おかげさまで Luz 自由が丘は、2019 年の夏に10 周年を迎えることができました。
これまでご利用いただきました全ての皆様に、感謝したいと思います。
どうもありがとうございます。

1F

これからも、素敵なひと時をお過ごし頂ける施設を目指してまいりますので、

Luz10 周年、
おめでとうございます。
次の10 年もLuzとともに自由が丘に根
ざしたお店になっていきたいと思います。
9/11 Wed〜 巻物と羽織物
季節の移り変わりへ向けて、早くもアウ
ターのバリエーションが揃います。ぜひ、
この機会をお見逃しなく！

どうぞよろしくお願い申し上げます。
4F
おかげさまで、
オープンから１周年を迎
えることができました。
これからも患者様
のキレイのお手伝いをさせて頂くべく、
よ
り一層技術に磨きをかけて参ります。

1F
5F

いつもご来店ありがとうございます。
さ り 気 な く オ シ ャ レ に！人 と は 少 し
違う個性を大切にしたアクセサリー
をこれからもお届けしていきます。

おかげさまで、
オープンから半年を迎えるこ
とができました。当院は内視鏡に特化した
専門クリニックですが、些細な「おなか」や
「おしり」
の悩みでもご受診頂けます。
どうぞお気軽にご相談ください。

1F
9月6日
（金）
〜 16日
（月）
まで秋のフェアを開催します。
【AUTUMN FAIR】
期日：9 月 6 日
（金）
〜16 日
（月）
内容：期間中 ¥30,000（税抜き）以上お買い上げの
お客様に先着でコインケースをプレゼント。
また、
メンバーズカードのポイントが通常の 2 倍となり
ます。
フェアの開催に伴い新作が多数入荷します。
是非お越し下さい。

6F

いつもご利用頂き誠にありがとうござい
ます。今後も、丁寧な施述、
こだわりの薬
剤、ゆったり個室で、
より素敵なスタイル
をご提案できるよう尽力して参ります。
1F

7F

いつもご来店頂き誠にありがとうございま
す。
これからもお客様に幸せな時間をパン
と共にお届けして行きたいと思います。

いつもご来店いただき、誠にありがとうござ
います。支えてくださるお客様のおかげで、
こうして成長を続けております。
これからも
ミス・パリを宜しくお願いいたします。

1F

3F

1F

1F

いつもご来店頂きありがとうございます。
より素敵なお店になるよう努めて参ります
ので、
これからもよろしくお願いします。

Luz自由が丘 10 周年おめでとうございます！
MARKEY Sは昨年の9月にオープンさせていただき、
たくさんのお客様にご来店いただいております。
これか
らもLuz自由が丘の一員として多くのお客様に
ご来店いただき、
笑顔になっていただけるお店を作っ
ていきます！
みなさまのご来店、
スタッフ一同お待ちしております！

いつもご来店頂きありがとうございます。
これからも食事を美味しく楽しめる商品
をたくさん集めお待ちしております。
1F

B1F
これからも素敵なお食事のひとときを提
供できるよう努めてまいります! 今後とも
よろしくお願いします

SABON自由が丘店もおかげさまでオープン10 周年
を迎え、今でも地域のお客様との温かいコミュニ
ケーションに支えられています。
SABON には男性向けの香りラインナップがあった
り、
家族でシェアして使えるアイテムがあったり…
年齢とともにライフスタイルが変わってもずっと楽し
んでいただけるのは、SABON ならではの強みです。
これからも、香りと心地よさを楽しんでいただける
お店として、
スタッフ一同、
お客様を笑顔でお迎えして
まいります！

B1F

2F

おかげさまで、
オープンから10 周年を迎えることがで
きました。
T'sレストランでは、
食の背景に関わらずテー
ブルを囲める空間をご用意しております。
これからもご来店の皆様が楽しく快適な毎日をお過ご
しいただけるよう、
心よりお待ち申し上げております。

おかげさまで、
オープンから早6 年を迎えました。
いつもご来店頂き、
誠にありがとうございます。
これからも一生に一度の記念日にいらっしゃったお客
様に最高の思い出を提供できるようにスタッフ一同心
を込めてまいります。
これからも何卒、
宜しくお願い致します。

7F
1F
こんにちは。
ウンナナクール 自由が丘店です！
おかげさまで、
オープンから10 周年を迎えることがで
きました！いつも沢山のご来店ありがとうございます！
ウンナナクール のブランドミッションである"女の子の
人生を応援する"こと。
そして、
女の子が生きるための
選択肢がひとつでも多く増えることを願って、
これから
も全力で皆様をサポートしていきます！
！
これからも、
ウンナナクール 自由が丘店を宜しくお願
い致します！

