
No. 地域 テイク出前 店舗名 ジャンル 住所 電話番号 提供時間・出前範囲 お店からメッセージ

1
江戸川

橋
◯ ― cafe&bar石畳 レストラン 関口1-14-8-102 080-9022-8138

【提供時間】　30分～　【デリバリー】　要相談
【曜日】　月曜日～土曜日　【定休日】　日、月、祝

【あなたのための石畳】シンプルで素材にこだわったお料理をテーマに。

2
江戸川

橋
◯ ― Wine Bar 葵 （ワインバー アオイ） ワインバー

関口1-18-9リビオ文京関口シティク
ロス2F

03-6823-8246
月曜日から金曜日　12時から15時　17時から20時
土日祝日はお休みです

ワインバーで人気の締めカレー&ガパオライスがテイクアウトで！

3
江戸川

橋
◯ ― タベルナ・アイ レストラン 関口3-18-4 1F 03-6912-0780

ランチタイムはランチメニューから
ディナータイムはアラカルトメニューからのチョイス
テイクアウトのみ火曜日と第3月曜日がお休みです

アットホームな雰囲気で気軽にお越しいただける本格イタリアン

4
江戸川
橋／茗
荷谷

◯ ◯ 沖縄料理護佐丸(ごさまる) レストラン 水道1-5-16升本マンション1F 03-3818-9530 平日お昼ランチタイム　夜ディナータイム営業中
創業20年間元気営業中。美味しい沖縄郷土料理をお届けします。店内全品とテ
イクアウト専用メニューをテイクアウトできます。ご自宅での食事、家呑みご利用
ください。

5
江戸川

橋
◯ ― 野菜倶楽部oto no ha Café（オトノハカフェ）

軽食テイクアウト＆
野菜販売

関口2-11-31 03-3942-1077 提供時間：11:00～14:00   提供日：火曜～日曜　定休日：月曜 期間限定テイクアウト＆直営農場「オトワファーム」の採れたて野菜販売

6
江戸川

橋
◯ ― 三好弥 レストラン 関口1-47-12江戸川橋ビル1F 03-3268-1429 提供時間：11:00～14:00   提供日：火曜～日曜　定休日：月曜

全て手作りで国産肉使用のとんかつ類やかつカレーや焼肉定食
いろんなフライの盛り合わせメニューやオムライスやポークエッグなども人気で
す。

7
江戸川

橋
◯ — IL FELICE(イル・フェリーチェ) レストラン 関口1-1-3プラザ飯田橋1F 03-6457-5741 定休日なし、営業時間：11時から23時 ワインショップ併設のイタリアンレストラン

8
江戸川

橋
◯ ― Grande Luna(グランデルーナ) レストラン 音羽1-9-3TID1F 03-6912-0694

営業時間 17時～20時
あらかじめ連絡いただけると、スムーズにいきます。

色々やってます。

9
江戸川

橋
◯ ― 築地魚一江戸川橋店 レストラン 関口1-13-14向井ビル1F 03-5225-7323 10時から19時　定休日無し

新鮮な魚料理&一品料理各種扱っております。
テイクアウトはワンコイン500円お弁当から全てのメニューテイクアウト扱ってお
ります。
どうぞお問い合わせ下さい。

10
江戸川

橋
◯ ― まんぷくカフェ ごはん茶々。 カフェ・喫茶店

音羽1-25-12中銀音羽マンション1
階

03-6902-1171 土日祝月火水11時半～16時半　木金11時半～19時半 美味しいごはんと手作りおかずでお腹いっぱいになれるカフェ

11
江戸川

橋
◯ ― ブォングスタイオ江戸川橋店 その他 関口1-2-7奥村ビル1F 03-6280-8890 定休日なし、11時から19時まで、店舗引取のみ、配達は応相談 Ciao!イタリア輸入食材・ワイン&デリです。宜しくお願い致します！

12
江戸川

橋
◯ ― パーネ・エ・オリオ パン・サンドウィッチ 音羽1-20-13 03-6902-0190 フォカッチャ11時半〜

13
江戸川

橋
◯ ◯ 株式会社 桜フーズ 弁当・おにぎり 音羽1-25-10 03-3945-6022 月～金曜日配送ＯＫ． 安心・安全・おいしい・ボリューム満点の手作り弁当

14
江戸川

橋
◯ ― 江戸下町料理 宮戸川 和食レストラン 水道1-4-6 浅野屋ビル1階 03-5802-5160

平日　11:30〜14:00
定休日　日・祝日

江戸、東京にこだわりを持つ『江戸料理』と『江戸地酒』の和食居酒屋

文京ソコヂカラ公式サイト登録店舗リスト

2021年7月5日 12:00時点の情報です。 

営業時間が急遽変更になる場合があります。 

詳細は事前に各店舗にご連絡ください。 不定期更新 
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15
江戸川

橋
◯ ― 食堂カフェ ななみや カフェ・喫茶店 水道1-5-10　ラフィネ1F 03-5803-7748

ランチタイム11時30分より15時　デイナータイム17時30分より
19時30分

小桜商店街にオープンして8年目。まごころをこめた料理でお待ちしております。

16
江戸川

橋
◯ ― トリコローレ イタリア料理

関口1丁目48ー6 日火江戸川橋ビ
ル第2の1階

03-5225-6716
お持ち帰りは5/7から16:00〜20:00、デリバリーは登録申請中で
す。

江戸川橋で23年！大きなピザが自慢のアットホームなイタリアン

17
江戸川

橋
― ― 合資会社ライオン堂洋品店 洋品店 関口1-8-3 AXAS文京関口1F 03-3269-2930 9:30 - 19:00　定休日なし

紳士、婦人、シルバー層向けを中心に、各種衣料を取り扱っています。
肌着、パジャマ、ソックス、帽子、バックなどもございます
お気軽にお立ち寄り下さい。

18
江戸川

橋
― ― ㈲ナカノヤ パン製造販売 関口1-2-8 03-3268-5583

7:00 - 19:00 
定休日は月曜日です

朝7時より自家製にこだわって焼きたてを提供しています。また、卵にこだわって
いて埼玉県深谷市の宝玉卵を使ったタマゴサンドもオススメです。

19
江戸川

橋
― ― リビングマルコ 日用雑貨店 関口1-2-7 03-3268-3385

9:00 - 19:45
定休日は無しです。

品質と品揃えにこだわった生活雑貨のセレクトショップ的お店です。配達サービ
スもありますので、スタッフにお気軽にお声がけ下さい。

20
江戸川

橋
― ― 株式会社 鈴木商店 精肉店 関口1-6-5-101 03-3268-893

10:00 - 18:30
日曜日、祝日が休みです。

創業80年、国内産の安心安全かつ良質な牛・豚・鶏肉にこだわって商いをして
おります。お客様においしく安心して召し上がって頂けるよう、丁寧な仕事を心
がけております。
4日・14日・24日は「4の日市」で特売品をご用意してお待ちしております。

