弁当など、ランチタ
イムのみのおいしいお弁当をご用意してお待ちしてお
ります。

目黒区自由が丘1-29-16
自由が丘会館1F

 090-5557-5295
営  平日11:00～15:00 土11:00～
14:30　※お弁当がなくなり次第終了で
す。　休 日・祝日休

すべて自家焙煎でご提供する
居心地の良い小さなcaféです。

MAP2

カフェ・パン・デリ・スイーツ
Café Mint

店内8席、カウンター越しにTO販売と珈琲豆販売を
しています。珈琲のお供として自家焙煎アーモンドや
産地別チョコレートの他トースト各種と日替わりの自
家製おやつがございます。ワンちゃん入店OK、看板
犬「UTA：1歳」も皆様のご来店お待ちしております
♡。

目黒区自由が丘1-15-10
ジュンビル1F

 03-6421-3028
営 平日8:00～18:30　
土日祝11:00～18:00
休 水休

ケールサラダとブリトーの
お店がOPEN

MAP3

カフェ・パン・デリ・スイーツ
ケールの王様　自由が丘

2021年7月OPEN！完全キャッシュレス三田、富ヶ谷に
続き初の単独店舗が自由が丘にオープン！減農薬ケール
を使ったサラダとブリトーのお店です。冬はサラダに合
うスープもございます。テイクアウト、テラスでの店内
利用、Uber Eatsなど対応しています。お気軽にご利用
くださいませ。

目黒区自由が丘1-24-6 
CasaDeLaurel 1A

 03-5726-9324
営 11:00～19:30
休 無休

life brfins after coffee
1日はコーヒーで始まる

MAP4

カフェ・パン・デリ・スイーツ
Sunset coffee

サンセットエリアの中心に位置する、スタンド式の
コーヒー店です。豆は目利きに定評のある三軒茶屋
OBSCURA（オブスキュラ）で特別に焙煎されたも
のを使用。深煎りから浅煎り、カフェインレスまで、
お好みによって常時6種類ほどがそろいます。片手で
食べられて軽食代わりになるバンウドケーキやマフィ
ンを用意してお待ちしております。

目黒区自由が丘1-26-14
オクズミビル1F

 03-5126-9203
営 平日10:00～17:00 
土日祝11:00～18:00
休 無休
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資生堂パーラーの
美味しい味を満喫

MAP5

カフェ・パン・デリ・スイーツ
資生堂パーラー  自由が丘店

資生堂パーラー初の路面店となる自由が丘店は、資生
堂パーラーの伝統の洋食メニューから自由が丘店オリ
ジナルデザートなどたくさんのメニューをご用意して
おります。物販コーナーも併設されており、チーズ
ケーキや花椿ビスケットなど数多く取り揃えておりま
す。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

目黒区自由が丘1-4-10 
quaranta1966 1F

 03-3718-7620
営 11:00～21:00（L.O. 20:00）
休 月休（祝日は営業）、年末年始

毎日30種類以上のお惣菜が並ぶ
自由が丘の台所

MAP6

カフェ・パン・デリ・スイーツ
自由が丘 味よし

毎日店頭には30種類前後のお惣菜や店主自らが釣っ
た魚を使った料理が並ぶことも…
「おまかせ弁当（¥580）」の中身は日替わりでその
日の惣菜からバランスよく詰められています。今日は
疲れて何も作りたくない。そんな日は味よしにお立ち
寄りください！

目黒区自由が丘1-27-2
ひかり街1F

 03-3718-9777
営 9:30～20:30
休 水休

〝あんしん×やさしい＝おいしい〟
がコンセプトのハンバーガー店

MAP7

カフェ・パン・デリ・スイーツ
自由が丘バーガー本店

マスターのアメリカ好きが高じて始まったハンバーガー
屋さん。ママさんの、身体に優しい、安心な物を食べさ
せたいという想いがつまったハンバーガーをぜひ、屋上
テラスで自家製ドリンクやビールを片手にどうぞ！

目黒区自由が丘1-3-15 
BISビル4F

 03-6459-5133
営 平日11:00～21:00
（L.O.20:00）
休 年末年始（臨時休業あり）

グルテンフリーパン・米粉を使用したパン
完全グルテンフリースイーツ

MAP8

カフェ・パン・デリ・スイーツ
自由が丘ベーカリー

当店では米粉100％グルテンフリーパン、米粉と小
麦を融合させたハイブリットパンそして、完全グルテ
ンフリーで製造しているスイーツを販売しておりま
す。ケーキはパティシエが試行錯誤を重ね小麦粉を一
切使わずにこだわりをもって全てを作りあげていま
す。是非、当店自慢のパン、ケーキをお試し下さい。

目黒区自由が丘1-26-9
 03-6421-4761

営 火～土11:00～20:00、
日祝11:00～19:00
休 月休（月が祝日の場合は火休）
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毎朝手作りしております。
お持ち帰り・出前寿司専門店

MAP9

カフェ・パン・デリ・スイーツ
すし処桃山

当店は、江戸前寿司・大阪寿司の、持ち帰り・出前専
門店です。生物は御注文頂いてから作りますので、お
時間をいただきます。予約も出来ますので買い物、美
容院、歯医者等、ご用事の前に注文して下さい。予約
は、店頭でも電話でも出来ます。新鮮なお寿司をお持
ち帰りでぜひご賞味下さい。

自由が丘1-28-8
自由が丘デパートビル1F

 03-3717-7449
営 10:00～20:00
休 水休

日本の四季を楽しめる食の
セレクトショップ

MAP10

カフェ・パン・デリ・スイーツ
田ノ実　自由が丘店

1階は、全国から選び抜いた加工食品や、和食の基本
食材のほか、ジェラートやフルーツを販売。季節行事
に合わせた食器や雑貨も取り揃えています。
2階では、野菜がたっぷりの汁とお花をかたどったお
むすびのランチセットや、カフェメニューも充実。使
用している食材の一部は1階のショップでもお求めい
ただけます。

目黒区自由が丘1-26-16
田ノ実ビル

 03-5726-5020
営 1F 10:30～19:00 
2F 11:00～18:30（L.O.18:00）
休 不定休（年末年始のみ）

MAP11

カフェ・パン・デリ・スイーツ
ドライフルーツのお店アラカルト

目黒区自由が丘1-24-6
自由が丘フラット1F

 03-5726-8773
営 11:00～19:00
休 水休

素材や製法にこだわった
ドライフルーツ専門店！
国産品を中心に国内外から厳選されたドライフルーツ
を豊富に取り揃えています。
できる限り無添加にこだわった自然の恵みがギュッと詰
まったアラカルトのドライフルーツはフルーツ本来の甘
みや風味を堪能できるものばかり。他では出会えないこ
だわりのドライフルーツをお楽しみいただけます。
https://www.alacarte-jiyugaoka.com

MAP12

カフェ・パン・デリ・スイーツ
News café

目黒区自由が丘2-9-11
八幸ビル401 

 03-3725-6450
営 月木金土12:00～21:00
（L.O.20:00）、日祝12:00～
19:00（L.O.18:00） 休 火水休

アメリカの食堂 ＆カフェ
当店ではオーナーがアメリカ南部、西海岸、東海岸、
中西部などのアメリカンダイナー、カフェ、ファー
マーズマーケットなどを訪ねて食べ歩きをしていま
す。サンドイッチ、パンケーキ、テックスメックス、
ホットドッグ、通常のお食事、ベジタリアン、ヴィー
ガンの方達が一緒に楽しいお食事を楽しめるよう沢山
のオプションをご用意しています。
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MAP13

カフェ・パン・デリ・スイーツ
ふなわかふぇ自由が丘店

目黒区自由が丘1-26-2
 03-3723-4001

営 11:00～19:00
休 1/1～1/3

浅草でお馴染み、舟和の味が楽しめる
和と洋を融合したかふぇです。
浅草に本店を構える舟和のかふぇです。和の芋ようか
ん、あんこ玉はもちろん、お芋のペーストを使った洋
のお芋ラテ、芋ようかんソフトパフェなども人気の商
品です。舟和が元祖であるみつ豆、あんみつもご用意
しております。白玉、ソフトクリームのトッピングも
できます！ふなわかふぇ自由が丘店にぜひお立ち寄り
下さい♪テイクアウトのみのご利用も大歓迎です！

MAP14

カフェ・パン・デリ・スイーツ
.OTTEN

世田谷区奥沢5-26-9
営 12:00~19:00
休 月火水休

スパイス・甘みをカスタムできる
CHAI TRAILER
日本ではあまり見かけない特徴的な車体のオランダ製
キャラバンOTTEN（エッテン）を使用してそのまま
お店の屋号にしました。全国の人気店から素材を集め
てメニューを全面リニューアル。なかでもチャイと抹
茶ラテ、ホットドッグがおすすめです。自由が丘散策
のお供にどうぞ。
HP:https://www.otten.tokyo

MAP15

カフェ・パン・デリ・スイーツ
ベルアメール自由が丘店＆カフェ ベルアメール

目黒区自由が丘2-9-4
岡ビル1F

 03-6421-1466
営 10:30～19:30（L.O.19:00）
休 無休（年末年始除く）

チョコレートの香りに包まれる、
幸せのカフェ空間
ショコラ専門店ならではの華やかなショコラデザート
に加え、本格的なお食事まで多彩なメニューをお楽し
みいただけるカフェ ベルアメール。
季節に合わせたアフタヌーンティーやランチセット
を、落ち着いた空間でゆったりとお召し上がりいただ
けます。また、お持ち帰りに最適なチョコレートや
ケーキなども豊富に取り揃えております。

MAP16

カフェ・パン・デリ・スイーツ
MILKLAND HOKKAIDO → TOKYO

目黒区自由が丘1-26-16 
山川ビル1F＆2F 

 03-3723-5700 
営  11:00～19:00（2階レストランは
L.O.18:00／1階カフェは18:30L.O.）
休 水休（水が祝休日の場合は翌木休）