3F
いつもご来店頂き誠にありがとうございます。おかげ
さまで、オープンから 10 周年を迎えることができまし
た。今後もおいしい料理と居心地の良い空間を提供
できるよう努めてまいりますので、これからも宜しくお
願いします。

2F
皆様のマンション購入のサポートを続け
て28 年、Luz 自由が丘オープンと同時
に移転し10 年を迎 えました。
これからも宜しくお願い致します。

いつもご来店いただき、
誠にありがとうござ
います。支えてくださるお客様のおかげで、
こうして成長を続けております。
これからも
ダンディハウスを宜しくお願いいたします。

2019 年 6 月に、施設をリニューアルしました！グリーンを豊富に配置し、
フロントにはベンチを
設け、公園のようにくつろげるスペースを演出しています。1 階の通り抜け通路は、5 月の
GREEN MARCHE の際、皆様からネーミングを募集し、
「Luz の小路」
に決定しました！

5F
グラン・イーノ自由が丘店は 10 周年を迎えることが
できました。今年 9 月は創業 15 周年にもあたります。
ご愛顧頂き、感謝しております。
これからも、大人の女
性が癒されながら美しく健康でいられるよう、上質な
技術とサービスを提供して参ります。
10 周年を記念して人気 2コースを 60％以上 OFF の
特別価格でお楽しみください。
■小顔矯正＆保湿フェイシャル 60 分
15,000 円 → 5,800 円
■アーユルヴェーダ・ローズ・デトックス
Body&Facial 90 分 28,000 円→8,800 円
※ご新規様限定

1F ビアズリー

1F マーキーズ

■OPEN
11:00-20:00
■PHONE 03-5731-0536
■WEB
http://www.beardsley.jp/

■OPEN
11:00-20:00
■PHONE 03-5726-8186
■WEB
https://www.markeys.co.jp

パリのアトリエという空間で、
rafﬁne
（上品）
・eternite
（永遠）
・・・などの15のキーワードを
ベースに大人の遊び心を誘うディテールのあるアイテムを展開。オリジナルからインポート
までデイリーでありながらもスノッブな部分を付け加えて女性の持つ柔らかさと凛とした
雰囲気を醸し出すスタイリングを提案します。

ベビー・キッズをメインに親子でコーディネートできるアイテムが揃うショップ。オリジナリティ
溢れるアイテムと豊富な品揃えでご家族が笑顔になる子供服をコンセプトに、PATAGONIA や
THE NORTH FACE、LEE などのセレクトアイテムも充実した、毎日が楽しくなるキッズスタイル
を提案していきます。

1F リエス

1F コ・スターリング自由が丘

1F ウンナナクール

■OPEN
11:00-20:00
■PHONE 03-5731-1106
■WEB
http://www.melrose.co.jp/liesse/

■OPEN
11:00-19:00
■PHONE 03-6459-5818
■WEB
http://www.co-starring.co.jp

■OPEN
11:00-20:00
■PHONE 03-3725-0691
■WEB
http://www.une-nana-cool.com/

日常にある自然や風景、出来事、いくつもの Liesse 〜歓喜〜の瞬間。そんな毎日の生活を楽しむ気持
ちとものや人を大切にする心を持ち続ける女性をイメージ。自由な自分でいられる、大人服。

柔軟な発想とアイデアに満ちたデザイン。作り手のこだわりと丁寧な手仕事から生まれる物作
り。時代の空気を敏感に感じ取りながら個性を放つ〈コ・スターリング〉のアクセサリーは、身に
つけるたびに気分が高まる「私のお気に入りアクセ」として、女性たちの日常や特別な日のスタイ
リングをサポートします。

世界のスパイス・オリーブオイル専門店

ウンナナクールはワコールから生まれた下着屋さん。努力や憧れは誰かのためにじゃなく、自分自身
のため。
「女の子、登場」を合言葉に世の中の女の子を応援する下着をつくっています。

1F レピス・エピス

1F サボン

■OPEN
12:00-19:00 （定休日/水曜）
■PHONE 03-5726-1144
■WEB
http://www.lepiepi.com/

■OPEN
11:00-20:00
■PHONE 03-5731-1026
■WEB
http://www.sabon.co.jp

フランスにある
「エピスリー」
と呼ばれるスパイスを中心とした食料品店をイメージしてレピス・
エピスは生まれました。世界中から厳選したスパイス・塩は 200 種類以上。店頭で実際に香りや
味を確かめながら、量り売りでお好きな量を新鮮な状態でお買い求め頂けます。
イタリアやフラ
ンスから直輸入のパテやマスタード、
トリュフ、
はちみつ、
チョコレートなどの美味しい食材も厳選
してご用意しています。