21
江戸川

橋
― ― 喜作 せんべい・和菓子 関口１丁目７−２ 03-3268-1121

9:30 - 19:00
定休日：日・祝日

喜作は昔ながらの手焼きにより備長炭で一枚一枚　"せんべい"　を製造販売し
ている、商店街の小さなせんべい屋でございます。 確かな味を守るため、創業
70年を迎えました昨今でも、創業からのたった一つの店を切り盛りしなが ら、た
だ一つの手焼きを貫いております。  ただひたすら無理な背伸びをせず地道に
一歩一歩進んでまいりました、"せんべい"作りのこだわりが、確かな味と共に
少しでも皆様にお伝え出来ます事を願うばかりでございます。

22 大塚 ◯ ◯ 寿司処秀（すしどころひで） 寿司 大塚4-22-6 03-3947-1459
定休日　月曜日、第2、4日曜日
配達は、ご新規の方は、取りに来てくださる方のみでお願い致
します

カウンター8席、4～5名のお座敷1室の小さなお店です。アナゴが美味しいと、お
客様からご好評頂いてます

23 大塚 ◯ ― 中国料理 木蘭（ちゅうごくりょうり むーらん） 中華 大塚1－1－14　田部井ビル2階 03-5976-3751
持ち帰りのみの提供とさせていただきます。お電話いただけれ
ば営業時間以外のお時間も対応いたします

四川省からの香辛料を使ったお料理が好評を得ております。もちろん辛くない
お料理も

24 大塚 ◯ ― 料理ごとう レストラン 大塚5-9-2新大塚プラザ1階 03-5395-0510
火曜日から金曜日11時30～20時、土曜日、日曜日、祝日は16
時～20時 定休日は月曜日です、デリバリーやその他の時間帯
についてはご相談ください

新大塚の小さな和食店ですどうぞよろしくお願いいたします

25 大塚 ◯ ― やきとん酒場マルコ レストラン 大塚5-8-11 03-5981-6709 定休日なし　営業時間内受付可

26 大塚 ◯ ― 札幌軒 丼 大塚1-4-10 銀嶺ビル2F 03-3947-9225 月曜日〜土曜日　11:00〜21:30
6年連続全国丼グランプリ金賞受賞の肉丼でおなじみの札幌軒です。お電話で
のテイクアウト予約も承ってます。

27 大塚 ◯ ― レストラン コクリコ レストラン 大塚1-10-14音羽フジハイム1f 03-3945-6761
平日、午前11時より午後2時30分。午後6時より午後8時まで。
土曜日、午前11時より午後2時まで。日曜日、祝日休業です。

コクリコ坂にある昔ながらの洋食屋

28 大塚 ◯ ― いち・まる・いち 肉料理 大塚4-1-13   カーサ・ミカド  101 03-3944-6979
日.月曜日定休日　　　ランチ11時30分〜14時    ディナー17時
〜20時

6種類の唐揚げを中心のお弁当と豚のしょうが焼き弁当その他をご用意してお
ります。
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29 大塚 ◯ ◯ そば処 小舞子 （そばどころ こまいこ） そば・うどん 大塚6-34-4 03-3946-9849 11:00~19:00 (15:00~17:00休憩）火曜定休 創業100余年の日本そば屋です。出前&お持ち帰り容器での配達も承ります。

30 大塚 ◯ ― Cafe HARU terrace(嘉ノ雅 茗渓館) 洋食レストラン 大塚1-5-23 茗渓会館1F 090-4745-5652
定休日：毎月第二火曜日
提供時間：11:00～売り切れ次第終了

嘉ノ雅 茗渓館1Fレストランのシェフ・パティシエの料理がご家庭や職場で楽しめ
る♪

31 大塚 ◯ ― タイ屋台料理ムエタイハウス アジア・エスニック 大塚5-8-13 03-3946-1714
提供時間　5月31日までは　11時より20時まで　日曜定休日　
TAKEOUTのみ

タイ国政府認定レストラン（ThaiSelect）にて美味しいリアルタイ料理をぜひ
TAKEOUTでご自宅または会社でたべてください。

32 小石川 ◯ ◯ お好み焼き金太郎 レストラン
小石川2-1-1-B1 ユニオン第二ビ
ル

03-3813-0801
17時から23時（その他の時間はお電話かメールでご相談くださ
い。koishikawakintaro@gmail.com）メニューは、Twitter、
Instagram、FBに載せてございますのでご覧くださいませ。

お好み焼きもんじゃ焼き鉄板焼き小石川金太郎です。今年で35周年を迎えさせ
ていただきました。誠にありがとうございます。

33 小石川 ◯ ― NIKUDO（ニクドウ） ステーキ丼
小石川2-25-10 パークホームズ小
石川104

03-6240-0747
ランチ11:30～14:00　店舗引き渡しのみとなります。
定休日:月曜

お肉を楽しむお店NIKUDOです。
美味しいステーキ丼をご家庭でも！！

34 小石川 ◯ ― タンタローバTantaRoba レストラン 小石川4-18-7 03-3815-1122
○11時30分～14時　○店舗にて直接販売　○店舗定休日以外
(毎水曜日と不定休)　○当店にてお皿のご用意はありませんの
でお皿やタッパを持参お願い致します。

播磨坂で21年続くイタリア郷土料理のお店

35 小石川 ◯ ― わたべ レストラン 小石川1-9-14-104 03-3812-7448
金曜日～火曜日　11:30～14:00 　17:00～20:30
水曜、木曜　定休日

手洗い、うがい、うなぎでコロナを乗り切りましょう。

36 小石川 ◯ ― シーアン後楽園 中華 小石川2-1-2第11山京ビル1F 03-5805-1733
待ち時間0分又は10個以上のご注文の希望者は午前10時～午
前11半にお電話かFAXかご来店。平日のみ対応。デリバリー不
可。待ち時間がOKな方は直接ご来店。

早い、安い、おいしい、中華

37 小石川 ◯ ◯ 天々来（テンテンライ） 中華 小石川5-35-9武蔵野ビル1F 03-3814-8854 日曜日定休日 本格四川料理をお気軽に！

38 小石川 ◯ ― Ｆｏｏｄ Ｔｒｕｃｋ つくみ キッチンカー 小石川2-17-16 080-3478-6905 日曜日のみ営業(その他状況に応じて営業する場合もあります)

Food Truck つくみ は元女子サッカー選手が運営しております！"サッカースタ
ジアムで食べたい"メニューをコンセプトに、リングイッサ(ブラジル流生ソーセー
ジ)を使用した、"ブラジルBBQホットドッグ"やその他のサンド、ドリンクなどこだ
わりのメニューをご用意しております。

39 小石川 ◯ ― やきとり 大虎 レストラン 小石川2-22-4 03-3816-8025 日曜日定休日　17時～ 炭火焼き鳥屋です。

40 小石川 ◯ ― 播磨坂ラサタ食堂（ザ・ラサタ） レストラン 小石川4-16-8 080-2383-5945 月～土曜日11:30-15:00
【安心な毎日のこだわり飯】肉はダッチオーブンでじっくり焼き、カレーは鶏ガラ
出汁を加えて。こだわりの素材に手間ひまかけた安心ご飯をどうぞ。