自由が丘に北海道の牧場⁉
酪農王国・北海道のミルクをご堪能‼
北海道の酪農家による北海道産牛乳乳製品のアンテナ
ショップとして、北海道牛乳の飲み比べや、濃厚な生
クリームや旨味たっぷりのチーズを使ったお料理やス
イーツ、月替わりのソフトクリームなど、酪農王国・
北海道から取り寄せた本場のミルクをご堪能できま
す。北海道牛乳やチーズ工房のこだわりチーズも数多
く取り揃えています！
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MAP17

カフェ・パン・デリ・スイーツ
Royal Crystal CAFÉ 自由が丘

目黒区自由が丘2-16-3
ロイヤルクリスタル自由が丘

 03-5726-9268
営 11:00～20:00
休 無休

ゆったりとした空間で自家焙煎のコーヒーと
アフタヌーンティーやランチはいかがですか？
店内で自家焙煎したコーヒーを煎りたて、挽きたて、
淹れたてでご提供いたしております。コーヒーの他、
ランチ、アフタヌーンティー、各種スイーツもござい
ます。またコーヒー豆やギフト商品も販売しており、
アンティークカップコレクションも展示しています。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

MAP18

和食・寿司・そば
味の店　瀬戸

目黒区自由が丘2-11-16
 03-3723-9443

営 12:00～15:00、
17:00～20:00
休 水木休

夫婦で営む、心暖まる
しらかば通りの定食屋
サラダ油のみで揚げる料理は、サッパリとした食感で
素材のおいしさが引き立ちます。北海道産男爵いも使
用のコロッケと、鳥取産大山鶏の唐揚げ、チキンカツ
が好評。ロースかつ「白金豚」を使用し、ボリュー
ム、おいしさともに満点。小さな店内は7席で満席。
お客様との会話が弾むお店です。

MAP19

和食・寿司・そば
うなぎ　ほさかや

目黒区自由が丘1-11-5
ほさかやビル1F

 03-3717-6538
営 16:00～20:00（ランチ11:30～
14:00）
休 日・第2月休

備長炭で焼き上げたうなぎを満喫！
駅近絶好のロケーション
自由が丘で創業71年のうなぎ専門店。ランチサービ
ス（11:30～14:00）うな丼1,500円、蒲焼1,700
円、塩焼き400円、からくり400円、かしら焼300
など良心的なメニューは持ち帰りも可能です。お酒、
ビール、焼酎で気軽に楽しんで栄養補給にも最適で
す。客席数20席で、常連客も多い人気店です。

MAP20

和食・寿司・そば
江戸前回転寿司ぎょしん自由が丘店

目黒区自由が丘2-12-17
 03-3717-6090

営 11:30～22:00
休 無休

「板前握りの本格江戸前寿司はいかが」
毎朝、河岸から届けられる新鮮な魚を自店で仕込み、
機械には頼らず、全て本格板前握りのお寿司を提供
しております。常に60種類以上のネタを揃え、一皿
130円（税込143円）から、ランチタイムにはお得
な海鮮丼などもございます。お持ち帰りのお寿司のご
注文も承ります。
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MAP22

和食・寿司・そば
蒲焼割烹 八沢川

世田谷区奥沢5-25-12
 03-3717-7950

営 11:30～15:00（L.O.14:30）
16:30～21:00（L.O.20:00）
休 水休

今年の9月で創業65年
リニューアル1周年
自由が丘でうなぎといえば「八沢川」。大人がゆっく
りとくつろいで　本物の味を楽しめる店。定番の厳
選したうなぎを最高級の備長炭で焼き上げた「うな
重」。ほかのメニューも絶品揃い。一日限定20食の
特選鰻はもちろん、天然うなぎも入荷する場合がござ
います。（要予約）会席料理は10日に一度メニュー
を変更。毎回違った味を楽しめます。

MAP23

和食・寿司・そば
炭焼 小料理 わさび

目黒区自由が丘2-14-2
モンシャテーヌ自由が丘2F

 03-5731-0162
営 17:30～23:00
休 月休

「繊細派」を夢中にさせる
趣向を凝らした料理
店主自ら選んだ厳選された食材を炭火で焼き上げる料
理はどれも絶品。日本の四季を大切にし、旬の食材を
楽しめるお料理をご提供しております。お酒は、日本
酒をはじめ、地酒・焼酎・ワインと厳選した銘柄をご
用意しております。天井が高く、開放感があり、木の
ぬくもりとコンクリートが合わさった和モダンな空間
でおもてなし致します。

MAP24

和食・寿司・そば
長寿庵

目黒区自由が丘1-15-10
 03-3718-3618

営 ランチ11:30～14:30
ディナー17:30～20:00
休 木休

確かな味とボリューム
地元で愛される〝お蕎麦屋さん〟
自由が丘の住民とお勤め人ご用達の、昔ながらの＂お
蕎麦屋さん＂。落ち着いた雰囲気の中で、懐かしい味
の江戸そばやうどん、丼物がいただけます。お昼時の
人気メニューは少し甘めの味がクセになるカレー南ば
ん。ボリュームたっぷりで、しっかりとお腹をみたせ
ます。ひとりでも気軽に入れて、くつろげるお店です。

MAP21

和食・寿司・そば
沖縄料理とそーきそば　たいよう食堂

目黒区自由が丘2-11-13
 03-5701-0231

営 11:00～23:00
休 無休

沖縄創作料理と泡盛を
沖縄音楽が流れる店内でごゆるりと♪
朝11時から朝4時までノンストップ営業‼店内に流
れる沖縄音楽と雰囲気でいつでも沖縄気分を満喫‼お
昼には定食、夜にはオリオンビールと共に♪お一人様
でもお気軽にご利用できます。トロっトロに煮込んだ
ラフテーをはじめ、沖縄創作料理を是非ご堪能くださ
いませ‼
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MAP25

和食・寿司・そば
とんかつ 味の一番

自由が丘1-28-8
自由が丘デパート2F

 03-3717-4855
営 11:00～21:00
休 水休

おかげさまで創業65年
お客様のお陰で長年続けてこれました。
とんかつ・すき焼き・しゃぶしゃぶをメインに数多く
のメニューを取り揃えております。精一杯感謝の気持
ちを込めて料理を提供させて頂きます。美味しいお酒
も豊富です。40名までの宴会可能。皆様のご来店心
よりお待ち申し上げます。

MAP26

和食・寿司・そば
とんかつ丸栄

目黒区自由が丘2-11-16
 03-3717-3418

営  平日11:30～14:30（L.O.）/17:00
～20:30（L.O.）土日祝12:00～14:30
（L.O.）/17:00～20:30（L.O.）
休 火休（祝日の場合は営業、振替休あり）

思わず「美味しい！」と
声が出る絶品とんかつ
片面ずつフライパンとラードで揚げるという当店独自
の製法により、衣はパリッとしながらも肉はとても柔
らかくジューシーに仕上げており、噛めば旨味が溢れ
出します。ガス釜で炊いた新潟産コシヒカリと秘伝の
赤だしの味噌汁も是非一緒に味わってください。ご来
店お待ちしております。

MAP27

和食・寿司・そば
二八庵 さらしん

目黒区自由が丘1-29-4
 03-3717-1097

営 11:00～14:30、
16:00～20:00
休 月休（詳しくはお問合せください）

上質な材料にごだわり女性に大人気で
気軽に入れる日本蕎麦店
圧倒的に女性客が多いお店です。店内は明るく広々、
歴史を感じさせる造り。座敷は小上がりでおくつろぎ
いただけます。北海道産そば粉使用の白いおそばは、
コシが強くみずみずしいと人気。ヘルシーな梅かいわ
れそばなど女性好みのオリジナルメニューが充実して
います。

MAP28

和食・寿司・そば
焼魚と家庭料理　つばき食堂

目黒区自由が丘1-11-1
 03-6421-4831

営 11:00～15:00、
17:00～23:00
休 12月31日～1月1日

懐かしい味を和の空間で楽しめる
家庭料理をメインとした食堂
昼は定食。夜はおつまみ、おばんざいで一杯飲める焼
き魚と家庭料理のお店です。焼き魚、ご飯、お味噌汁
をメインとし、家庭の味でありながら手の込んだ料理
を和の空間でお楽しみいただけます。健康に気を遣っ
ている方、バランスの良い食事を取りたい方にもぴっ
たりなお料理をご用意しております。駅からも、徒歩
1分ですので、お気軽にご来店ください。
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MAP29

和食・寿司・そば
和食や　ちそう

目黒区自由が丘1-26-14
オクズミビルB1F北側　

 03-3725-0078
営 ランチ　11:30～14:30（L.O.13:30）
ディナー　17:00～23:00（L.O.22:00）
休 不定休（ランチのみ月休）

お出汁にこだわる隠れ家和食。フルオープン
キッチンカウンターと完全プライベート個室
本格和食をカジュアルに楽しむことができる、自由が
丘・カトレア通りにある隠れ家和食店。人目を気にせ
ず出入り出来る個室もあり、接待や会食といったプラ
イベートな食事の場面でも活躍してくれます。月替わ
りの懐石コースは和食の醍醐味であります旬を感じる
品々でご用意しております。お気軽にお立ち寄りくだ
さい。

MAP30

洋食・地中海料理
イレールビス自由が丘

世田谷区奥沢5-24-2　
B.L AOKI1F

 03-6421-1600
営 水木金17:00～21:30（L.O）
土日祝11:30～15:30　17:00～
21:30（L.O）　休 月火休

自然派ワインをグラスで楽しめる
大人が集うビストロ料理店
「イレール 人形町」の姉妹店として、自由が丘裏道
にオープン。自然派ワインをグラスで10種類、ボト
ル150種類の品揃えで、料理は日替わりメニュー、
ウフマヨネーズなどのアミューズから、フランス産鴨
コンフィなど本格ビストロ料理が気軽に楽しめます。
2021年　フランス　レストランガイド「ゴ・エ・ミ
ヨ」日本版「POP部門」に掲載されました。

MAP31

洋食・地中海料理
ヴァン・ヴィーノ !

