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＜ボランティアスタッフ募集＞　＊詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください
吉祥寺ＭＡＰ、Kichijoji ArtWalkでは、ボランティアスタッフを募集しています。
アートやインテリアが好きな方、イベント企画に興味のある方、お待ちしております！


吉祥寺インテリア＆ファニチャーMAP


『吉祥寺インテリア＆ファニチャーMAP』は、吉祥寺
のアート情報サイト『Kichijoji Artwalk』バナーより
ダウンロードすることも可能です。サイト内では、
ギャラリーやカフェでのイベント情報を随時更新中！


吉祥寺インテリア＆ファニチャーMAP　INDEX


unico（ウニコ）・・・・・・・・・・・0422（28）7357
欧夢（オーム）・・・・・・・・・・・・0422（47）1180


KAJA Resort Furniture 吉祥寺本店
（カジャリゾートファニチャー） ・・・・・・0422（23）8337
CASPIAN（カスピアン）・・・・・・・・0422（21）3154
KEYUCA コピス吉祥寺店（ケユカ） ・・・0422（23）6631


silo（サイロ）・・・・・・・・・・・・0422（26）9868
ジャーナルスタンダードファニチャー・・・0422（23）6071


器と道具 つみ草（ツミクサ）・・・・・・0422（24）9585
transista（トランジスタ）・・・・・・・0422（51）5707


BRUNCH ＋kichijoji（ブランチ吉祥寺）・0422（27）5541
please（プリーズ）・・・・・・・・・・0422（27）7685
bellbet 吉祥寺（ベルベット吉祥寺）・・・0422（24）7953


モーダ・エン・カーサ 吉祥寺パルコ店・・・0422（27）6406
MOMO Natural 吉祥寺（モモナチュラル）・・0422（21）1515


横丁ギャラリー（ヨコチョウギャラリー）・・0422（24）9727


Roundabout（ラウンダバウト）・・・・0422（47）5780
Lewis吉祥寺店（ルイス吉祥寺店）・・・0422（23）4788
LOFT（吉祥寺ロフト）・・・・・・・・0422（23）6210


駅北口５分  MAP  B-2


“unico”とはイタリア語で「たったひとつの」「大切な」
という意味。どこの場所にも似ていない、自分が自分
らしくいられる心地よい空間作りをコンセプトに
オリジナル家具やカーテン、セレクト雑貨が揃う。
unico  （ウニコ吉祥寺）
武蔵野市吉祥寺本町2-15-4 所


11:00～20:00不定休
http://www.unico-fan.co.jp/ HP


0422-28-7357営休


シンプルでどこか懐かしいオリジナル家具


駅北口3分  MAP  B-3


「Simple & Natural」をコンセプトに、毎日の暮らし
を心地よく快適にするインテリアショップ。一窓
7,000円(税別)から作れる日本縫製のオーダーカー
テン、高品質な素材を使ったオリジナル家具のほか、
食器やグラス、キッチンツールなど生活雑貨も充実。


ＫＥＹＵＣＡ  （ケユカ コピス吉祥寺店）


0422-23-6631
武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺 A館5F 所


10:00～21:00不定休 営休


毎日の暮らしを心地よく快適に


駅北口4分  MAP  B-2


売り場面積約300㎡という広い店内は、アメリカ
東海岸のテイストをベースにニューヨーク・ブルッ
クリン地区のロフトをイメージ。ヴィンテージを感
じさせるスタンダードな商品と時代性を持ったイ
ンポート商品が多数取り揃う。
ジャーナルスタンダード ファニチャー


ファッションのようなスタイリングを体感


0422-23-6071 武蔵野市吉祥寺本町2-10-5 所
11:00～20:00不定休 営休HPjs-furniture.jp/


駅北口３分  MAP  C-2


シンプルで流行に左右されないデザインにこだわ
るオリジナル家具とインテリア雑貨店。使い込む
ほど味わい深くなる木の家具が並ぶ。日々の暮ら
しが心地よくなる空間作りをトータルに提案。
MOMO natural (モモ ナチュラル 吉祥寺店）


自然の優しさを感じる家具


武蔵野市吉祥寺本町2-1-7 DM BLDG. 2F
　


所
0422-21-151511:00～20:00無休 営休
http://www.momo-natural.co.jp/ HP


駅北口3分  MAP  B-3


デンマーク人オーナー監修のヨーロピアンモダン
がベース。シンプル＆スタイリッシュなインテリア・
ライフスタイルショップ。オリジナル家具を中心に
雑貨、ファブリック、照明も揃う。
モーダ・エン・カーサ　吉祥寺パルコ店