41 小石川 ◯ ◯ 金寿し 寿司 小石川1-25-6 03-3811-5051
11時30分～21時00分
水曜日定休日(第1、第3の水・木連休)
すみませんが、あまり遠くへは出前出来かねます。

前日までにご注文をいただけるとありがたいです（急なご注文には応じられない
場合があります）。

42 小石川 ◯ ― 養老乃瀧 小石川店 居酒屋
小石川2-25-18 リブモール小石川
102

03-3812-9455 日曜定休日
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43 小石川 ◯ — お好み焼き 和 お好み焼き　鉄板焼 小石川5-5-9 藤ビル 3階 03-3945-6268 年中無休　17時～20時(電話受付は14時より)
地元で40年親しまれております。ご家庭で和のお好み焼きをこの機会に是非お
召し上がりください。

44 小石川 ◯ ― 新香園（シンカエン） 焼肉屋 小石川1-11-13　新香園ビル2階 03-3812-8339 11：30から20：00 炭火焼きで美味しい焼肉をお届けします

45 小石川 ◯ ― la petite grue ラプティットグリュ レストラン
小石川2-25-10パークホームズ小
石川

03-3868-2359
12時からなくなり次第。
最大17時まで

パンからデザートまで、全て手作り。
化学調味料は、使っていません。

46 小石川 ◯ ― 和来路わらじ 居酒屋 小石川5-4-8 03-3943-6565 月曜日～金曜日　15:00～19:00　テイクアウトのみ

47 小石川 ◯ ― 鮨くらまさ（すしくらまさ） 寿司 小石川2-22-4 03-5844-6417 12時〜14時　17時〜20時　月曜定休
特別プライスです
自粛中だからこそ美味しいもの食べて元気なりましょう

48 小石川 ◯ — 洋食･ワイン フリッツ 洋食レストラン 小石川2-25-16 リリオ小石川2F 03-3830-0235
提供時間は12時～15時
定休日 月曜日、第1第3日曜日(しばらくは不定休の為、電話で
ご確認ください)　デリバリー不可

16席の小さなお店。フライを中心とした洋食メニューが豊富です。

49 小石川 ◯ ― ファミリーレストラン大黒屋(だいこくや) 洋食レストラン 小石川3-1-1小石川田中ビル1F 03-3814-0881 日時祭日定休日、11:30〜14:00、17:00〜20:00
長年仕出し弁当をしていまして、テイクアウトはお任せください。一番人気メ
ニューの、とり唐揚げは新聞&TVで取り上げられた、大きさと冷めても美味しい
一品です。

50 小石川 ◯ ― 北京料理 ジェイズ 中華料理 小石川3-1-2-B1F 03-3812-7900
年中無休 ランチ AM11:30〜14:30、ディナー17:00〜22:00(但し、
当面20:00まで)

文京区小石川で30年間美味しい本格中華を地元の方々をはじめ多くのお客様
に提供しています。コロナに負けず、これからも美味しい本格中華を皆様の食
卓に提供続けてまいります。

51 小石川 ◯ ― 美蔵 居酒屋・バー 文京区小石川1-9-5 03-3815-3694
月曜日から土曜日　11:30～14:15　　16:00～1915
定休日 日曜日

52 小石川 ◯ ― ハイドラバット アジア・エスニック 小石川3-1-4 03-3812-9835
営業時間　平日11:00~15:00,17:00~19:00  土日11:00~19~00 　　 
定休日　火曜日

フレンドリーな店長が接客する日本人向きにアレンジされたインドネパール料理
を提供するお店

53 小石川 ◯ ― ベトナムBistro Vang Field アジア・エスニック
小石川1-16-6 サンクタス小石川プ
レサイス1E

03-6801-8067
テイクアウト受付11:00〜20:00 （月曜日定休※祝日の場合は臨
時営業）

小石川にある野菜ソムリエのベトナム料理屋さんです。ご要望ごさいましたら極
力お受けいたします。

54 小石川 ◯ ― mama5108cafe カフェ・喫茶店 小石川4-3-6 相良ビル1階 03-6801-6641 日曜祝日定休。土曜日不定休。9:00〜17:00
ハーブティーも沢山ご用意しております。のんびりゆったりして下さい。ちびっ子
用の玩具も多数！ソファー席は赤ちゃんママに大人気！

55 小石川 ◯ ― バンビ 茗荷谷駅前店 洋食レストラン 小石川5-5-2バンビビル1F 03-5395-0622
テイクアウト提供時間11:00～20:00
定休日なし（年末年始除く）
デリバリー対応　-

早くて安くて旨い！3拍子そろった昔ながらの洋食屋
茗荷谷駅前　春日通り沿い

56 小石川 ◯ ― つくる。 和食レストラン 小石川4-3-12 Gl Bldg小石川1F 03-6801-5529 １１：３０～１７：００　　定休日：不定休 飛騨高山と長野県南相木村より毎日直送の産直レストランです。
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57 小石川 ◯ ◯ ＡＯＩ ＮＡＰＯＬＩ イタリア料理 小石川3-32-1 小石川ピアット2F 03-5805-1605
11時ー14時半　17時ー20時　定休日なし　デリバリー範囲　小
石川、白山、西方、春日

本格薪釜ナポリピッツァのガーデンピッツェリア＆イタリアン

58 小石川 ― ― 茗荷谷三原堂 和菓子屋 小石川5-3-7 03-3814-3944 火～土 10時～18時　日曜日、月曜日は定休日です。

茗荷谷三原堂は本郷三原堂の姉妹店です。茗荷谷駅から徒歩５分の立地に店
舗を構えています。弊店では歴史や伝統とともに、「江戸の粋」をお伝えしたく、
熟練職人の手作りの和菓子で皆様をお迎えしております
人気商品は最中の「播磨坂」です。近くにお越しの際はぜひお立寄りください！

59 小石川 ― ― パティスリーレセンシエル カフェ＆ケーキ
小石川4-16-7 カーサベラソーレ
101

03-6320-8669
10:00 - 18:00
定休日は木曜日です。

L'essentielleは、「本質」（香り）という意味からつけられました。なぜこの素材を
使うのかどんな作り方にするのかその一つ一つが意味を持ちお互いにいいバラ
ンスを取り合いそれが美味しさとなります。儚い香りは、素材とのバランスが
整っていないと、記憶に残りません。最初のひと口目の幸福感、長く続く余韻。
出会いから別れまで魅了されるお菓子をお楽しみください。目で見て、舌で味わ
い香りを楽しむそんなパティスリーを目指しています

60 小石川 ― ― 齋藤商店 八百屋 小石川3-26-9 03-6662-7677 11:00 - 19:00

創業大正6年から続く木炭と元JA職員の店主が選び抜いた美味しく新鮮な野菜
たち。
木炭は備長炭から上質な切り炭などが揃う極上のラインナップ。
野菜は店主自ら収穫してくるものもあります。
野菜にピッタリの調味料も取り扱う季節を感じながらセレクトできるショップで
す。