目黒区自由が丘2-15-24 2F
 03-5731-2632

営 ランチ平日11:30～14:30（L.O. 
13:30）　土日祝11:30～15:00（L.O. 
14:00）　ディナー17:30～22:30（L.O. 
21:00）変更あり　休 水木休

素材を活かしたイタ飯食堂
駅前の雑踏を抜け閑静な住宅街へ続く「奥自由が丘エ
リア」で、小さなイタリアンはみなさまのお越しをお
待ちしています。創業20年を迎えたヴァン・ヴィー
ノ!の洗練された美味しい料理とワインで豊かな時間
をおすごしください。

MAP32

洋食・地中海料理
VINOTECA MESSINA

目黒区自由が丘1-11-4
二葉ビル1F

 03-5701-7205
営 平日17:00～23:00
土日祝12:00～23:00
休 12月31日、1月1日

リーズナブル×美味しい
カジュアルなイタリアンバル♪
コンセプトは「本格料理を気軽&リーズナブルに多く
の人に楽しんで欲しい！」お料理に合わせたワインも
世界10ヶ国以上からご用意♪土日限定のランチもお
すすめです！歓送迎会や女子会、誕生日、ママ会など
様々なシーンで利用いただけます。テイクアウトも是
非お気軽にお問い合わせください☆
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MAP33

洋食・地中海料理
OIL&VINEGAR RESTAURANT 瑞穂

目黒区自由が丘2-8-8
LeCielBlue2F

 03-6421-1211
営 11:30～15:00（L.O.14:00）、
17:00～22:00（L.O.21:00）
休 水休

最高品質のオリーブオイルと
ビネガーを味わえる
お料理をより美味しく味わって頂くためにオリーブオ
イルとビネガーと素材との相性、新しい料理の発想を
常に念頭に入れて、メニューを考えています。手間を
かけて吟味した美味しい料理ととても相性の良い高品
質なエキストラヴァージンオリーブオイル、フレー
バーオリーブオイル、ビネガーを楽しんで頂く事をコ
ンセプトとしています。

MAP34

洋食・地中海料理
Cathy's

目黒区自由が丘2-11-11
水谷ビル2F

 03-6421-1810
営 平日16:00～23:00、
土日祝11:30～23:00（休憩時間なし）
休 不定休　

日本各地から毎日入荷する生牡蠣と、
ワイン、シャンパンのお店
自由が丘駅から1分。白を基調にしたカジュアルな店
内。ワインやシャンパンにあう本格イタリアンや、毎
日各地から入荷する鮮度抜群の生牡蠣とシーフード、
お肉等が気軽にお楽しみ頂けます♪　お洒落な半個室
席（3室ご用意）はご家族や女子会にオススメ♪是非
お立ち寄りください。

MAP35

洋食・地中海料理
Sans Maquillage（サン マキアージュ）

目黒区自由が丘2-16-19
 03-3725-2033

営 ランチタイム12:00～14:00、
ディナータイム18:00～22:00（最終入
店19:00）
休 火休　

新鮮野菜とオリーブオイルを主体とした
さっぱり系新感覚フレンチ
自由が丘駅から徒歩5分。街の喧騒から少し離れた住
宅街に佇むフレンチレストラン。南フランスで経験を
積んだシェフの作る料理は、バターをほとんど使わな
いオリーブオイル中心のやさしい味わい。フランス料
理の伝統を守りつつ、新しい調理法を取り入れたクラ
シックかつモダンなスタイル。白と紺を基調にした明
るく清楚な店内でフランス料理をお楽しみください。

MAP36

洋食・地中海料理
自由が丘マリスコス

世田谷区奥沢5-41-13 第二サンコー 
ポラス1F　  03-6715-6228
営  平日11:30～15:00（L.O.14:30）、
17:00～23:00（L.O.22:00）、土日祝
11:30～23:00（L.O.22:00）
休 年末年始

創業32年！名物パスタなど、美味しい、
安心、安定のマリスコス‼
魚介系のお料理を中心に、丁寧に作られましたお料理
をメインにワインなどを楽しんで頂けます。もちろん
お肉料理も充実。お酒が苦手な方にも楽しんで頂けま
す。店内にはテーブル席の他、バーカウンターもござ
いますので女子会やデートはもちろん、お一人様での
ご来店も大歓迎です。

10



MAP37

洋食・地中海料理
JIYUUGAOKA RICE WINE JAUNTY

目黒区自由が丘1-12-6 2F
 03-6421-3861

営 日～木18:00～25:00、
金～土18:00～26:00
休 日休（月祝日の場合は日曜日営業、
月休）　

豊富に揃うワインや日本酒と
創作料理を共に堪能できるお店
お酒によく合う創作料理が楽しめる「JIYUUGAOKA 
RICE WINE JAUNTY」です。おすすめは、一品一品手
の込んだ前菜盛り合わせ、本場のスパイスを駆使した
『特製インドカレー』もおすすめです。豊富に揃うワイ
ンや日本酒と共に堪能できます。ワイン1杯からしっか
りお食事まで自由に利用可能。居心地のよさが魅力で、
女性ひとりで訪れるのにも最適な一軒です。

MAP38

洋食・地中海料理
スペイン料理エル・ペスカドール

目黒区自由が丘1-13-4
シャイン自由が丘ビル1F

 03-3723-8471
営 11:30～14:30、
17:00～22:00
休 月休　

パエリアが最高に美味しい
気楽なスペインレストラン
もともとフレンチの料理人だったオーナーシェフ清水
雄一さんがスペインを訪れスペインで食べた料理にハ
マって、フレンチをやめ、素材そのものを味わうスペ
イン料理に転向し、アンダルシアのレストランチコメ
ディーナなどで修行し、日本に美味しいスペイン料理
を広めたいと開いたお店です。

MAP39

洋食・地中海料理
Tante Risa 笑多

目黒区自由が丘1-3-17 GranDuo自由が丘
4 1F　  03-6421-2755
営  LUNCH 11:30～15:00（13:30L.O.）　
DINNER 17:30～23:00（21:30L.O.）　
CAFE（土日祝限定）～17:00（16:30L.O.）　
休 月休、その他不定休あり　

日本初の身体に良い糖の希少糖を
使ったカジュアルなイタリアン
日本で唯一、全てのお料理やドルチェに砂糖不使用
で、低GI甘味料の希少糖のみを使ったイタリアン。
シェフは三軒茶屋のぺぺロッソ遠藤シェフの元でその
味を引き継ぎ、自由が丘で2021年5月にリニューア
ルオープン。季節の食材や期間限定メニューなど「一
度は食べていただきたい一皿」や「また食べたくなる
一皿」をご用意しております。

MAP40

洋食・地中海料理
DevilCraft 自由が丘

目黒区自由が丘2-12-18
ジェイパーク自由が丘1F　

 03-5726-9072　
営 水～木17:00～22:00、
金17:00～22:30、土12:00～22:30、
日12:00～21:00　休 月火休

自由が丘唯一！16種のクラフトビールと
シカゴピザが楽しめます！
品川で醸造しているオリジナルクラフトビールと、本
場シカゴスタイルピザが名物のアメリカンレストラ
ン。開放的なテラスがあり、お子様連れのご家族や多
国籍なお客様が集うお店です。相性抜群なビールとピ
ザを堪能してみませんか！フードテイクアウト可。
HP : https://www.devilcraft.jp/
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MAP41

洋食・地中海料理
ピーターラビット™  ガーデンカフェ　自由が丘

目黒区自由が丘1-25-20
自由が丘MYU 1F

 03-3725-4118
営 平日11:00～19:00（L.O.18:00）、
土日祝11:00～20:00（L.O.19:00）
休 無休　

『ピーターラビットのおはなし』シリーズ
のテーマカフェ！
世界的ベストセラー絵本『ピーターラビットのおはな
し』シリーズの世界観と“英国らしさ”を追及した空間
でアートや絵本を見ながらゆっくりとした贅沢時間 
をお過ごしください。（写真左：スペシャル　ティー
スタンド～ブリティッシュ～、写真右：ピーターラビッ 
トのふかふかおふとん～スフレケーキ～）

MAP42

洋食・地中海料理
フェリーチェ

目黒区自由が丘1-12-6
自由が丘センタービルB1F

 03-6421-2270
営  ランチ11:30～16:00/ディナー
16:00～21:00（L.O.無くなり次第終了）
休 不定休　

観光客や、女学生に人気の
手作り感溢れる小さな隠れ家
自由が丘のオムライスと言えばフェリーチェそうお客
様に言って頂けることも。。
当店はふわふわのオムレツをお客様の前でカットいた
します‼見て美味しい食べて美味しいオムライスをご
堪能ください。

MAP43

洋食・地中海料理
フランス料理 プティマルシェ

目黒区自由が丘1-25-22
ギャラクシービル2F

 03-3723-7907
営 ランチ11:30～15:30（L.O. 14:00）／
ディナー17:30～22:30（L.O. 21:00）　
休 水休・第1・3火休　

自由が丘に愛されて42年‼　
今年も感謝の年‼
コンセプトは「フレンチを気軽に楽しめる店」。フラ
ンス直送の鴨やフォアグラ、長崎・八幡浜などの新鮮
な魚介類、マダムの実家新潟十日市町から妻有ポーク
など食材も充実など素材も充実。四季折々の季節メ
ニューもご用意してます。
HP : https://petitmarche-jiyugaoka.owst.jp

MAP44

洋食・地中海料理
L’attache

目黒区自由が丘1-10-5 タイガービル4F　
 03-6421-3431

営 12:00～15:00（L.O.14:00）
※ランチ営業は土日祝日のみ
18:00～23:00（L.O.22:00）
休 火休　

小さな隠れ家フレンチレストラン
お任せコースにアラカルト料理もご用意
＂通えるフレンチレストラン＂をコンセプトとしたシチュエー
ションに合わせたお任せコース主体の小さな隠れ家フレン
チレストランです。＂香り＂を大事にし、素材の味を最大限に
引き出しながら、一つ一つ丁寧にご提供いたします。友人
の家に招かれた様な温もりのある空間で、香り高いお料理
と仏産ワインをお楽しみください。アラカルトメニューもご
用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

