
白金タワークリニック
身近な家庭医としてまず相談できるクリニックを目指し、
安心できる医療をご提供できるよう心がけております。

●時間：月～土 9：00～12：30 ／ 14：30～17：30 ※水土は午前のみ
●休診：日曜、祝祭日　●TEL：03-5789-3882

オーラルビューティクリニック白金
悪い歯を治しに行くところから悪くならないように行
くところ、そしてより美しくなるために行く歯科医院
を目指しています。生涯健康な歯を残したい方とより
美しい笑顔を手に入れたい方向きの歯科クリニックです。

●時間：月金 10：00～20：00 ／土日 9：30～18：00
●休診：不定休　●TEL：0120-730-118

ペットマン［ペットトリミング］
ペットマンでは「わんちゃんの可愛さ」はもちろんのこと「負
担のない優しいトリミング」を心掛けています。皆様の家族で
あるわんちゃんが、いつも笑顔でいられるように精一杯お手伝
いさせていただきます。ぜひ一度お立ち寄りください。

●時間：10：00～20：00　●休日：年中無休　●TEL：03-5792-5577

EML（エムル）［雑貨］
・・・季節を楽しむ・・・
心温かく、心優しくなる「ZAKKA」が勢揃い・・・

●時間：11：00～19：00　●休日：年中無休 ※お正月、夏休み有
●TEL：03-5423-5894

三井のリハウス白金高輪センター
不動産の購入・売却をはじめ、貸したい・借りたいなど
さまざまなご相談を経験豊富なスタッフが承ります。
お気軽にお立ち寄りください。

●時間：10：00～18：00　●休日：火曜・水曜
●TEL：0120-046-031

Chelsea & 奉茶［リラク・エステ・台湾茶］
★リラク：経験豊かな女性スタッフがお待ちしております。
★エステ：「セルライト撃退」に特化したマシーンで速攻を実感ください。
★台湾茶：話題の「東方美人」などの茶葉や限定茶菓子をお楽しみください。
小さいお店。入口の立て看板が目印です。

●時間：平日 12:00～22:00（最終受付 21:30）／土日祝 11:00～21:00
（最終受付 20：30）　●休日：不定休　●TEL：03-3443-3534（予約優先）

鉄板劇場まぐれ［鉄板焼］

●時間：ランチ 11:30～14:00（LO13:45）／ディナー 18:00～24:00（LO23:00）
／土日祝ディナー 17:00～23:00（LO22:00）　●休日：年中無休　●TEL：03-5449-3939

素材。 全国各地から直接仕入れによる旬の食材を楽しんでいただけます。
味。 鉄板での焼く、揚げる、蒸す、似る、は、和食の基本です。
空間。 時代に関係なく、常にスタイリッシュな空間で過ごせます。

「人が良し」を目指し、お客様と共有できる空間をご用意いたします。

OREXIS［フレンチ］

●時間：11:30～13:30（LO）／ 18:00～21:30（LO）
●休日：月曜日●TEL：03-5918-8311

三ツ星のもてなしを誇った西麻布「ザ・ジョージアンク
ラブ」の支配人兼ソムリエを 12 年間勤めた春藤祐志が、
自身の経験と国内外のレストランを食べ歩いて、思い描
いた理想を形にしたフレンチレストランです。

ROSE ROULE

●時間： 10：00～19：00　●休日：無休
●TEL：03-6456-4369

ロールケーキ専門店。ドット（水たま）がカワイイお店です。カフェ
スペースもあり、気軽にカフェが楽しめます。サンドウィッチやソフ
トクリームもあり、小さいお子様にも嬉しいアイテムがあります。
ドットのロールケーキを中心に季節の商品もございます。

カフェ・エスペラーンス
デザイン家具を配し、お客様一人ひとりの空間を広く
とってくつろぎを演出しました。コーヒー豆は環境に
配慮した農法であることを証明するレインフォレストア
ライアンス認証農国産のみを使用しています。