61 小石川 ― ― 和賀喜家豆腐店 豆腐店 小石川2-17-18 03-3811-7469 月～土：6:00 - 19:00　定休日は日曜日、祝日です。

創業50年以上の老舗の豆腐店です。慈眼院と澤蔵司稲荷に前にある善光寺坂
通りに店を構えています。早朝６時から営業、添加物を使用せず、天然にがりを
使用の手造り豆腐や生揚げ、がんもどき、豆乳など数多くの商品を取り扱ってい
ます。街の豆腐店が少なくなる中、和賀喜豆腐店は地域の皆さまのため日々頑
張っています。引き続きよろしくお願いします。

62 小石川 ◯ ◯ キノーズマンハッタンニューヨーク ピザ・ハンバーガー 小石川4−21−２はいつ小石川1階 03-6231--5527
９：３０〜１９：３０（火〜土）９：３０〜１８：００（日）月曜日定休日
（月曜日が祝日の場合は翌日が休み）

ニューヨークで食べられるような日本ではまだ珍しい本格的サンドイッチやハン
バーガーのお店です。

63 小石川 ◯ ◯ 鉄板焼grow 後楽園店 肉料理 小石川2-24-2 高橋ビル1F 03-6801-6467 11:50〜20:00 不定休 高級な鉄板焼をリーズナブルに！

64 後楽園 ◯ ◯ ともえ寿司 寿司
後楽2−5−1住友不動産飯田橋
ファーストビル1F

03-3811-8860

月～金（日、祝定休）緊急事態宣言期間中は土曜日をお休みさ
せて頂きます。11:00～14:00   17:00～21:30
文京区後楽、小石川、春日、水道、小日向、本郷、白山など
詳しくはお問い合わせ下さい。

創業60年の老舗寿司店です

65 後楽園 ◯ ― 小川家(おがわや) 日本蕎麦屋 後楽2-3-20 03-3811-0074
月曜日～金曜日　11:00～14:00.15:30～8:00
土曜日　　　　　11:00～14:00
日曜日、祭日　　お休み

日本蕎麦屋の昔ながらな丼物、ご賞味ください(無添加です)

66 後楽園 ◯ ― キッチン仔熊 弁当 後楽2-14-15大和屋売店 03-3813-8741
11:30～13:15
月曜日～金曜日
土日祝日定休

ロケ弁をやってるお弁当屋です
毎日違うメニューをご用意してます
お取り置き承ります

67 後楽園 ◯ ― レストラン ニューグローリー レストラン 後楽2-3-10白王ビル1階 03-3815-8536
平日の月曜日から金曜日
11時30分から14時

創業49年
後楽2丁目で三代で営んできた洋食屋です。
老舗の味を自宅でどうぞ‼️
お待ちしております。
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68 後楽園 ◯ ― Cafe PoPoKi (カフェポーポキ) カフェ 後楽2-16-7 田中ビル1F 無し
平日 7:30〜10:00、11:30〜16:00 土日祝 12:00〜18:00 定休日 
月曜日、第4日曜日

後楽2丁目の裏路地のハワイアンBGMが流れる猫本いっぱいの、猫のいない猫
カフェです！

69
春日／
後楽園

◯ ―
信濃神麺 烈士洵名 (しなのしんめん れっし
じゅんめい)

ラーメン屋 西片1-15-6 03-5684-2263 11時〜21時　月曜日定休日
長野の食材にこだわったラーメン屋です。
持ち帰りのメニューは、当店自慢の謹製のタレを使用したものばかりなので、ぜ
ひ、お家でも烈士のチャーハンや焼き肉を召し上がってください。

70 後楽園 ◯ ◯ ビオッサ パン 春日2-10-19 03-3830-0676 毎日ランチタイム　ウーバーイーツによる
グルテンフリー　米粉パン専門店🍞🥐です。原料にこだわり健康と美味しさを食
卓に届けます。

71 後楽園 ◯ ― 情熱焼肉 大城 焼肉
後楽2-3-10 ニューグローリビル1
階

03-3811-4348
月曜日から金曜日
11時30分から14時

従業員みんなで、情熱込めて作ってます。
お店の味をご家庭でどうぞ。

72 後楽園 ◯ ◯ ババ・ガンプ・シュリンプ東京 レストラン 春日1-1-1　1F 03-3868-7041
1営業時間　11:30～18：00（LO17：00)
2ウーバーイーツで対応可能です
3店舗近隣でしたらデリバリー可能です※要相談

エビを中心とした様々なアメリカ南部料理とフレンドリーなサービスでお迎えしま
す！

73 後楽園 ◯ ― 山本のハンバーグ 東京ドームシティ店 肉料理 後楽1-3-61 黄色いビル1F 03-6479-8399 11時オープン、L.O.20時半、不定休
国産肉を使用し、毎朝新鮮な挽肉をその日の分だけ愛情こめて練り上げていま
す。

74 後楽園 ◯ ― FOUGAU フランス料理
春日1-15-9　都営住宅後楽園第一
アパート107

03-3830-0525

ランチテイクアウト　　11：30～14：00（L.O 14:00）
アラカルトテイクアウト
受付開始　　　　11：00～16：00
受渡可能時間　　　11：30～17：30
定休日　　月曜日

75 後楽園 ― ― イタリアンキッチン SORRISOLE イタリア料理 春日1-15-9 03-5804-9715
ランチタイム　12時〜15時
ディナータイム　17時〜20時
テイクアウト　16〜19時

シェフの目利きで市場や契約農家から仕入れた食材を彩り豊かに調理しており
ます。
レストランならではの味をご自宅でお楽しみください。

76 後楽園 ◯ ◯ カレーの王様 後楽園店 カレー 春日1-2-3メトロエム後楽園B1F 03-3812-7200
定休日無し
提供時間：11：00～20：00

数十種類のスパイスと香味野菜を独自に配合した秘伝のカレーソースで作るカ
レー各種が味わえる。トッピングの種類も豊富です。

77 後楽園 ◯ ― Sizzler（シズラー）東京ドームホテル店 洋食レストラン 後楽1-3-61　東京ドームホテル2階 03-5840-7331
提供時間11:00～21:00　
電話注文にて承ります。電話注文受付10:30～21:00

Sizzlerのグリルやサラダをテイクアウトでもお楽しみください！
3～4名様でシェアできるサラダバーat homeセットもございます。

78 後楽園 ◯ ― TOKYO MERCATO ピザ・ハンバーガー
後楽1-3-61　東京ドームシティ　
ミーツポート3F

03-6801-8916
提供時間：11：00～19：00　年末年始以外年中無休で提供可
能。

薪窯でピッツァ職人が焼き上げる南イタリアナポリスタイルの本格ピッツァ。

79 後楽園 ◯ ― ジェビアン 洋食レストラン 春日1-16-30　講道館Ｂ1 03-3813-1010
平日（月～金）　11：30～14：00　テイクアウトのみ受け付けてお
ります
土曜・日曜・祝日・・お休み　（不定休）