12



MAP45

洋食・地中海料理
Restaurant Le joujou

目黒区自自由が丘1-11-1
丸家ビル3F

 03-5726-8018
営 17:00～23:00（L.O.21:30）
休 不定休

こだわり抜いた食材で織りなすフレンチを
大人のためのダイニングスペースで楽しむ。
イタリア、フランスの名店で計7年半の修行を積んだ
シェフが創り出すフレンチは、育まれた産地や生産者
にこだわり抜いた厳選素材で織りなされ、イタリア料
理的要素を取り入れたメニューも随所に顔をのぞかせ
ます。店内は、周りの喧騒を感じさせないシックな大
人の空間。

MAP46

洋食・地中海料理
ワインとイタリア料理 141

目黒区自由が丘2-14-1
とり正ビル3F

 03-6421-3365
営 18:00～2:00
休 木休

多様なワインとお食事が深夜まで
楽しめるイタリアン
自由が丘駅から徒歩2分の隠れ家イタリアン深夜2時
まで営業しております。ソムリエセレクトのイタリア
ワインは現行ヴィンテージから少し古めのワインまで
吟味してご用意しております。旬の食材を使ったお料
理と一緒にお楽しみください。お一人様でもお楽しみ
いただけます。

MAP47

洋食・地中海料理
和風ハヤシばべりこ

目黒区自由が丘1-5-9
リバティビル1F

 03-6421-1686
営 11:00～22:00
休 月休

かつお出汁香る
和風ハヤシライス専門店
2021年11月1日にオープンしたハヤシライス専門
店。自家製かつお出汁とフォンドヴォーでじっくり煮
込んだ和のハヤシライスです。柔らかな国産牛と香り
豊かなバターライスが食欲を掻き立てます。
珍しい和風のハヤシライスを是非一度お試しくださ
い。ご来店お待ちしております。

目黒区自由が丘1-12-4 MKビル1F
 03-3723-9145　営 平日11:30~17:00 

（L.O.16:45）、18:00~22:30（L.O.22:00）、
土日祝11:30~17:00（L.O.16:45）、
18:00~22:00（L.O.21:30）
休 不定休（お電話にてご確認下さい）

MAP48

中華・ラーメン
元祖中華つけ麺大王総本店

1974年に日本で初めてつけ麺と命名し
ここ自由が丘にオープン！
当店オリジナルの特選和風こがし醤油つけ麺1,200円を
はじめ、様々な創作つけ麺を取り揃えております。麺は
特注の茹で麺機により高温で茹であげる為、モッチリ、
コシのある味わいで、炒め物、丼物も多数。国産の上質
な豚バラ肉のチャーシューや手作りの餃子は大人気。 
小皿のおつまみも100円～！ビールはサッポロ赤星、 
ハイサワー缶や紹興酒、日本酒等。是非ご来店下さい。
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目黒区自由が丘1-29-17　
持田ビル1F

 03-3718-8833
営 11:30～15:30、
17:00～22:00
休 無休　

MAP52

中華・ラーメン
上海ダイニング状元樓

横浜中華街発　本格上海料理を
「老上海」的な店内で堪能
横浜中華街に1955年に創業した上海料理の老舗が、 
伝統的な上海料理「老菜」と3代目華僑による「新菜」 
を融合。古き良き1920年代をイメージした上海料理
店です。伝統的でありながらスタイリッシュな上海料
理が堪能できる自由が丘の隠れ家的お店です。ご来店
お待ちしております。

目黒区自由が丘1-10-5　
タイガービル1F

 03-6421-4941
営 11:00～28:00
休 無休

MAP49

中華・ラーメン
九州らーめん　博多吉もん

自由が丘の改札真横で
博多豚骨ラーメンといえばこのお店
九州らーめんのルーツである久留米らーめんを、臭み
の無いマイルドなスープと、細くて腰の強い麺で合わ
せています。相性抜群な麺とスープは、麺がスープに
よく絡みます。自由が丘で豚骨ラーメンが食べたく
なったら吉もんへいらしてください。自由が丘駅北口
を出て右手すぐにございます。

目黒区自由が丘1-11-2
 03-6421-1501

営 日・月11:00～24:00、
火～土11:00～翌4:00
休 無休

MAP50

中華・ラーメン
餃子と中華　豆点

「ボリューム満点！」本格的な味を楽しめる大衆中華
オリジナル豆点餃子も人気です。
ぷりぷりの大粒の海老はここで食べたら忘れられない
美味しさ！店主の作るチャーハンもリピーターの多い
一品です。お昼は午後への活力としてボリューム満点
な中華、一品をつまんで飲みでも利用できるお店と
なっております。2個ずつ入ったミックス餃子も大人
気です。駅から徒歩2分ですのでお気軽にご来店くだ
さい。

目黒区自由が丘1-12-7
 03-6421-4561

営 火～水/金～日11:00～翌4:00、
月/木15:00～翌4:00
休 無休

MAP51

中華・ラーメン
餃子屋台 MENOJI

約20種の餃子を楽しめる餃子屋台
辛さを選べるらーめんで〆にもぴったり
皮が厚めのぷりぷりの餃子は焼き餃子、水餃子、揚げ
餃子と種類が豊富！350円からご提供しています。女
性に人気のチーズ餃子明太マヨソースがけに、ひそか
に人気の揚げ餃子はおつまみにおすすめです。一品料
理や麺飯も豊富にご用意しております。
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世田谷区奥沢5-28-15-102
 03-4400-1680

営 11:00～21:00
（L.O.20:45）
休 水休

MAP54

中華・ラーメン
トクベツ。

丁寧に下処理をした新鮮な骨を使用して
作る絶品スープにモチモチの特注麺が絡む
鶏白湯/九州鹿児島産の厳選された丸鶏を惜しみなく
贅沢に使用し鶏のコク、深み、旨味、香りを極限まで
抽出したスープ。豚骨/コクと風味を引き出し濃厚に
して全く臭みが無く、乳化するまでクリーミーな絶品 
豚骨スープ。見た目にも拘って丁寧に作っております。
明るく綺麗な店内は女性お一人も、お子様のいるご家
族も大歓迎です。テイクアウトも全商品OK。

目黒区自由が丘1-12-4 
MKビル1F

 03-3725-0128
営 10:00～23:00
休 無休　

MAP55

中華・ラーメン
渡来武

自由が丘NO.1　家系ラーメン　
濃厚醤油豚骨スープ
自由が丘北口徒歩1分 武蔵家で修行して渡って来た
ので渡来武です！自慢のラーメンは、濃厚醤油豚骨。
トッピングも種類豊富であなた好みの一杯をどうぞ。
ライス無料。この冊子を持ってご来店頂いたお客様に
は「半熟味付き玉子」サービスします。ご来店お待ち
しております。

目黒区自由が丘1-12-2
梅華ビル1・2F

 03-3717-6930
営 11:00～14:30、
17:00～20:00
休 火休　

MAP56

中華・ラーメン
梅華

数世代に渡り地元に愛される
中国名菜梅華
北口出口から徒歩50歩。美観街中央に位置すること
68年、自由が丘の皆様とともに日々成長を続けてき
ました。こだわりの清湯スープは創業以来変わらぬ
味。名物三鮮麺は自由が丘の歴史を感じることができ
る一杯です、是非ご賞味を。大小宴会対応可能お待ち
しております。

目黒区自由が丘1-11-3
 03-5731-3451

営 11:00～翌4:00
休 無休

MAP53

中華・ラーメン
つけ麺　結心

素材の味を十二分に引き出した
正統派つけ麺
つけ汁は濃厚でも濃すぎず、バランスが良く素材のう
まみを十二分に引き出した、濃厚つけ麺です。つけ麺
だけではなく、中華そばや、一味違う、辛つけ麺や味
噌つけ麺などもご用意しております。駅からも徒歩2
分ですので、是非お気軽にご来店ください。
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目黒区自由が丘1-12-5
 03-5701-2548

営 11:00～翌4:00
休 月休

MAP57

中華・ラーメン
麺　うらた

一杯に魂を込めた塩そばを
ぜひお召し上がりください
2021年にオープンしたばかりの、知る人ぞ知る塩そ
ばのお店です。メインの塩そばは、豚・鶏・野菜を煮
込み、鯛のアラ・魚介の出汁を合わせた究極スープ
に、トッピングにはトリュフオイルなど、店主こだわ
りの一杯となっております。

目黒区自由が丘1-12-5
 03-3718-4897

営 11:00～23:30
（日・祝23:00まで）
休 年末年始

MAP59

中華・ラーメン
らーめん仙花

こだわり続けて　はや半世紀
創業1967年老舗ラーメン店　看板メニューのタンメ
ンは、350グラム以上の野菜を直前に炒めて、あっ
さりとした滋養スープで煮込み仕上げます。こだわり
の麺はコシがあってなめらか！どれも野菜たっぷりの
メニューを中心にボリューム感あり、ご家族お一人様
もお気軽にご利用いただいてます。★テイクアウトも
やってます。

MAP60

焼肉・鉄板・エスニック
usubane

目黒区自由が丘2-12-19
藤原第二ビルB1F

 03-6421-2353
営 11:30～23:00
休 木休

自由が丘の名店ジジセラーノの
カレーを受け継ぐカフェ
惜しまれつつ閉店したジジセラーノの跡地に同店のカ
レーを受け継いだ喫茶店兼バーです。120種以上ク
ラフトビール、スペシャリティコーヒー、名物の焼き
カレー、大型音楽フェスでも好評のキーマカレーなど
ご用意しております。昼でも夜でもカフェ、バー、カ
レー屋としてお好きにご利用ください。

目黒区自由が丘1-31-2
 03-5729-4641

営 11:00～翌3:00
休 無休

MAP58

中華・ラーメン
ラーメン　無邪気

自由が丘で長年愛される、
豚骨醤油ラーメン店
赤い看板が目印のラーメン無邪気です！しっかりとし
た豚骨出汁のきいたスープに、ちぢれ麺がよく絡みま
す。担々麺やつけ麺など、たくさんのメニューでお待
ちしております。駅前で朝まで営業しておりますの
で、ぜひお気軽にお越しください！
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MAP61