●時間：7：30～21：00 ／土日祝 9：30～21：00
●休日：年始　●TEL：03-3447-5500

神津デンタルオフィス
自分の歯を守る為に、定期的なメインテナンスを行い
欠損部位にはインプラント、移植も可能です。
歯肉、骨の再生をし本来の状態を取り戻す処置が当院
の特徴です。

●時間：月～土 9:30～18:30 ※ご予約の患者様は 20:00 まで診療
●休診：日曜・祝祭日　●TEL：03-5448-9388

白金こどものはいしゃさん
子どものためにつくられたこの歯医者さんでは、子ども
が笑顔でいっぱいなんです。さぁ、あなたも「子どもが
楽しく通えるはいしゃさん」の魔法を体験しに来てくだ
さいね。日曜は予防・矯正 Day です。

●時間：10:00～12:00 ／ 13:30～19:00（土日～18:00）
●休診：不定休　●TEL：03-5789-8778

カピバラあかちゃん・こどもクリニック
小児科専門医による丁寧で安心な診察、予防注射、健診、
治療を受けられます。白金高輪地域のお子様たちの健や
かな成長のお手伝いをしていきたいと考えています。

●時間：月～金 9:00～12:00、13:30～17:00 ／土 9:00～12:00
14:00～16:00　●休診：日曜、祝祭日　●TEL：03-6277-3008

白金高輪動物病院
予防医療の大切さを伝えながら高度な専門医療も導入
していき、より良い獣医療を目指しております。皆様
と大切な家族が共に幸せな日々を過ごせることが私た
ちの願いです。

●時間：午前 9:30～12:30 ／午後 16:00～20:00（最終受付は 19:30）
●休診：水曜・日曜は手術・予約診療日となります　●TEL：03-3280-7703

ブラッスリーハルナ［フレンチレストラン］

クラシックをカジュアルに。契約農家直送野菜、シェフ自らが直接築
地で買い付けてくる魚介類、フランス直送の鴨、鳩等、厳選素材をよ
りカジュアルに、より美味しく、より楽しく、召し上がって頂きたく
日々精進しております。お一人様でもふらっと御立ち寄りください。

●時間：ランチ 11：30～14：30（火・水・木・金・土・日・祝営業）
ディナー火～土 18：00～23：00 ／日 18：00～22：00 ●休日：月曜 ●TEL：03-6450-2487

天山飯店［中華料理］

３０年前から変わらぬ味と心で皆様に愛され続けてきた
天山飯店。これからも変わらぬ心と味を大切に守ってい
きたいと思います。

●時間：平日昼 11:00～LO13:30 ／平日夜 17:30～LO20:30
●休日：土曜・日曜・祝祭日　●TEL：03-3446-4906

La Coupe d’ Or［フレンチレストラン］

南仏やパリで最先端のレストランでの修業を終えた坪香
絢也が、華やかで身体にやさしいお料理をお届けします。
ワインは、ソムリエがチョイスした自然派ワインを数多
くご用意しました。

●時間：昼 11:30～15:30（LO14:00）／夜 18:00～23:00（LO21:30）
●休日：火曜　●TEL：03-5793-5022

スターバックス コーヒー白金高輪店
最高品質のコーヒーやエスプレッソ、ドリンクを経験豊
かなバリスタがお客様のご注文に応じて丁寧に一杯一杯
作ります。

●時間：平日 7：00～22：00 ／日祝祭日 7：00～21：00
●休日：年中無休　●TEL：03-5789-3124

蕎麦酒房 千年
医食同源をコンセプトとし、昼はこだわりの信州そばを
茹でたて、揚げたて、作りたてをモットーに、夜は手作
り料理と店主自らセレクトしたお酒をリーズナブルに提
供します。

●時間：月～土ランチ 11:30～15:00（LO14:30）／夜の部月～金 17:00～22:00（LO21:00）
土 17:00～21:00（LO20:30）　●休日：日曜、祝祭日　●TEL：03-3447-3358

秀吉［酒肴菜］

四季感と旬の味にこだわる、本格和食と日本酒の店。
季節ごとの、定番の料理の味で勝負する。造り手の顔
が見えるカウンターでの一人飲みや、個室を使っての
ご接待やご会食にも。