妥協しないインテリアをグッドプライスで


武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ7F　 所
0422-27-640610:00～21:00年中無休 営休
http://www.modaencasa.jp/ HP


駅公園口３分 MAP  C-3


Roundaboutは英語で「環状交差点」。様々な物
や人が行き交う場所になるようにと、オーナーの
小林和人氏が選定した国内外の日用品が並ぶ。
北口には姉妹店のOUTBOUNDがある。


Roundabout　（ラウンダバウト）
武蔵野市吉祥寺南町1-6-7 2F所
0422-47-5780 12:00～20:00営


厳選された実用的で美しい日用品の数々


火曜日休 http://roundabout.toHP


駅北口４分 MAP  B-3


家具やカーテン、インテリア雑貨、家庭用品など生活
を豊かにする商品が取り揃う。洗練されたデザイン
と色使いの家具を自由に組み合わせて、自分だけの
部屋づくりを楽しめる『DAN PROJECT』も展開中。


吉祥寺ロフト 
武蔵野市吉祥寺本町1-10-1
0422-23-6210


所
10:30～20:30 無休営 休


ロフトオリジナルの商品も多数


19世紀のヨーロピアンステンドグラス、アンティー
クの専門店。ステンドグラスは常に100点以上の
在庫があり、国内屈指の質と品揃えを誇る。美しい
アンティーク・シェードや銀製品、器なども豊富。


Eurpean Dream 欧夢（オーム）


吉祥寺の老舗アンティークショップ


武蔵野市吉祥寺南町2-29-10 エクセル井の頭101
　


所
0422-47-118０ 12:00～18:00 火・水曜日営 休
http://antiques-ohmu.com/HP


欧 夢 駅公園口7分 MAP  C-4


駅公園口6分 MAP  C-4


手仕事にこだわる作家や職人の器と道具を集めた
お店。日々の暮らしの中で、永く使うほどに愛着の
湧くものをセレクトしている。作家や工房の企画展
も四季に合わせて随時開催される。


器と道具 つみ草


作家の器と日本各地の手仕事道具


武蔵野市吉祥寺南町2-20-3　所 0422-24-9585
12:00～20:00 （1月～3月は19：00迄）
月（祝日の場合は火）


営
休 http://www.tumikusa.net/HP


セレクト品や委託販売品のほか、話題の3Dプリント商
品、作り手でもある店員製作のオリジナル品が並ぶ。家
具やアクセサリーのオーダーメイドやワークショップも
行っており、多目的に楽しめる店となっている。


silo （サイロ）
武蔵野市吉祥寺南町2-6-5クロケットハウス１F所
0422-26-9868
11:00～19:30営 http://silo.bzHP


末広通り脇にあるこだわりの逸品が揃う店


土・日のみオープン


 MAP  C-4 駅公園口3分


駅北口12分 MAP  B-1


「自然な暮らしを提供するお手伝い」がコンセプト
のオーダー家具専門店。シンプルながら、どこか
懐かしく遊び心のある家具は、デザインから製作
まで自社工場で作られている。
NATURE FURNISH （ネイチャーファーニッシュ）
武蔵野市吉祥寺本町4-14-2
0422-27-5051


所
11:30～19:00 水曜日営 休


中道通りのオーダー家具専門店


http://f-nabeshima.com/HP


駅北口7分 MAP  A-3


ペルシャ絨毯、キリムの直輸入販売・卸専門店。幅広
い産地から品物を取り揃え、直販ならではの低価格で
提供している。有名作家の貴重な作品やアンティーク
も展示。リペア、クリーニングも気軽に相談できる。


ペルシャで生まれた手仕事の世界
C A S P I A N


CASPIAN （カスピアン）
武蔵野市吉祥寺本町2-7-9　吉祥寺弐番館1F
0422-21-3154


所
10:30～19:30


水曜日 
営


休 www.caspian.jp/HP


駅北口5分 MAP  B-2


隠れ家的に佇むアジアン家具の店。季節ごとに
変わるリゾートスタイルのコーディネートはつい
つい憧れる洗練された上級スタイリング。心地よ
いリゾート空間と癒しを感じられる店内は訪れ
るだけでも楽しめ、インテリアの参考にも最適。
KAJA Resort Furniture 吉祥寺本店
武蔵野市吉祥寺本町2-12-6　GRANICO ビルB1F
0422-23-8337