焼肉・鉄板・エスニック
鉄板焼・お好み焼・もんじゃ焼 良

目黒区自由が丘1-26-8 フリーダムビル2F
 03-3723-6947

営  水～金18:30～、土日祝16:30～
22:00（L.O21:30）
休 月火休（祝日、祝前日営業、翌日振替
休）

創業昭和47年。自由が丘で1番古い老舗
お好み焼・もんじゃ屋さん！鉄板囲んでご宴会！！
月島育ちのガンコオヤジが残したもんじゃのレシピ！ 
秘伝の出汁による「もんじゃ」‼
そして定番「お好み焼き」‼姉妹店 浜松町焼きそば専
門店りょうと同じく「焼きそばソース」‼つまみ鉄板焼
は22種類「飲める鉄板焼屋」にも！匂いの気になる方
は厨房で焼いてもらいましょう。30名様まで座れる掘ご
たつ席もあり。 ご家族～宴会まで幅広くご利用下さい。

MAP62

焼肉・鉄板・エスニック
京乃臣

目黒区自由が丘2-14-2
 03-3723-9600

営 月～土17:30～24:00、
日祝祭17:30～23:00
休 水休

創作鉄板焼きと本場広島風お好み焼き
お好み焼き屋さんとは思えない和モダンでオシャレな
店内。広島出身のオーナーが素材にこだわった本場の
味をリーズナブルな価格で楽しめます。広島風お好み
焼きをメインに、創作鉄板焼きや一品料理などサイド
メニューも豊富です。海鮮と広島ネギをトッピングし
た「京乃臣スペシャル」は絶品で大人気。飲み中心の
利用もOKです。

MAP63

焼肉・鉄板・エスニック
クルン・サイアム自由が丘店

目黒区自由が丘2-11-16
エクセレンスビル2F

 03-5731-5445
営 11:00～15:00（L.O.14:30）、
17:00～23:00（L.O.22:00）
休 無休

異国溢れる空間で
本格タイ料理をお楽しみください
自由が丘駅から徒歩2分のクルン・サイアム自由が丘
店はタイ国内の有名ホテルで腕を磨いたタイ人シェフ
が作る本格タイ料理店です。スパイスやハーブをたっ
ぷりと使用したタイ料理は一度食べたらやみつきにな
る味です。ビジネスシーンやデートなどの会食からご
友人やご家族との団らんなどあらゆるシーンでご利用
ください。

MAP64

焼肉・鉄板・エスニック
京城園

目黒区自由が丘1-26-3
升本ビル2F

 03-3723-1650
営 ランチ11:30～14:00
ディナー17:00～22:00
休 火休・第3月休

夫婦二人三脚で半世紀。変わらぬ味で
愛される、駅近の老舗焼肉店！
熟練した包丁さばきによって切り出される柔らかいお
肉と、秘伝のタレのコラボレーションはまさに絶品！
手作りのキムチや、注文毎にカットする塩タンも大人
気！ここでしか味わえない味をぜひ一度食べに来て下
さい！明るく元気なママがお出迎え致します（*^^*）
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MAP66

焼肉・鉄板・エスニック
自由が丘鉄板焼き　渡 WATARU

目黒区自由が丘2-11-7
ラトゥールキャンデラ6F

 03-6421-3735
営 ランチ11:30～14:00
（L.O.13:30）、ディナー17:00～
休 火休

駅から徒歩1分で、
優雅な空間でお過ごし下さい。
鉄板焼き渡では、山形、尾花沢牛をはじめ新鮮な魚介、
旬の野菜など厳選した食材をご用意しております。
ディナーは「テイスティングコース（5,000円）」「ワ
タルコース（7,000円）」の2種以外にアラカルトメ
ニュー、ランチはハンバーグなどを1,200円～とリーズ
ナブルに提供。目で見て、舌で味わい、楽しい時間をお
過ごしくださいませ。

MAP67

焼肉・鉄板・エスニック
まんぷく　自由が丘店

目黒区自由が丘2-9-12 ワイムビル2F　
 03-3718-6643

営 平日 昼11:30～15:00（L.O.14:30）、
夜17:00～23:00（L.O.22:00）、土日祝
11:30～23:00（L.O.22:00）
休 年末年始

元祖ねぎタン塩発祥のお店
70年間愛され続けている月島で発祥、名物【ねぎタ
ン塩】自由が丘の地域の皆様に愛していただける様、
随所に拘りをご用意。王道のカルビ・ロース、また各
種希少部位などは厳選した黒毛和牛でご用意。【和牛
のユッケ】【和牛の握り】等生食認可店としてのこだ
わりも取り揃えております。ご家族、お子様連れまた
会社の接待など幅広くご利用いただけます。

MAP68

焼肉・鉄板・エスニック
焼肉トラジ自由が丘

目黒区自由が丘1-26-14
オクズミビル2F

 03-5726-4129
営 11:00～23:00（L.O.22:00）
休 無休

素材の良さと、長年培ったプロの技
そして心からのおもてなし
1995年、東京恵比寿で創業以来、人を幸せにする焼
肉の魔法に魅せられ、一心不乱に焼肉道を歩んできま
した。焼肉を食べたい日に、食べたい焼肉が食べられ
る焼肉屋。焼肉のプロとして、素材、味、サービス、
何にも妥協せず、トラジはこれからも焼肉という食文
化の正統を行き、お客様に美味しさと幸せと健康をお
届けします。

MAP65

焼肉・鉄板・エスニック
Shin 天楽「しんてんらく」自由が丘

目黒区自由が丘1-28-8　
自由が丘デパート2F

 03-5731-3229
営 17:00～24:00（L.O.23:30）、
土日祝16:00～
休 無休

飾らず・気取らず
旨い焼肉を思う存分楽しむ
創業37年の焼肉・ホルモンの店。自由が丘デパート
2Fの当店では女性に人気の赤身肉はもちろん、肉の
うま味があふれ出すカルビ肉、ホルモン、逸品料理と
自慢料理のオンパレード。大切な人とのお食事・ご家
族・楽しい仲間との集いに是非ご利用ください。TV
でも取り上げられている人気店です。
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MAP69

焼肉・鉄板・エスニック
焼肉花十番　自由が丘店

目黒区自由が丘1-29-17 夢の樹ヒルズ3F
 03-3724-8710

営 ランチ（11:30～15:00）※L.O.14:30、
ディナー（17:00～23:00）※L.O.22:30
休 水休（※水が祝日の場合は木休）

古くから愛され続けて35年…
上質な和牛を心地よい空間で…
昭和61年創業、老舗焼肉店【花十番】
肉卸業者直営だから出来る、洗練された品揃え、価格
で地元の方から愛されています。全国各地の厳選した
極上お肉の数々を是非ご堪能下さい。人気の和牛コー
スをはじめ、飲み放題プランも！　広々とした開放感
溢れる店内は、2～60名様までご利用可能。★期間
限定コースや飲み放題コースもございます！★

MAP70

居酒屋・バル
味彩

目黒区自由が丘2-14-19
パラダイスビル1F

 03-3717-4919
営 18:00～2:00（L.O.）
休 不定休　

ひと度座ってしまえばホームみたい、
ほっこり系酒場
お一人でビール一杯。2、3人でゆったり語らいなが
ら。みんなでわいわい。お酒だけ、軽くつまんで、
がっつり食べながら、一軒目から最後の店まで、なん
でも御座れ。ドリンクも満点生ビール～本格焼酎は
80銘柄、リキュールやウイスキーなどの洋酒もバー
並みにあります。お酒のたくさんある友人宅にいるよ
うな気楽な時間をご提供します。

MAP72

居酒屋・バル
伊那しん

目黒区自由が丘1-25-3
 03-3723-8772

営 18:00～23:00
休 日休、祝日は不定休

自由が丘で40年余。
変わらず心に染みる小料理屋さん
四季折々の食材の素材を活かした、ホッとする家庭料
理と料理に合った美味しいお酒を堪能していただけま
す。メニューはお造りをはじめ、煮・焼き・揚げ・煮
物などおふくろの味をご夫婦やご友人、お一人様と多
くのお客様が和気あいあいな空間でお気軽にお楽しみ
いただけます。

MAP71

居酒屋・バル
阿波乃里

目黒区自由が丘1-12-9
センタービル1F

 03-3724-8353
営 平日15:00～23:00、
日・祝14:00～
休 無休　

豊富なあてと焼き鳥メインの
昔ながらの居酒屋
自由が丘の美観街に位置する創業50年の「阿波乃
里」は昭和レトロの雰囲気を感じさせる焼き鳥屋。メ
ニューは豊富で本格炭火の焼き鳥と秘伝仕込みのモツ
煮込みがイチオシ。明るく・元気良く・気配りをモッ
トーに女性にも愛される名店である。お気軽にお越し
ください。
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MAP73

居酒屋・バル
縁 LAVIDA

目黒区自由が丘2-14-20
第7千陽ビル1F

 03-6459-5757
営 16:00～1:00
休 火休

豊富なタパスとワインを楽しめる
スペインバルです！
小皿料理を中心に、パエリアなども沢山ご用意してま
す！　ワインは毎月変わるグラスワインとお手頃なボ
トルワインもスペイン産を中心にストックしてます♫　
気軽にちょい呑みも、しっかりお食事の方も、様々
なシチュエーションにご対応致します！少し早めに
16：00～オープンするのも〝バル＂ならではの魅力
です。

MAP74

居酒屋・バル
GAOKA Stand（ガオカスタンド）

目黒区自由が丘1-11-3
とみやビル1F

 03-5726-9390　
営 月～木18:00～25:00、金・土・祝前日　
18:00～26:00
休 日休（月が祝日の場合、日曜営業、月休）

こだわりのハイボールとアメリカン
フードが楽しめる遊び心溢れる空間
自由が丘駅北口徒歩1分、メガネのカバが目印！
オーナー自ら作り上げた店内はまるでアメリカのダイ
ナーのよう。クラフトビールを片手にこだわりの詰
まったハンバーガーを味わうも良し、アメリカンなお
つまみで種類豊富なハイボールの飲み比べをするのも
楽しいはず。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