世界各国のセレブにもファンが多いイスラエル発のコスメブランド
「SABON」。死海のミネラルを
豊富に含んだバスプロダクトやボディケアコスメをはじめ、丁寧に手作りされた石鹸、雑貨
など、500 品種以上の商品を取り揃えています。小さなお子様から大人まで、安心してお使い
いただける自然と体にやさしいプロダクトを提供します。

3F シャッターズ

RESTAURANT & CAFE

■OPEN

11:00-22:00
（LO.21:30）

■PHONE

03-5731-0101

■WEB

https://www.ys-int.com

B1F T s レストラン
■OPEN
11:00-22:00
（LO.21:00）
■PHONE 03-3717-0831
■WEB
http://ts-restaurant.jp

骨からほろりとはがれてしまう程やわらかなお肉のスペアリブや、あつあつのパイの上に冷たーいアイスクリームをのせたアップルパイアラモードが
大人気！また、厳選した 13 種類のパスタ、一品一品全てにこだわったオリジナリティ溢れる豊富なメニュー。お子様連れでも気兼ねなくお食事を楽し
めます。優雅なランチからワイン片手に楽しむディナーまで、様々なシーンにご利用下さい。

肉・魚介類・卵・乳製品を使用せず、
新鮮な野菜と大豆ミートを使った
『スマイルベジ』
のお店です。メニューはドリアなどの洋食やベジ餃子、
担々麺など
の中華、
スイーツと幅広く、
一品一品の美味しさにこだわっておりますので、
動物性食材を一切含まないお料理への驚きや感動を味わえます。
食を通じて
「健康」
の大切さをお伝えしたいと思っています。

1F なんとかプレッソ
■OPEN
10:00-19:00
■PHONE 03-5701-0508
■WEB
https://www.instagram.com/
nantoka.presso/

エスプレッソが苦手な人でも楽しめる飲みやすい「時間出しコーヒー」や
紅茶、チョコレートドリンクやヨーグルト、おいしいパンをテイクアウト
いただけます。

B1F カブリロス
■OPEN

月曜〜金曜
土曜・祝前日
日曜・祝日

17:00-24:00(LO.23:30)
11:30-24:00(LO.23:30)
11:30-23:30(LO.22:00)

■PHONE
■WEB

03-5726-8624
https://r.gnavi.co.jp/8khbpg2c0000/

※水曜日は10:00-18:00(コロネのみの販売)

3F パンとエスプレッソと自由形
■OPEN
9:00-19:00
■PHONE 03-3724-8118
■WEB
https://www.instagram.com/
bread̲espresso̲jiyugata/

イタリア発祥のホットサンド、パニーニや、鉄板のフレンチトースト、
期間限定商品をおしゃれな店内でお楽しみいただけます。
「CABRILLOS」
は日本ではポピュラーな
「tex-mex」
だけではなく、
ヘルシーなカリフォルニアテイストの
「cali-mex」
を基にしたブランドです。
アーティ
スティックな空間で、農園野菜や魚介などを豊富に使った料理がお楽しみいただけます。仲間うちでワイワイ盛り上がったり、デートで使えたり、1 人で
ゆったりお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。

Luz Beauty・Service
5F グラン・イーノ

6F ディアローグ

■OPEN

■OPEN
■PHONE
■WEB

■PHONE
■WEB

平日
12:00-21:00
土日祝日 11:00-19:00
03-5729-1178
https://www.g-ino.com/

2F ユースシアタージャパン

2F マンションライブラリー

■OPEN
■PHONE
■WEB

■OPEN
■PHONE
■WEB

9:30-21:00
0798-61-7778
http://www.ytj.gr.jp

10:00-21:00
03-6421-2512
http://www.dear-logueluz.com

Youth Theatre Japan は、世界にも類を見ない規模の活動をリード
する、日本初の国際的なユースシアターカンパニーです。海外に発信
できる多数のコンテンツ・パフォーマンス・公演を制作、国際交流を
推進し、社会に貢献することを目指しています。1 年を通じて多数の
公演を主催している YTJ では、累計 10,000 名の魅力的な若者たちが、
春のダンスフェスティバル、夏のミュージカル、冬の英語歌唱コン
クール、海外公演などのイベントを中心に活動しています。