●時間：17：30～24：00（LO23：30）　●休日：日曜　
●TEL：03-3443-8388

鳥居亭

●時間： 昼 11：30～14：00 ／夜 17：00～LO 21：30、ドリンク 22：00
●休日：土曜は夜のみ、日曜、祝日　●TEL：03−3444−2209

地元に愛され２０年。お客様は会社帰りの方やカップル、家
族連れと様々です。初めての方も常連さんも和気あいあいと
溶け込める温かいお店を目指しています。ぜひ一度足をお運
びください。焼き鳥コース、鍋コース等、相談に応じます。

尾崎幸隆 丼
天然マグロを使った完全オーダーメイドの究極のマグロ丼、
マグロ・お米・お米に合ったお酢で完全オーダーメイドの
オリジナル鉄火丼（海鮮丼）などを取り揃えています。テ
イクアウトでの注文も可能です（夏期はテイクアウト不可）

●時間：11：00～21：00 ／土祝 11：00～20：00
●休日：日曜　●TEL：03-5795-0823

サイゼリヤ白金高輪店
「イタリア料理の豊かさをそのまままるごと持って来る」
これがサイゼリヤの原点です。イタリアで長年食べ続け
られている本物の美味しさ。毎日食べられる素材の味を
そのまま活かした料理をご堪能ください。

●時間：10：00～24：00
●休日：年中無休　●TEL：03-5795-3160

新潟県十日町市は現代雪まつり発祥の地。毎年2月に開催される「十日町雪まつり」は、
日本最古の雪まつりとして有名です。その雪まつりの本場である新潟県十日町市から本物
の雪を移送。白金の街に一日限りのステキな雪ひろばが登場します！

雪ひろば

雪ひろば●12月24日（月祝）11：00～16：00／スターバックスコーヒー前車道

白金ヴェルデ薬局
地域の皆様のパートナーを目指す、気軽に立ち寄れる
明るい薬局です。在庫のないお薬はお取り寄せ致します。
遠方の病院の処方せんでもぜひお問い合わせください。
薬剤師訪問サービスや処方せんネット受付も行っております。

●時間：平日 9：00～19：00 ／土曜 9：00～17：00
●休日：日曜、祝祭日　●TEL：03-6450-2645

白金眼科クリニック
2017 年 1 月に開院した眼科クリニックです。女性眼科
専門医による丁寧で優しい診療を行っております。
目に関する心配事があれば、お気軽にご相談ください。

●時間：9：00～13：00 ／ 14：30～17：30
●休診：土曜午後・日曜・祝日　●TEL：03-3447-2226

GLAM［美容室］
【髪のお悩み改善美容室】
10 種類以上のシャンプー・トリートメントから選定して髪のお悩み
を改善していきます。お子様同伴や、お子様カットも大歓迎です♪
七五三・成人式でのお着付け、ヘアセットご相談くださいませ。

●時間：10:00～20:00 （金のみ 11:00～21:00）
●休日：火曜日（第 5 火曜日は営業）　●TEL：03-3446-0716［予約優先制］

クリーニング タナカ
大久保ストリートに昔からある小さなクリーニング店
です。お預かりしたものは、ひとつひとつ丁寧に愛情
込めて仕上げています。

●時間：8：00～20：00　●休日：日曜、祝祭日　●TEL：03-3441-6713

アートハウス白金［日西ギャラリー］
皆様の憩いの場所として美術品を楽しんでいただき、
絵本の読み語り会や各種ボランティアイベントも開催。

●休日：不定休　●TEL：03-3440-7577

白金理容かわむら

●時間：9：00～19：00 ／日曜・祝祭日 9：00～18：00
●休日：月曜・第 2・第 3 火曜　●TEL：03-3442-6705

ヘアサロン コバヤシ
頭皮の毛穴洗浄の出来る『オートシャンプー（自動洗髪
機）』導入店。年代を問わずアットホームな「とこや」
さんです。

●時間：平日 9：00～19：00 ／日祝祭日 9：00～18：00
●休日：月曜、第 2・第 3 火曜　●TEL：03-3442-9617

靴専科白金高輪店［シューズ・バッグのトータルエステ］
靴やバッグも洗えるって知ってますか？靴専科は水洗
いクリーニングや修理、色の補修など、さまざまな技
術であなたの大切な靴を甦らせます。あきらめている
靴やバッグがあれば、お気軽にご相談ください。