MAP75

居酒屋・バル
佳酒旬菜 つぼ庭

目黒区自由が丘2-11-7 
La Tour Can-dela 5F

 03-5726-9530
営 17:00～22:00（L.O.）
休 月休

和洋のお酒と肴でおもてなしする、
大人のための寛ぎのダイニングバー
2021年11月30日にオープンしたばかりのダイニン
グバー「佳酒旬菜 つぼ庭」。そこは、和洋の酒肴を
お供に、和洋の銘酒をゆっくりお楽しみ頂ける、大人
のための寛ぎの空間。お一人様から少人数のグループ
まで、お気軽にお立ち寄り頂けます。10席程度の小
さな店なので、ご来店の際は事前にお電話を頂ければ
幸いです。

MAP76

居酒屋・バル
こかげ酒場

目黒区自由が丘2-15-6
金野ビル2F

 03-6421-2767
営 月～土18:00～25:00、
日16:00～24:00
休 不定休　

自由が丘初本格国内クラフトビールの
生が飲めるお店!
自慢のクラフト生ビールは、常時9種類をご用意！特
製梅干しサワーもおすすめ♪毎日楽しめる旬を取り入
れた日替わり料理も盛り沢山◎イチオシは宮崎この華
牛の燻製サーロインステーキで、低温でじっくり燻製
したジューシーお肉を雲丹ソースでお楽しみ頂けます
♪どこか懐かしいアットホームな酒場にお気軽にお越
しください！
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MAP77

居酒屋・バル
座頭市

目黒区自由が丘1-28-8
自由が丘デパート3F

 090-4969-8084
営 11:30～14:00
18:00～24:00
休 不定休

おふくろの味ならぬ、おやじの味
平成8年から自由が丘デパートにて営業する小料理屋
です。木の温かさを活かした店内は、カウンター席が
メインでありながら、ゆったりと落ち着いた雰囲気を
演出しています。ランチの日替わり定食は60種類、
飽きることなく通い続けることができます。家庭の味
が恋しくなったらぜひ「座頭市」へ足を運んでみて下
さい。

MAP78

居酒屋・バル
三拍子

目黒区自由が丘2-14-5
館山ビル1F

 03-5701-0039
営 17:00～24:00
休 火休

黒毛和牛もつ鍋と厳選日本酒30種
飲み放題のお店
駅徒歩3分程、新鮮な黒毛和牛もつ鍋と厳選地酒飲み
放題のお店です。
コラーゲンたっぷり、5種類のスープから選べるもつ
鍋をぜひご賞味ください。その他、厚切り牛たん焼や
お酒に合うおつまみもご用意。一枚板のカウンター、
円卓、個室あり。お気軽にお越しください。

MAP79

居酒屋・バル
四季酒肴求心 金田

目黒区自由が丘1-11-4
 03-3717-7352

営 17:00～22:00（L.O.21:30）、
（土～21:30（L.O.21:00））

地元の方に愛され創業85年。
本格的な料理居酒屋。
「お酒は静かに自分のペースで飲む」を信条に、いつ
しか金田酒学校と呼ばれるように。料理は四季折々の
旬の素材をいかし、春は山菜、夏は鱧料理、秋は松
茸、冬はフグ料理など、毎日の仕入れと全ての料理を
手作りにこだわり提供しております。大人数でのご飲
食も可能です。

MAP80

居酒屋・バル
七味亭

目黒区自由が丘1-29-14
Jフロントビル4F

 03-3724-4473
／03-3723-7373
営 17:00～23:00（日16:30～23:00）
休 無休

40年通う常連さんも！
落ち着いた空間で美味しい串焼きを
自由が丘駅正面口から徒歩1分、地域の皆様にご愛顧
頂いて40年余りの当店では、活気がありながらも落
ち着いた空間で料理とお酒を楽しんで頂けます。看板
メニューの串焼き・釜飯を始め、季節ごとに登場する
限定メニューも好評です。
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MAP82

居酒屋・バル
自由が丘　牛タンいろ葉

目黒区自由が丘1-12-9
自由が丘センタービル1F

 03-3717-1233
営 12:00～20:00（L.O.19:00）
日曜日閉店時間（連休の場合は最終日
23:00）　休 不定休

牛タンをメインとした
「大衆　牛タン酒場」
これを食べなきゃはじまらない！
当店看板メニューの『厚切り牛タン炙り焼き』は絶品
牛タン焼き。企業秘密で教えられませんが、独自手法
で柔らかくしているので分厚く切っても大丈夫。食べ
ごたえ抜群の『厚切り牛タン炙り焼き』はマストで食
べて頂きたい一品です！

MAP83

居酒屋・バル
旬炉あわい

世田谷区奥沢6-31-18
ロ・カーサ自由が丘1F

 03-6432-2888
営 17:00～0:00（コロナ中は変更）
休 毎水と月の3回目の火、水が連休

全国より厳選した鮮魚や旬な食材が
集まる、大人の居酒屋です

『あわい』とは本来、漢字一文字で『間』（あわい）と書きま
す。職場から自宅へ帰るその『間』（あいだ）に当店へお寄
り頂き、その日の疲れを癒やして頂きたい・・・そんな思い
の店名です。
鮮魚、炉端焼き、本日の一品料理は別紙にて毎日変わりま 
す。季節の味を落ち着いた店内で、ゆっくりとお楽しみ下さい。

MAP84

居酒屋・バル
食堂 ムラッチョ

目黒区自由が丘2-14-1　
とり正ビル2F

 03-5726-5233
営 11:30～22:00（L.O. 21:00）
休 月休

家庭的な定食とソムリエが厳選した
日本ワインでほっこりする時間を
カウンター席だけの小さな食堂です。
定食は5種類の定番メニューと日替りから選べます。
ソムリエがセレクトしたワインや日本酒、レモンサ
ワーに合う小鉢もいろいろご用意しています。人気メ
ニューは1人前で食べられるすき焼き定食です！ご来
店お待ちしております。

MAP81

居酒屋・バル
角金

自由が丘1-12-1 自由が丘ビル2F
 03-3717-4069

営 ランチ月火木金11:45～13:30
ディナー月火木金土17:30～21:00
休 水日祝休

昼は定食、夜は居酒屋。落ち着く空間の
小料理屋です
家族で営む、アットホームな店内はカウンターと小上
がりがあり。
夜はおつまみ豊富な居酒屋、昼は焼き魚中心の定食を
ご提供させていただきます。
自家製のお新香や、漬け焼きの焼き魚は絶品です。お
昼の定食は10種類以上、白米と味噌汁もこだわって
います。是非どうぞ。
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MAP85

居酒屋・バル
中華バル 謝逢紅

目黒区自由が丘1-3-15 
BISビル2F

 03-3725-4889
営 11:30～14:00、17:00～23:00

（水・日祝はディナーのみとなっております）
休 木休

女性1人でも気軽に楽しめる
おしゃれな中華バル
◎ゆったりとしたソファ席と、お一人様でも楽しなめ
る窓際のハイテーブル席をご用意しております◎料理
は全体的に小皿での提供なので使い勝手も良いです◎
小籠包をはじめ点心も豊富◎SHARKでは高級料理の
フカヒレ姿をステーキで破格のお値段で提供◎女子会
や宴会、様々なシーンでご利用できます◎貸切も可能
お気軽にお問い合わせ下さい

MAP86

居酒屋・バル
てっぺん大和

目黒区自由が丘1-26-3
升本ビルB1F

 03-5731-5568
営 12:00～14:30（LO14:00）、
17:00～23:00（LO22:00）
休 不定休　

心も身体も真に元気に為る和食居酒屋
自由が丘の街にひっそりと佇む隠れ家。
自然薯と鮮魚と炊き立て土鍋ごはんの自慢の三本柱を
軸に、心と身体が真に元気になる料理をお届けしま
す。アルコールメニューも豊富で、こだわり抜いた配
合の塩分の梅干しと高濃度の炭酸水で割った梅干し酎
や日本酒も多数の種類を取り揃えております。ご来店
お待ちしております。

MAP87

居酒屋・バル
TETO 自由が丘店

世田谷区奥沢6-33-14
もみの木ビル1F

 03-6809-8039
営 18:00～24:00（23:00L.O.）
休 不定休

裏自由が丘にあるアットホームな
山小屋風ダイニングキッチン
南口から少し離れた山小屋風の落ち着ける空間で、店
内からはいつも笑い声が聞こえてくる様な暖かい雰囲
気。料理は店主が厳選したステーキやミートボール、
その他オリジナルメニューなどを中心に取り揃え。ド
リンクはニューワールド系のワインなどがあり、20
時迄のお得なディナーセットと共に楽しめます。女性
一人でも気軽に立ち寄れるアットホームなお店です。

MAP88

居酒屋・バル
とりばか自由が丘

目黒区自由が丘1-12-1
自由が丘ビルディング1F

 03-5726-9412
営 18:00～5:00
休 不定休

2種類のおでん出汁と
日本酒or焼酎の出汁割で夢見心地
9月オープンのおでん屋「とりばか自由が丘」。当店
の自慢はあっさり関東風出汁と鶏白湯のおでん。宮崎
の生産者から直接届く霧島鶏の焼鳥。サクッとジュー
シーな鶏天で今夜の気分に寄り添います。「美味し
さ」に理由あり・「美味しい」に理屈なし。ご来店お
待ちしております。
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MAP89

居酒屋・バル
鳥へい

目黒区自由が丘1-12-4
営 16:00～23:00
休 日休

自由が丘が誇る王道系赤提灯、
老舗焼鳥屋三代目
毎日串打つ種類豊富な焼き物。飽きられないよう日々
書き換えられる、日替わりの数々。毎日でも来たくな
る居酒屋です。街で1番お洒落で女性1人でも安心し
て来れる店を目指してますので、汚い呑みかたする人
はお断りしています。
自由が丘の呑み屋街、『美観街』をよろしくおねがい
します。