新築・中古・リノベーションマンション情報館。
フリードリンクを楽し
みながら、人気マンションの資料やお買い得情報をエリア・沿線別に
探して自由に閲覧でき、資金計画やマンション選びのサポート、専門
スタッフによる個別相談が無料で受けられます。

2F ハピリィフォトスタジオ 自由が丘

海外エステ、ホテルスパ出身のセラピストが見染めた技術だけを集
め、アーユルヴェーダ、中国式推拿 ( スイナ )、モンテセラピー等、様々
な 国 の 施 術 を お 楽 し み い た だ け ま す。雑 誌「anan」
「MAQUIA」
「25ans ウエディング」等でも度々取り上げられ、業界関係者からも高
い評価を得た技術で、肩や首のコリ、痩身、お肌のお悩み、ブライダル
など、
ご要望に沿ってご案内をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせ
ください。

プライベート空間で上質な時間をお過ごしください。美容室という
特別な空間で、
周りからの会話や視線が気にならない全席個室の美容
院です。居心地の良いカットスペースで、お客様だけの、個室の美容室
を確保しました。

7F エステティック ミス・パリ

7F 男のエステ ダンディハウス

■OPEN

■OPEN

■PHONE
■WEB

平日
11:00-21:00
土日祝日 10:00-19:00
03-5729-6092
http://www.miss-paris.co.jp/

■PHONE
■WEB

平日
11:00-21:00
土日祝日 10:00-19:00
03-5729-6091
http://www.dandy-house.co.jp/

■OPEN
■PHONE
■予約専用
■WEB

9:00-19:00
（不定休）
03-5731-3443
0120-338-977
http://www.happilyphoto.jp

家族の絆を記憶と記録 -photo- に残しませんか？作り込まれた撮影
ルームは全部で 5 つ。お好みのお部屋で家族との素敵な時間を撮影し
ます。マタニティ、お宮参り、誕生日、七五三、入園入学、ファミリー
フォトといったお子様への愛情あふれる大切な瞬間を形にするのが
happily style。Photo を中心に笑顔と人を繋ぎ続けるスタジオです。

4F オーラルクリニーク自由が丘
■OPEN
■PHONE
■WEB

9:30-13:00

14:30-18:00
（休診/日・祝日）
0120-378-875
https://www.oral-clinique.com/

「歯にやさしいことは体にもやさしい」
当院では、見た目の美しさを追求することはもちろん、体に優しい素材を用い、噛み
合わせも考えた治療を行っています。また、歯科治療に留まらず、ヒアルロン酸注入
などによって、笑顔に自信を持っていただけるような、美しい口元のデザインも
行っています。
ヘルシーでナチュラルな歯で日々を楽しむことが、
未来を楽しむこと
に繋がると信じて・・・

5F 自由が丘消化器・内視鏡クリニック
■OPEN

洗練された技術と理論で美を追求し続ける 5 つ星サロンの「エステ
ティックミス・パリ」。アロマの香りただようヨーロピアンモダンで
まとめたラグジュアリーなサロンで、大切なお客様を国内外の資格を
持つプロのエステティシャンがお迎えします。ミス・パリの技術は第三者
機関で効果検証しているオリジナルの技術。最高のおもてなしと技術
で理想へと導いていきます。

10:30-19:00 （休館/火・水曜）
03-3718-7017
https://kaiteki.gr.jp

ダンディハウスは、
日本で最初に誕生した男性専用エステティックサロン。
世界レベルの資格を持つエステティシャンが大学や医療機関等の第三者
機関で効果検証した技術を駆使し、常に効果の出るエステティックを
提供いたします。男性のみなさまが求める「美」、
「健康」、そして「癒し」
を最高の形で実現し、世界が認める快適で清潔なサロンで 驚きの効果
を体感していただけます。

■PHONE
■WEB

平日 9:00-12:00 15:00-18:00
土曜 9:00-12:00 （休診/木・日・祝日）
03-6421-2852
https://jiyugaoka-gc.com/

当院では、国内最多のがん症例数を診療している、がん研究会有明病院に勤務して
いる消化器内視鏡学会専門医・指導医が、
精度が高く苦痛のない内視鏡検査
（胃カメラ・
大腸カメラ）を実施しています。また、おしりのトラブルや、内科疾患にも対応して
おります。自由診療では、プラセンタや高濃度ビタミン C などの美容注射を周囲
よりも非常にリーズナブルな価格で提供しています。
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月祝