美味しい料理を気軽に食べて‥

80 後楽園 ― ― 薬局文京ファーマシー 薬局 春日2-24-12 03-3811-0196
月、火、水、金 9:00 - 19:00　木、土 9:00 - 13:00
定休日は日曜、祝日です。

クスリ、処方調剤、家庭看護用品、衣料雑貨など多種多様に取り揃えていま
す。薬局は街の中の保健室です。文京区民の健康を守る当店へお気軽にお越
しください

81 後楽園 ― ― 有限会社いとうや商店 花器・茶道具 西方1-15-17 03-3813-7484
平日：10:00 - 18:00
定休日は日曜・祝日です。

新古茶道具及び華道具の専門店。また美濃焼を中心とした、お手頃価格の食
器も取り扱ってます。祖父母の時代から100年以上受け継いできた、昔ながらの
個人商店の良さを残した店舗経営をしております。近年は楽天市場でネット販
売も展開中です。長年の経験と実績で親切丁寧に対応いたします。
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82 後楽園 ◯ ―
春水堂東京ドームシティラクーア店（チュンス
イタン）

カフェ・喫茶店 春日1-1-1 ラクーア2F 03-3830-0094 お問い合わせください 『タピオカミルクティー発祥の店』

83 護国寺 ◯ ― Adosi dal 2017(アドジ) レストラン 目白台2-13-3 らばらく1F 03-6677-8580
12:00～18:00
即お渡しできます。
たまに店舗にいない時あり。

目白台で、星付きイタリアンで修行したシェフが作る隠れ家イタリアン。テイクア
ウトには誰もが美味しいと思うものを作ってます。

84 護国寺 ◯ ― leckermaul（レッカーマウル ） レストラン 目白台1-24-8 03-6304-1225 提供時間11:30-14:30（不定休） 日本初フラムクーヘン専門店（ドイツ料理）

85 護国寺 ◯ ◯ ＳＰＥＲＡＮＺＡ ピザ 音羽2-4-2 ノーブル音羽1F 03-5981-9083
11:30～15:00
17:30～24:00

86 護国寺 ◯ ― ＴｅＦ (テフ) レストラン 音羽1-9-1 日本屋ビル1F 03-5981-8424 月-土曜日 11:30〜13:30 日曜日定休 お店で手作りしているパン、焼菓子を販売しています。

87 護国寺 ◯ ◯ ラーメン雅 中華 千石4-37-9 03-3945-6202
デリバリー千石内、営業時間11時～22時(13時～15時準備中、
デリバリーは20時まで)金曜日定休日。

千石で32年のラーメン、チャーハンなどの店です。

88 護国寺 ◯ ― ツチカラ 弁当 千石1-27-14 三つ星ビル1階 03-5981-9888 毎週日曜日です。 おやさい　おいしく　ベジたべる

89 護国寺 ◯ ― 直会処 まんどりあし 串揚げ 音羽1-14-8　1F 03-3941-3839 【月曜～土曜】17：00～20：00
創業14年　文京区音羽にある串揚げのお店です。
是非、一度、ご家庭でお召し上がりください。

90 護国寺 ◯ ― インドレストラン シルザナ カレー
音羽2-11-21　ライオンズマンション
護国寺第3　1階

03-3946-1477

ランチ　AM11:00～PM15:00（LO14:45）
ディナー　PM17:00～PM20:00（LO19:45）
＊緊急事態宣言中は２０時迄（以外はその都度変更しますので
ご確認下さい）

食べやすくて人気のインドカレーとアジアン料理のシルザナです。
この難局を乗り切って頂こうと激安のお持ち帰りカレーをご用意してます！
是非皆様のお越しを心からお待ちしております。

91 護国寺 ◯ ― VILLAGE MARCHE（ヴィレッジマルシェ） レストラン
目白台3-28-6 東京大学目白台イ
ンターナショナル・ビレッジ内

03-5981-8446
営業時間：11:00～20:30
店内でのご飲食は20:00までです

レストラン・カフェ・ショップがそろった食の複合施設。
ご縁をいただいた生産者から直接届いたマルシェ独自の新鮮な食材を使用した
お料理をご提供しています。

92 護国寺 ◯ ― カジュアル フレンチ LIBERTE (リベルテ) レストラン 目白台3-16-4 03-3942-8650

★ランチは通常営業しております★
11時から 19時までテイクアウトOK 。ご来店お時間に合わせて
お作りいたします。前日または当日1時間前までにご予約頂け
ますと有難いです
★定休日★
毎週月曜日&第1・3火曜日
(定休日以外の火曜日は ランチのみ営業)

目白台で23年  ご愛顧頂きありがとうございます
お子様連れの方から90代の方までご来店頂き
国産の厳選食材を安心安全に真心こめて
お作りしております！お気軽にどうぞ！

93 護国寺 ◯ ― カフェ リッチ レストラン 音羽1-21-9 03-6304-1163
月曜日〜土曜日(日曜祝日定休)    11:30〜14:30    18:00〜
20:00    テイクアウトのみ

雑穀ご飯の健康的なお弁当！他メニューも対応予定です。

94 護国寺 ◯ ― Sempre （センプレ） 欧風料理バル
音羽1-17-15　グランドネス音羽2
階

03-6912-2203 11:00～20：00
魚介のフリット（揚げ物）をはじめ、好きなものを少しずつ楽しめる、カジュアルな
バル。
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95 護国寺 ◯ ◯ ぼんたぼんた護国寺本店 弁当・おにぎり 音羽1-17-14大林ビル1階 03-5825-4522
●定休日なし　●営業時間　平日／8：00－20：00　土曜／10：
00－17：00　日祝／10：00－15：00　●デリバリー応相談

最高級のお米、一等米のみで創るおにぎり専門店。

96 護国寺 ◯ ◯
アジアンダイニング＆バー カリカ 護国寺店 
Asian Dining & Bar Kalika Gokokuji Branch

カレー 音羽２丁目９−３ 03-5395-2385 定休日なし

97 護国寺 ◯ ― 和食処　味彩 和食レストラン 音羽2-2-2 アベニュー音羽104 03-4362-5459
ランチタイム11時〜15時　ディナータイム17時〜20時　土日祝
休み

98 千石 ◯ ◯ スクアールビストロ レストラン 千石4-45-18永島ビル1F 03-3945-6821 通常営業日 11:30〜14:00 17:00〜20:30
千石駅から徒歩2分．カジュアルにフレンチと洋食を楽しめる小粋な街角レストラ
ン『スクアールビストロ』