所
11:00～20:00 無休営 休


癒しのリゾート空間でインテリア探し


駅北口5分 MAP  A-1FUJI FURNITURE
家具の富士


ナラ材ムク仕上げのアンティークスタイル家具
は、職人がひとつひとつ丁寧に作り上げている。
店舗ではオーダー家具の注文や古家具の修理、
家具のリメイク、住宅リフォームの相談も可能。


FUJI FURNITURE （家具の富士）
武蔵野市吉祥寺東町1-10 0422-20-0543所
10:30～18:30／10:00～19:00（水・土） 火曜日営 休


注文家具・家具の修理やリメイクも


駅北口２分 MAP  B-3


日 の々暮らしにちょっと彩りをプラスするのにぴった
りの身近なアートや雑貨、器、キッチン小物などが揃
う。猫やカエル、鳥など動物をテーマにした手作りの
アート作品もファンが多い。北欧アイテムも人気。


武蔵野市吉祥寺本町1-1-4 ＊和菓子屋「いせ桜」２F
0422-24-9727


所


13:00~19:00 月・火＊会期により変更の場合あり営 休


日常を彩るインテリア雑貨や器が揃う


yokocho-gallery.comHP


2014年７月より
Online SHOPへ
移転いたします


2014年７月より
Online SHOPへ
移転いたします


実店舗は７月末閉店予定実店舗は７月末閉店予定


横丁ギャラリー


駅公園口7分 MAP  C-2


1960年代前後の北欧家具、インテリア小物を扱
う。オーナー自らが現地で買付け。丁寧にメンテナ
ンスした良質な家具は、新品には出せないビンテー
ジならではの独特の暖かみや質感が味わえる。
Lewis  （ルイス 吉祥寺）


木の温もりを感じる北欧ビンテージ家具


武蔵野市吉祥寺本町3-1-8  フラット神谷1F
　


所
0422-23-4788 12:00～20:00 水・木曜日営 休
http://www.lewis-meguro.com/HP


駅北口15分 MAP  C-1


20世紀のデザイナーズ家具、北欧家具、テーブルウ
エア等のヴィンテージを中心に厳選したものを直
輸入販売。広々とした店内にオーナーの感性でセ
レクトされた流行にこだわらない一点物が並ぶ。
Please　（プリーズ）


150㎡の広いスペースで選ぶ北欧家具


武蔵野市中町2-24-17 1F  (三鷹駅北口より１０分)所


水・木曜日 （祝日は営業）休 www.please-co.comHP
0422-27-7685 12:00～19:00営


駅北口3分 MAP  B-3


職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた家具は、全て
混じり気のない天然無垢を使用。雑貨は国産の良
質なものだけを厳選している。21時まで営業して
いるので会社帰りにも気軽に立ち寄れる。
BRUNCH ＋kichijoji  （ブランチ吉祥寺）


無垢材にこだわったインテリアショップ


武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺B館５F　所
0422-27-5541 10:00～21:00 不定休営 休
http://www.brunchone.com/brunch-kichijoji/HP


駅北口1３分 MAP  C-1


北欧の影響を色濃く受けた G-plan と、根強い人
気の Ercol を中心とした 1960 年代のイギリス中
古家具を販売。また、それらと相性のよい国産家具
とオリジナルソファを展開している。


井の頭通り沿いのUKヴィンテージ家具店


transista （トランジスタ）
武蔵野市吉祥寺本町3-20-5 サンハイム吉祥寺102
　


所
0422-51-5707 12:00～20:00 火曜日営 休
http://www.transista.jp/HP


駅公園口6分 MAP  C-2


色褪せないモダンデザイン。北欧を中心にヨー
ロッパで直接買い付けたハンス・ウェグナー、アル
ネ・ヤコブセン、他巨匠の作品からスタンダードな
ビンテージ家具まで幅広い品揃えが魅力。
Bellbet  （ベルベット  吉祥寺店）
武蔵野市御殿山1-5-7-2F  (1F Cafe Musui)所


http://www.bellbet.netHP
0422-24-7953 11:00～19:00 木曜日営 休


北欧・ヨーロッパのビンテージ家具・雑貨