●時間：10：00～19：00　●休日：火曜　●TEL：03-5475-7320

ファミリーマート港区白金プラザ店
２４時間欲しいものが見つかる、何でも揃うコンビニ
エンスストア！明るい元気な笑顔でお客様のご来店を
お待ちしております。

●時間：24 時間営業　●休日：年中無休　●TEL：03-5475-1900

クイーンズ伊勢丹白金高輪店
安心・安全・おいしさがテーマ。生鮮食品と惣菜・
ベーカリー中心に安心・安全・美味しにこだわった
食料品専門のスーパーマーケットです。

●時間：10：00～22：00　●休日：元旦　●TEL：03-5791-2181

トモズ白金プラザ店
身近な暮らしの中で気軽に「美容」と「健康」に関する
相談ができ、親身なカウンセリングが受けられます。
地域のお客様に喜んでいただけるようなお店であり続け
たいと願っております。

●時間：平日 9：00～21：00 ／土日祝祭日 10：00～21：00
●休日：年中無休　●TEL：03-5793-4561

サンフローリスト
気持ちがいっぱい詰まったフラワーギフト
季節の色や香りがいっぱいのフラワーギフト

●時間：9：00～19：00　●休日：年中無休（正月三ヶ日は休業）
●TEL：03-3446-1548

PASSION DE ROSE［フランス菓子］

ケーキはもちろん、焼き菓子、パン、チョコレート等もすべて店内で１つ
１つ丁寧に手作りしています。フランスのクラシックなお菓子を中心に、
渡仏経験のあるシェフ田中貴士のこだわりの商品が数多く揃います。
これからの季節、店内や外のテラス席でアイスやパフェはいかがですか？

●時間：10：00～19：00　●休日：年中無休　●TEL：03-5422-7664

クリーンショップ保科［クリーニング］
１年を通じ、大切なお洋服を心地よく着用して欲しい。
その想いから当店はお客様の衣類のホームドクターと
して、クリーニングを通じてトータルファッションメ
ンテナンスをご提供させていただきます。

●時間：7：30～19：30　●休日：日曜、祝祭日
●TEL：03-3444-4326

パーソナルトレーニングスタジオ UNO
ダイエット成功はあたりまえ！もっと綺麗に、もっと格好よく！
ボディメイクやパフォーマンス向上はもちろん、ちょっと気に
なる日常の身体のこと・・・そんな疑問にお答えします。貴方
より貴方の身体に詳しいトレーナーがおもてなし致します。

●時間： 月火木 10:00～22:00 ／水金 7:00～22:00
土日祝 9:00～17:00　●休日：不定休　●TEL：03-3449-3160

香土［ワインレストラン］

素敵な大人のちょっとした隠れ家。ワインは香りの良い
ものをテーマに取り揃えてあり、お客様のお好みにあわ
せてお選びいたします。食材にこだわった料理もコース・
アラカルトにてお楽しみいただけます。

●時間：18：00～very late（please call!!!）
●休日：HP にて告知　●TEL：03-3473-4707

●ショップリスト 飲食 物販＆サービス 医療＆ヘルスケア

新潟県十日町の本物の雪で作る雪ひろば

白金プラザ会　スノーフェスタ2018

白金プラザ会は南北線・三田線「白金高輪」駅４番出口を出てすぐに位置する商店会で、2018年12月現在、15の飲食店、
16の物販＆サービス店、８の医療＆ヘルスケア店の計39店で構成されています。▶www.shirokaneplaza.com

親切をモットーにお客様とのコミュニケーションを大切
に致します。ファミリーでご来店くださるよう、スタッ
フ一同、心よりお待ちしております。

※雪の降雪状況により中止となる場合がございます。 