MAP90

居酒屋・バル
中洲流

目黒区自由が丘1-11-4
二葉ビル2F

 03-5701-7206
営 15:00～23:00
休 12月31日、1月1日

毎日15時から営業！
野菜巻き串が名物の博多居酒屋
『落ち着いた空間の中で旨いものを』霧島豚を使用し
た野菜巻き串と店長こだわりの熟成鶏皮串が名物。串
は1本（220円～）からご注文いただけますので
さくっとお仕事帰りの一杯にも是非。2名様からご予
約可能な飲み放題付きコースもご用意しております！
是非お待ちしております。

MAP91

居酒屋・バル
南国バル Hai-Sai

目黒区自由が丘1-29-14
JフロントビルB1F

 03-5731-6863
営 火～土17:00～24:00、
日16:00～23:00
休 月休

【おとなの隠れ家】リゾート感を演出した
ちょっとオシャレな南国バル
白をベースにしたモダンで落ち着いた店内、まるでリ
ゾートホテルのような空間で、ワインや泡盛に合う沖
縄料理をメインに様々な南国料理、鉄板焼きを加えた
新しいスタイルの「南国バル」です。ご一緒にトロピ
カルフレーバーのドリンクや定番沖縄ドリンクもご用
意しております。

MAP92

居酒屋・バル
なんた浜

目黒区自由が丘1-8-20　
自由が丘第一ビル4F

 03-3723-2933
営 17:00～23:00（L.O.22:00）
休 月休

創業50年、竹富の風を感じながら、
沖縄直送の食材を
自由が丘で沖縄料理といえばなんた浜。昭和46年開
店　竹富島出身のおばあが頑張る沖縄料理店です。
ソーキそば、ゴーヤチャンプル、もずく天、人気料理
が盛りだくさん。沖縄好き、泡盛好き、三線好き、く
つろぎたい方、皆さん集まって唄いましょう！踊りま
しょう！
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MAP93

居酒屋・バル
ばってん

目黒区自由が丘1-12-9
自由が丘センタービル2F

 03-3724-6678
営 17:00～24:00
休 不定休

厳選されたお酒と魚介類豊富な
大衆海鮮居酒屋
佐賀出身の大将が選ぶ日本酒、焼酎の数々。豊洲市場
に自ら毎日足を運び仕入れる魚介類。他にも揚物、焼
き魚、おでん（冬季限定）等、呑兵衛にはたまらない
ラインナップでお待ちしております。
お一人様、大歓迎。一日の終わりに納得のできる一杯
を求めいらしてください。

MAP94

居酒屋・バル
ひなたキッチン

目黒区自由が丘2-11-16 B1
 03-6421-1213

営 17:00～24:00、
日・祝15:00～22:30
休 不定休

駅から2分！
クラフトビール×ビストロ酒場！
オープンからまもなく10年を迎えるひなたキッチン
は、自由が丘では少ないクラフトビールと手作り料理
が楽しめるお店です。日替わりで変わるビールは国内
外問わずラインナップ。レストラン出身シェフや和食
経験者などの、国籍にとらわれないお料理をご用意し
ています。

MAP95

居酒屋・バル
美味旨酒　遊

目黒区自由が丘1-25-14
ビバビル2F

 03-3724-6950
営 ランチ11:30～15:00、
ディナー17:30～23:00
休 無休　

当店のモットーは
〝味に厳しく、財布にやさしい〟です
トレンディには縁がない！
内装・料理は昭和レトロ感のある、自由が丘にはめず
らしいお店です。唯一、満腹は保証します。ランチの
コスパが良く。洋食、和食のメインディッシュが自
由に2皿選べます。美味しくてボリュームたっぷり！　
夜は、とても落ち着いた店内で、ゆっくりと酒を楽し
めます。

MAP96

居酒屋・バル
FINCA de LAVIDA Delsol

目黒区自由が丘2-14-2 2F
 03-3725-1206

営 火～金17:00～24:00、土日祝日ラ
ンチ12:00～15:00、ディナー17:00
～24:00
休 月休（祝日の時は翌火休）　

絶品タコスのちょっと大人の
メキシカンダイニング♫
自由が丘には数少ないメキシコ料理のお店です。常時
4～5種類の絶品タコスや、お肉を選べるファヒータ
ス。しっかり手作りサルサと合わせれば、そこはもう
メキシコです！一度食べたら病みつきになる事間違い
なしですよ♫　店長厳選のメキシコビールやテキーラ
とどうぞ！
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MAP97

居酒屋・バル
マロリーポークステーキ

目黒区自由が丘1-25-3
営 11:30〜15:00（L.O.14:30）、
17:00〜22:00（L.O.21:00）
休 年末年始

塊極厚ポークステーキで有名！！
肉厚ジューシー、ポークステーキ専門店
こだわりの「大麦仕上三元豚」。味を目隠しで評価す
る、世界的権威である「iTi（国際味覚審査機構）」
で、2020年に三ツ星受賞したカナダのブランド肉を
使用しております。ボリュームとは裏腹に中はしっ 
とり柔らかく、外は香ばしい。テイクアウトOK！ 
せんべろセットも再開中。

MAP98

居酒屋・バル
みんちや by Salir

目黒区自由が丘2-14-19 1F
 03-3724-2330

営 16:00〜1:00
休 不定休

挽き肉料理とバーの色を残した
和・洋・中・亜の創作料理が楽しめるネオ居酒屋
【正面口より徒歩3分】こだわりのドリンクや挽き肉
を使ったフードメニューを手頃なお値段でご提供。店
内で提供している料理も色々とお持ち帰りOK。アル
コールメニューも豊富で日替わりの日本酒とワインや
焼酎も多く取り揃えております。バーの色を残しつ
つ、自家製のお洒落なハイボール、サワー、カクテル
を心ゆくまでお楽しみ下さい。

MAP99

居酒屋・バル
やき鳥　歩ム　自由が丘

目黒区自由が丘1-3-14　
伊勢元ビル2a

 03-5726-8727
営 16:00〜23:00
休 火休（たまに月休もあり）

店主が一味惚れした会津地鶏専門店
自然に近い鶏舎で飼育された会津地鶏は、約120日間
会津産の大豆やリンゴを与えるなど餌にもこだわり、
上品な歯応えと旨味、甘味のあるお肉に仕上っていま
す。当店では、毎日養鶏場より丸鶏を直送してもらい、
店で捌き串に打ち、塩・たれにこだわり炭火にてじっく
り丁寧に焼き上げ、会津地鶏の美味しさを最高の状態
でお客様にご提供できるよう努めております。

MAP100

居酒屋・バル
焼鳥　かとりや

目黒区自由が丘1-12-9 自由が丘センター
ビル1F　  03-3718-5505
営 平日16:00〜23:00、土日祝15:00〜
23:00　※串が無くなり次第営業時間前
に閉める事があります。予約不可
休 不定休（電話で問い合わせして下さい）

安い、美味しい、心地よし
1人でも気軽に飲める店
老若男女問わず多くの人が通ってくる店。おすすめ
は、豚の胃袋を辛味噌で漬けた『かとりや漬け』と
『もつ煮込み』自家製辛味噌を味わえます。
備長炭で旨みを閉じ込め、もつ焼き1串¥120からと
リーズナブル。生のピーマンにつくねをのせて食べる
のが人気。金宮の濁り酒とトマト割にかとりやの全入
りのスパイシー味は癖になります。
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MAP104

バー・ダイニングバー
CARMEL CAFÉ&DINING

目黒区自由が丘2-11-3 2F
営 03-5731-9339

 17:30〜22:30（L.O.21:00）
休 日月祝休（イベントご予約日は営業
いたします）

畑作りからはじめました！
呑める定食のあるダイニング！
カーメルカフェ＆ダイニングは全てテーブル着席の落ち
着けるダイニングカフェです。料理のジャンルはこだわ
りの食材、食器を使った無国籍キュイジーヌ。「旬を味
わう彩り定食」や自慢の「パイ料理」、一品料理をおい
しいお酒と共に♪ プロジェクター・音響設備、配信設備
完備！音楽ライブやイベント利用も◎少人数での貸切も
可能！大切な人達と特別な時間をお過ごしください！！

MAP103

バー・ダイニングバー
SAKABA SOU-Dining・Bar-

目黒区自由が丘1-7-13
クレオビル401

 03-5701-1141
営 17:00〜2:00
休 日祝休（年末年始/GW/お盆/その他
ビル休館日）　

駅近！オープンから19年目の
地元に愛される本格ダイニングバー
専属のバーテンダーが織りなす100種以上のカクテ
ルやウイスキーやソムリエ厳選の50種以上のワイ
ン、シェフが手掛ける本格的な絶品ビストロ料理。
プロが手掛けるお料理やドリンクを心をこめた接客で
おもてなし致します！何でもない日を思い出に残る日
にできるようなお店を目指しています♪

MAP102

居酒屋・バル
和風ダイニング「自由が丘ほまれ」

目黒区自由が丘1-9-5
小川ビル5F

 03-3724-4367
営 11:30〜15:30、
17:00〜23:00
休 第2・第4日休　

家庭的で綺麗な店内！
美味しいお料理で寛いで下さいね
ほまれはランチ550円。エリア一番の低価格を目指
します♪　名物の「なつき女将のハンバーグ」は厳選
された素材をじっくり煮込んだ逸品。柔らかい口どけ
をご堪能下さい！　お酒類も330円～と親切設定！　
お料理の種類もとても豊富です♪Wifi完備でおひとり
様にも人気です。年末年始の特別な集いに是非当店
を！

MAP101

居酒屋・バル
北海道バル ラベンダーキッチン

目黒区自由が丘1-10-5 タイガービル3F 
 03-6421-3931

営 月〜木17:00〜24:30、金祝前日
17:00〜25:00、土14:30〜25:00　
日祝14:30〜24:00　
休 不定休

北海道ゆかりのメニューが味わえる
TVチャンピオン優勝者がプロデュースする、北海道
ゆかりのメニューが味わえるお店です。代表メニュー
であるスープカレーや、ダッチオーブンを使用した
熱々のグリル料理をご提供します。30種類のワイン
飲み放題も！ぜひお楽しみください。
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MAP105