99 千石 ◯ ― 四川家庭料理 中洞(なかほら) 中華
千石4-43-5 ラピュタ千石大武ビル
1F

03-5981-9494
○テイクアウト注文受付時間○ランチタイム:11時半～12時半、
ディナータイム:17時半～19時、定休日:月曜、第一第三火曜

毎日食べたくなるシンプルな「旨い！」を目指しています。

100 千石 ◯ ― 縁むすび ふくや 弁当 千石4-2-10 03-6912-2026
テイクアウト限定　
定休日　火曜日
営業時間　10時30分から13時30分まで

ホカホカおにぎり専門店

101 千石 ◯ ― （有）大正軒 タイショウケン 揚げ物 千石4丁目19-8 03-3946-3691 月曜日〜土曜日　11:30〜13:30 16:00〜17:30
大正時代から精肉店を営んでます。安心と安全な美味しいトンカツや手作りメン
チ等、販売しております。よろしくお願いします。

102 千石 ◯ ― そば処 ひぃふぅみぃ レストラン 千石3-32-8 03-3941-2273
11:30〜14:00
火曜日〜日曜日　　　定休日　月曜日

陶器の丼でお渡ししています。食後はご自宅で
ご使用ください。北海道産のすずまるを使った
自家製納豆は常時用意してあります。

103 千石 ◯ ― ピッツキューブ ピザ・ハンバーガー 千石4-40-3 070−4104−9966
11:30〜14:00　16:00〜20:00まで
月曜日定休日

もちもちな生地で本格石焼ナポリピザを焼いています

104 千石 ◯ ― パセリ屋 洋食レストラン 千石４－３３－９ 03ー5978ー4370 １１：３０～１４：００　１７：００～２０：００

105 千石 ― ― クリーニングポプリン 千石本店 クリーニング店 千石4-37-6 谷口ビル1階 03-3943-6289 平日 9:00 - 20:00 （日祝 10:00 - 18:00)　定休日は水曜日です
他店でも取れないシミを綺麗にします。日本最大で最高峰の染み抜き復元加工
技術勉強会で技術を習得してます。

106 千石 ― ― 本多酒店 酒屋 千石4-30-20 03-3947-6339
平日　10:00～23:00 　日・祝　11:00～22：00
年中無休

地元で長く続く、いわゆる「酒屋さん」です。四季折々のシーンに合う日本酒、ワ
インなどを取り揃えております。パーティーやイベント会場などへ冷たいビール・
飲料等の配達も承っております。文京区内は無料配達致します。

107 千石 ― ― パティスリーHiyama 洋菓子専門店 大塚4-1-11 03-3945-3585
10:00 - 19:00
不定休です。

パティスリーヒヤマでは、新鮮で旬な果物をふんだんに使用した季節限定の
ケーキや厳選した素材、とくに卵にこだわっているので、スポンジやプリンという
オーソドックスなケーキも素材の風味がいきています。焼き菓子は、お日持ちが
１０日から２週間（商品によって違いがあります）ですが、保存料を使用しており
ませんので、その期間内でしたら、おいしく、安心してお召し上がりいただけま
す。

また、贈答用といたしまして、焼き菓子詰め合わせの箱を用意しております。ご
予算に応じてラッピングも出来ますのでお気軽にスタッフにお声がけください。
心に残る特別な日に…デコレーションケーキのご予約承っております。
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108 千駄木 ◯ ― お好み焼き処 小奈や お好み焼き 千駄木3-43-10 トウトクビル1F 03-3822-2292 平日15:30から23:30 土日　14:00から23:00

109 千駄木 ◯ ― 一富士 レストラン 千駄木3-34-10 第一浅井ビル 03-5832-9633 営業時間内 和牛もつ専門です。

110 千駄木 ◯ ― ビアパブ イシイ ビアパブ 千駄木3-45-8 03-3828-7300 4月5日12:00-18:00販売。 4/6,4/7休 以降詳細はHPで発表 千駄木と谷中の間「よみせ通り」で、国産クラフトビールを楽しめるビアパブです

111 千駄木 ◯ ―
千駄木 魚我志むさし(センダギ ウオガシムサ
シ)

レストラン
千駄木4-7-15朝日動坂マンション
201

03-3823-4634 水曜日定休　それ以外の12～18時
年間200種のお刺身を扱う海鮮料理店。地魚を中心にマンボウや小判鮫、鮎な
どの変わった魚も提供しています。

112 千駄木 ◯ ― 駒込カフェ 喫茶・カフェ 千駄木5-38-6 03-5842-1084
12時から21時まで提供可能
通常は水曜定休日

オーダーごとに淹れる、香り高いハンドドリップのコーヒーをご提供！

113 千駄木 ◯ ― 石窯ダイニングDAI（ダイ） レストラン 千駄木2-32-4 千駄木ビル2F 03-3823-7227 ピッツァを中心に、お店のお料理をテイクアウト出来ます。 千駄木駅徒歩1分、下町のカジュアルイタリアン、石窯ピッツェリアです。

114 千駄木 ◯ ◯ Okaeri (オカエリ ） 定食 千駄木2-2-13 03-5834-7464

＜ご来店＞
・提供時間：11:30 - 20:00
・曜日：月 火 水 木 金 （定休日：日祝、不定休をいただく場合が
ございます）
・提供時間：11:30 - 14:00
・曜日：土

＜デリバリー＞
＊自転車、徒歩での配達となります。小さいお店ですので、配
達が重なった場合はお待ちいただく場合もございます。何卒、ご
了承ください。
・提供時間：13:00 - 20:00
　＊こちら以外の時間をご希望の場合は、お電話にてご相談く
ださい。
　＊配達時間を延長できるよう計画中です）
・曜日：月 火 水 木 金（祝日は定休日です）
・配達エリア：Okaeri から500メートル以内。目安として、谷中
キッテ通り、団子坂の通り、本郷通り、弥生坂に囲まれた範囲。

「笑顔になれるおうちごはん」をコンセプトに、主婦たちが手作りするごはんをご
提供しています。

＊今後、新しいテイクアウトメニューや、その日だけのテイクアウトメニューをご
提供してまいります。ぜひ、SNS をご覧ください。

115 千駄木 ◯ ◯ 台湾茶カフェ 狐月庵 台湾茶、台湾料理
千駄木3-46-1　ザヴィラオン千駄
木スクェア1F

03-5834-8752
定休日：月曜日（祝日の場合は営業）、デリバリーはウーバー
イーツのみ

珍しい台湾スタイル（工夫茶）で台湾茶を楽しめる台湾茶カフェです。

116 千駄木 ◯ ―
SAKE&WINE tono;4122 トーノ ヨンイチニイニ
イ

レストラン 千駄木4-1-22 03-3822-4124

テイクアウトは予約限定です
火～日曜　昼11:30～14時(L.o)　夜17:30～21時(L.o) 
・売切れの時は早仕舞いします。定休日　毎週月曜、第3火曜
・状況によりお休みもあります