バー・ダイニングバー
自由が丘　オスピス

目黒区自由が丘2-14-19
 03-5701-4151

営 18:00〜24:00
休 日休

修道院で癒しの時間を
フランス産を中心としたワインバーです。
ブルゴーニュの修道院をモチーフにした店内は、ゆっ
たりと時が流れています。メニューはありませんが、
店主が最良の1杯をお選びいたします。扉を見つけら
れたら、勇気を出して開けてみてください。

MAP106

バー・ダイニングバー
焼酎 BAR ジュゲム

目黒区自由が丘2-14-1
アテネビル203

 03-6421-1819　
営 水〜土19:00〜2:00（L.O.1:30）、
日19:00〜23:30（L.O.23:00）
休 月火休　

美味しい焼酎が全品700円で飲める
落ち着いた空間のBARです。
自由が丘の一番街にある、焼酎BARJUGEMは今年
の11月にリニューアルオープン致しました。魔王を
中心とした美味しい焼酎が全品700円で飲める落ち
着いた空間のBARとなっております。自由が丘にお
越しの際は、是非お立ち寄りください。お待ちしてお
ります。

MAP107

バー・ダイニングバー
CHOICE

目黒区自由が丘1-2-14
K2ビル1F

 03-3718-0549
営 月〜土20:00〜2:00

★音楽大好きが集まる楽しいお店!!
大人の贅沢、昼間の喧騒をしばし忘れて、別の自分の、
自由な時間。
そこには貴方の知らない世界が・・・
音響設備は抜群と大好評?
様々な音楽好き・アート好き・お祭り好きが集まる空間。
貸切ライブパーティー等、随時受付中。
お気軽にお問い合わせ下さい。

MAP108

バー・ダイニングバー
Tio 2ndo ティオセグンド

目黒区自由が丘1-12-5 2F
 03-5729-0096

営 17:00〜2:00予定
休 日休（不定休）

音とfoodとお酒
オーディオシステム
•Acoustic Research •TSW610（England）
•ALS JORDAN entry-S-（Germany）•ONLYO 
SL-057BASS speaker（日本）•YAMAHA DSP-
AX2200•Aurex SR-F335•PICKERING Pで
D-07C・随時Updateします！

28



MAP109

バー・ダイニングバー
バー・リズモア

目黒区自由が丘2-14-1
アテネビル1F

 03-5701-3583
営 19:00〜24:00（L.O.23:30）
休 日休、第1・第3月休

気軽に、そして落ち着いて飲める、
カウンターだけの小さなバー
スコッチ・ウイスキーが中心で、主要価格￥1000～の
モルトを揃える他に、「リズモア12年」（￥700）等
ブレンデッドにも力を入れています。チャージ￥500。
どなたでも気軽に落ち着いて飲める店として、お一人
でものんびりと静かな時間をお持ちいただいておりま
す。http://www.j-lismore.com/

MAP110

バー・ダイニングバー
Bar HGA

目黒区自由が丘1-3-24
藤巻ビル2F

 03-5701-2521
営 19:00〜2:00
休 日祝休

オーセンテックバー、
自由が丘の大人の隠れ家として12年
自由が丘の大人の隠れ家。当店はアランウイスキーの
品揃えは全国でもトップクラス！（あんまり知られた
くないのですが）大人の世界に浸りたい方は是非、ご
来店ください。美味しいお酒と楽しい会話を提供致し
ます。メンバーシップ制ですが、一般の方もご来店で
きます。お待ちしております。

MAP111

バー・ダイニングバー
Bar Neverland

世田谷区奥沢5-28-15
昇栄ビル204

 03-3721-5444
営 20:00〜2:00
休 日休

Music Loves You！
音楽好き・お酒好き、大歓迎！
様々なニーズにお応えできる沢山のお酒、それにピッ
タリのおつまみ類も充実、5,000タイトル以上のロッ
クやポップスのCD＆DVDから輝いていた時代の名曲
をリクエストして、一日の疲れも忘れ、心ゆくまで酔
いしれてください♪カウンターでマスター相手に語る
も良し、テーブルで仲間とワイワイも良し、お楽しみ
ください。

MAP112

バー・ダイニングバー
VALLOTA

目黒区自由が丘1-28-8
自由が丘デパート2F

 03-5731-5095
営 18:30〜0:30
休 日祝休

カラオケがなく静かに過ごせる
静かにゆったりと飲みたいなら、カウンターだけの
小さなお店「VALLOTA（ヴァロータ）」。カラオ
ケなしで静かにお飲みいただけます。ウィスキーは
￥8000より。その他、ブランデー「へネシー」、
ウィスキー、バーボン等も揃えてお待ちしておりま
す。とても街中とは思えない静かでオトナな空間で、
ゆっくりとお過ごしください。
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MAP113

バー・ダイニングバー
Busenante

目黒区自由が丘1-3-14
伊勢元ビル3F

 03-6421-3739
営 18:00〜問い合わせ下さい
休 不定休

朝5時まで営業！お洒落な店内と
テラスも楽しめるダイニングバー
他店ではなかなか味わえない淡路島産生パスタなどの
お料理、豊富なお酒を御堪能ください。自由が丘産の
「丘ばちハチミツ」を使ったレモンサワーもございま
す。ぜひ味わってみて。リゾート気分が味わえる緑に
囲まれたテラス席は、風雨寒さ対策が施されているの
で安心してくつろげます。貸切可、二次会、各種パー
ティーにもご利用ください。

MAP114

バー・ダイニングバー
モヒートヘブン

目黒区自由ヶ丘1-27-2
ひかり街3F

 03-6421-4185
営 18:00〜Midnight
休 日休

音楽とお友達と過ごす
自由が丘の隠れ家
モヒートの扉を開ければ..幸せの微風があなたを包
み..あなただけのオリジナルイメージnameでオール
デーィズの空間をお楽しみください。..勿論モヒート
カクテルやハイボールがあなたのお供..幸せルーレッ
トで幸運を運ぶ幸せ天使があなたのこれからを実り多
き日々に誘います。

MAP116

スナック・クラブ・ラウンジ
希うルーヴル

目黒区自由が丘1-25-5 2F
 03-3717-5368

営 18:00〜22:00
休 日祝休

自由を希う（こいねがう）
紳士淑女の社交場
創業53年目を迎えるラウンジです。素敵な絵画を眺
めながら、しっとりと飲むもよし。音が自慢のマイク
で心行くまで、歌うもよし。自由を希う（こいねが
う）紳士淑女の社交場。52年間、自由が丘の地に灯
し続けた灯りを大切に守りながら「ただいま」と立ち
寄って頂けるラウンジであなたをお待ちしています。

MAP115

バー・ダイニングバー
ロトンダ

目黒区自由が丘1-26-7
自由が丘ストークビル5F

 03-6421-3678
営 18:00〜1:00
休 不定休

一見、雑貨屋のようにもみえる
ダイニングバル
自由が丘の路地裏に佇むお洒落な空間。塗装から床板
まで店内全てがオーナーのハンドメイドで、店内の全
てが売り物です。一歩足を踏み入れると【酒場＋雑貨
屋】新しいスタイルのアンティークショップです。
ちょっとしたおつまみから、パスタやリゾットまで、
お酒はもちろんお食事だけでもご満足していただける
メニューをご用意しております。
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MAP117

スナック・クラブ・ラウンジ
すなっく萬

自由が丘2-14-20
不二ビル2F

 03-6421-1872
営 19:00〜24:00
休 日祝休

ご紹介制のお店です。
一見様はNGです。
すなっく萬（まん）は自由が丘にある小さなスナック
です。10～15名ほどのお客様でおくつろぎいただけま
す。リーズナブルな料金で常時3～4名の女性スタッフ
により、心のこもったサービスを提供し、お客様に楽し
んで頂くことを目指します。団体様などの貸切プラン
もございます。詳しくはお問い合わせください。（※事
前要予約）

MAP118

スナック・クラブ・ラウンジ
須美

目黒区自由が丘1-25-3
YKビル3F

 03-3723-2761
営 19:00〜0:00
休 無休（日・祝日は予約のみ）

ランプの灯りとレンガの調和で
落ち着いた雰囲気の店
永年、地元のお客様に愛される老舗店です。セット料
金（お通し、乾物、フルーツ含む）は税金、サービス
料、カラオケ込みとなります。内容充実&時間制限なく
〝おもてなし＂できるので接待にも最適です。女性お一
人でもお気軽にどうぞ。ご来店お待ちしております。

MAP119

スナック・クラブ・ラウンジ
PALACE

目黒区自由が丘2-14-2
不二ビル1F

 03-3725-9883
営 平日16:00〜4:00、
休日14:00〜4:00
休 年中無休　

平日は16時・休日は14時から19時まで
『せんべろ』もご用意しております！
オリエンタルな雰囲気の中、どこか懐かしさを感じる
空間です。老いも若きも年齢問わず、様々な方々がお
酒を飲みながら音楽を愉しめます。スクリーンもあ
り、迫力と音響を感じながら見るスポーツ観戦に盛り
上がること間違いなし。お一人様・団体関係なく楽し
めます。

自由が丘散歩Special ver. 女神の食卓
をお手にとっていただきありがとうござ
います。
コロナウイルスの蔓延により大きなダ
メージを受けたのは飲食店だけではな
く、保育園から大学までその他様々な
イベントや行事が中止となり、今まで
当たり前の様にできていた事が出来な
くなる2年間だったと思います。
少しでも元の形に戻れる様にと、そん
な思いも込めて城南信用金庫様と制作
させていただきました。
自由が丘飲食店の新たな魅力を発見し
ていたたければ幸いです。

自由が丘商店街振興組合
消費喚起project

中村四州王

※本誌に掲載されている情報は2021年12月
現在のものです。
※価格・営業時間・定休日など予告なく変更
される場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
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制作協力：自由が丘商店街振興組合・自由が丘料理飲食業組合・城南信用金庫

飲食店応援 MAP

自

由が丘さんぽ Special Ver.

女神の食卓

新たな
魅力を

　発見
してく

ださい
。

お店の詳しい情報は
オフィシャルサイト
でも公開中 !!

https://www.jiyugaoka-abc.com/
special/j-sanpo/
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