開店16年目で初のテイクアウト営業始めました！千駄木のお気楽一軒家イタリ
アンです

117 千駄木 ◯ ― 囲味屋−千駄木 レストラン 千駄木3-44-16 03-3821-9883
定休日　月曜日
引き渡し時間19時まで

和食をメインに隠れ家スタイル。
千駄木すずらん通り。季節を大事に営業しています。お店に取りに来ていただ
ける方よろしくお願いいたします。

118 千駄木 ◯ ― トラットリア ノビ レストラン
千駄木3-42-8ベルメゾン千駄木
101

03-5834-7654 定休日　火曜日

119 千駄木 ◯ ◯ 寿司おおくぼ 寿司
千駄木4-13-6アドリーム文京動坂
G107

03-3823-3339

11:45～13:30 ランチ営業　お持ち帰り可◯ 出前不可×
18:00～21:00　お持ち帰り可◯ 出前可◯
出前可能範囲はお電話にてご相談ください。定休日 毎週月曜
日
(不定休日有 お問合わせください)

動坂下交差点の寿司おおくぼです。
お家で美味しいお寿司を食べて、
気分晴やかにお過ごしください。
記載メニュー以外にもお持ち帰り、出前できますのでお気軽にご連絡くださいま
せ。
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120 千駄木 ◯ ― 黒毛和牛焼肉うしくろ 弁当 千駄木2-42-1 03-3823-1433 15時以降受付開始、テイクアウトのみ うしくろの味をご家庭で！

121 千駄木 ◯ ― 三忠 レストラン 千駄木3-1-17ドミール千駄木201 03-3824-2300
12:00～18:30（15:00～16:00休憩)
定休日：水曜日

千駄木の団子坂にあるたこの提灯が目印のお店です。
人気のメニューをテイクアウトでご提供します🐙

122 千駄木 ◯ ― レストランRyu レストラン 千駄木3-37-17コスモ千駄木 03-3824-1288
定休　平日の(水)(木)
テイクアウト　全営業日11時～20時
　　　　　　　*火曜日　11時～15時

手作りの味にこだわっています

123 千駄木 ◯ ― パングラタンとのみもの つむぐカフェ カフェ 千駄木2-8-3 コーポ三杵1F 03-5834-8338
日曜祝日定休、別途不定休有り
テイクアウト販売
デリバリー不可

自家製パンとベシャメルソース、家でトースター焼くだけでカフェの味。是非！

124 千駄木 ◯ ― 串焼とくり 焼鳥屋 千駄木2-49-8 03-3821-8910

12時よ20時まで提供(変更の場合あり)
️️お電話でご注文いただければ
スムーズにお渡し出来ます。
月曜定休日

谷根千はへび道入り口のこだわり抜いた炭火焼き鳥と煮込みと酒の店です。ぜ
ひご利用ください。

125 千駄木 ◯ ― さくら食堂 レストラン 千駄木3-50-15　三幸ビル1F 03-5809-0953 10：00～22：30　無休
安心安全な食材で素材からタレまでひとつひとつ丁寧に自家製手作り。
有名定食屋で7年の修業を積んだ若きベトナム人オーナーが心を込めてご提供
しています！

126 千駄木 ◯ ― 炭火焼鳥BIRDHILL(バードヒル) 焼き鳥 千駄木2-28-8マムハイツ102 03-3822-8800 テイクアウト、予約可能、16時〜、火曜日定休 鳥取県産大山鶏を使用した焼き鳥店です

127 千駄木 ◯ ― coffee chi-zu 喫茶店 千駄木3-41-11 03-5834-2242 提供時間: 月〜金 10:00〜14:00
ハンドドリップコーヒーと手作りサンドイッチ
ご注文を受けてから一つずつお作り致します、事前にお電話頂けるとお渡しが
スムーズです。

128 千駄木 ◯ ― とんかつ みづま とんかつ・串揚げ 千駄木3－44－1 03-3827-9774
11:00-14:00 （ひる）　/   17:00-20:30　（よる）
火曜日・水曜日定休

文京区千駄木にある小さなお店です。おいしいごはんを食べたくなったら是非お
越しください。　令和2年5月6日までは、持ち帰りのみの営業です。

129 千駄木 ◯ ― ダイニングカフェ - chotto -（ちょっと） カフェ・喫茶店 千駄木3丁目36－7 050-3695-0137
提供時間：11:30～16:00
（売切次第終了：前日までのWeb予約でお取り置き可能です）

1日に食べたい野菜の半分を摂取することが出来るサラダプレートです！塩こう
じ鶏とココナツカレーソースの相性も抜群！また食後のケーキでお口直し頂け
ます♪

130 千駄木 ◯ ― 珈琲店こもれび カフェ・喫茶店 千駄木5-14-23 03-3822-2661 木曜(定休) なので、他の曜日で昼(12時)5食 、夕(5時半)5食
注文戴いてからお作りしてます。珈琲も一杯ずつ豆から挽いてドリップで淹れて
ます

131 千駄木 ◯ ― 稲毛屋 和食レストラン 千駄木3-49-4 03-3822-3495
営業時間 ランチ11時30〜14時(L.O13時30分)
                 ディナー17時〜20時(L.O19時)

うなぎと日本酒の店

132 千駄木 ◯ ◯ 焼肉 済州島 焼肉 千駄木3-27-8 03-3822-3875
17時～23時（都の要請により現在は20時まで）　　　　　　　　　　　
　済州島別館前にて毎週木金土曜日、11時半～13時までお弁
当の店頭販売を実施しております。

オーナー買付A4国産和牛使用！焼肉や自家製キムチを是非ご賞味下さい！

133 千駄木 ◯ ― 季節料理ふくや 懐石料理・日本料理 千駄木3-24-8LIXビル1F 03-5814-3388 定休日　水曜、11:30〜20:00、テイクアウトのみ 季節の和食
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134 千駄木 ◯ ― 谷根千az cafe カフェ・喫茶店 千駄木３－４０－１７ 03-5832-9362 火曜日（定休日）・土日祝日以外の11:30～17:00
自家焙煎珈琲とアルコール、ランチやスイーツとご家族どなたのご要望も応じて
います。
テラス席もありペットもご一緒頂けます。

135 千駄木 ◯ ― ダイニングキッチンLegame （レガーメ） 洋食レストラン
千駄木2-29-4シティハイツ千駄木
101

03-5842-1376

12時〜15時　17時〜23時
定休日火曜日（祝日の場合は翌日）
緊急事態宣言発令中は12時〜20時までの通し営業となりま
す。
詳しくはお電話でお問い合わせください。

千駄木駅すぐ近くの小さな洋食屋さんです。お子様にも食べやすい味付けです

136 千駄木 ◯ ― 九州堂 カフェ・喫茶店 千駄木3-40-16 03-5809-0273 11時ー19時半　月曜定休日 うんまか九州料理をご自宅でどうぞ！

137 千駄木 ◯ ― ケープルヴィル写真館＆カフェ カフェ・喫茶店 千駄木3丁目42-7 03-5834-8500
月曜定休（祝日の場合は営業。翌営業日が振替休業）　火水木
11:30~15:30、金土日 11:30~19:00 日11:30~17:30

フランスの家庭料理を中心にした月替りのデリランチ プレートが一番人気。

138 千駄木 ◯ ◯ VESPERA ヴェスペラ その他多国籍料理 千駄木3−44−1 070-1471-0315 定休日水木金　臨時の営業時間17時から１９時 食べごたえのあるveganフード！

139 千駄木 ― ― やなぎに桜 漬物店 千駄木2-33-6 03-5834-0602 10:00 - 19:00 (日・祝は18:00迄） 定休日は水曜日です
植物性乳酸菌で健康増進してみませんか？
お漬物が分からなくても、いろいろとオススメをさせて頂きます！

140 千駄木 ― ― 金杉青果 青果店 千駄木2-8-2 03-3827-9876
営業時間 (不定休)
月曜日～土曜日10時～19時30分
日曜日、祝祭日 13時～19時

地元の人にたくさん利用して頂いているお店です。
気軽にお立ち寄りください。

141 千駄木 ― ― rutsch（ルッチェ） 靴屋 台東区谷中3-18-8 03-6326-4041 12:00 - 18:00　定休日は水曜日です

足の悩みを相談できる、靴とインソールのお店です。

足の問題と全身の状態のつながりを明確にしながら、靴作りやドイツで身につ
けた技術と知識を使い、靴やインソールの提案をしています。足の悩みも相談
してください。

142 千駄木 ― ― 華工芸 Pua Lei 造花・装飾 千駄木2-11-6　パロス千駄木101 03-5815-8781
9：30～18：30
年中無休

卸売り専門の店主が仕入れた、種類豊富な増加や装飾を揃えたお店です。店
内の商品はすべて定価の40％引きの価格で販売しております。
造花のアレンジも￥1000から受け付けておりますので、気軽にお立ち寄りくださ
い。

143 千駄木 ◯ ◯ 大谷 その他 文京区千駄木5-5-3 03-3828-0930 9:30 AM ～ 6:30 PM・火曜日定休日

昭和27年創業。老舗の安定のおいしさをお届けしています！特別な日のお肉

の他、日々のお惣菜など、新商品を開発中です。ぜひ、毎日お越しください🍖今

夜の献立のご相談も無料で承り中☆彡

144 千駄木 ― ― 文京接骨院 その他 千駄木５−３１−１０　１階 03-3827-7365 9時〜12時、15時〜19時半・日曜日定休日 東京都文京区にある地域密着型を目指した接骨院です

145 千駄木 ◯ ― 韓国家庭料理と焼肉の店 呉宮 アジア・エスニック
千駄木3-37-20 団子坂カンカンビ
ル3F

03-5842-1533
ランチ11:30-15:00 ディナー17:00-23:00 緊急事態宣言期間中
は20時までの営業です

韓国・済州島出身の気さくなママが作る韓国家庭料理を召し上がれ！

146 千駄木 ◯ ― MUSECA TIMES ピザ・ハンバーガー 千駄木3-41-16 03-6899-1897 11時から22時（現在11時から１６時の時短営業）月曜定休日

パティは赤身の旨味溢れる岩手短角牛をハンドチョッピングで仕上げ、バンズ
は白山の名店ブーランジェリーアモニエにて特注、リーフは兵庫丹波よりベイ
ビーリーフ、レタスを直送、すべての素材に拘り抜いた、日本のハンバーガーで
す。

147 千駄木 ◯ ― ヨリミチカフェ カフェ・喫茶店 千駄木2-7-13　TYビル1階 03-3823-8021
11時～19時（ラストオーダー18:30）
定休日；毎週(火)(水）

大通りから1本路地に入ったところにある隠れ家的カフェです。
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148 根津 ◯ ◯ 一卵亭(イチランテイ) 食堂 根津2-37-1 03-5834-8909 8:00〜14:30  17:00〜20:00   火曜日定休
下町・根津のたまごとごはんの食堂です。
自慢のからあげは揚げたてをご用意！

149 根津 ◯ ◯ ciao!! centro チャオ チェントロ レストラン 根津2-19-5千葉根津ビル101 03-5809-0635

受け渡し可能時間　LUNCHタイム　12：00または13:00以降
（LUNCHメニューのパスタのみ）　DINNERタイム　18：00以降
定休日　月曜日　デリバリーに関しては検討中　現状は行って
おりません

根津駅徒歩1分！！生パスタと世界中のワインが楽しめるイタリアンレストラン
です！

150 根津 ◯ ◯ 釜飯・焼き鳥 松好 レストラン 根津1-18-10 03-3821-4430

テイクアウト可能時間
昼11時30分から15時　夜18時から22時
デリバリー可能時間（受付不可日あり。注文は要相談）
昼12時から15時　夜18時から21時
デリバリー範囲　根津、千駄木、谷中、その他要相談

60年続く、旬の具材を使った釜飯と三代目若旦那の焼く焼き鳥の店！

151 根津 ◯ ◯ 根津 焼鳥 照隅 テルスミ レストラン 根津1-1-21-101 03-5834-8891
前日予約　月、火、金、土、日
根津　弥生　千駄木　谷中　池之端

一隅を照らす焼鳥屋です。
ご自宅で照隅を楽しんでいただきたいです！

152 根津 ◯ ― あひーじょバル&ごはん 山ぶとう レストラン 根津1-1-11-千代田ビル203 03-5832-9381

【ランチタイム】(11:30～14:30)
ランチ税込価格　各種クーポン不可　現金支払いのみ
【ディナータイム】(18:00～20:00)
ディナー税抜き価格　各種クーポン不可　現金支払いのみ
テイクアウトの商品は作り置きは致しません。その為お時間が
かかる場合がございます。電話でご予約くださるとスムーズで
す。ご予約ない場合は店内でお待ち頂く事もございますのでご
了承ください。また店内混雑の際や、売り切れの際はご容赦く
ださい。お待ちしております

新型コロナウィルスの感染拡大防止の要請を東京都から受け、4/10より営業を
20時迄としておりましたが、業務形態をしばらくの間変更致します。

全国でも珍しい【具材が選べるアヒージョ専門店】40種程の新鮮具材から自由
に選びオリジナルの味のアヒージョを作ってください

153 根津 ◯ ◯ 上海家庭料理 海上海（ハイシャンハイ） 中華 根津2-29-3 03-5832-4787

◇お持ち帰り：年中無休：昼11:00～14:00　夜17:00～21:30
◇宅配：土日祝：昼11:00～14:00 夜17:00～21:00 平日（水除く）
夜17:00～21:00
　※宅配は合計金額1,500円以上でお願いします。少人数での
運営のため、宅配は店舗近隣（徒歩5分以内）のみとなります。
また、店舗混雑時は少しお時間をいただくこともあります。あら
かじめご了承ください。

地元密着の町中華。いつもの美味しさをご自宅でもどうぞ。

154 根津 ◯ ◯ 鮨みひろ 寿司 根津1-1-11 千代田ビル202号 03-5842-1668 応相談

【コロナウィルスを吹き飛ばせ企画】
鮨みひろ ではお客様の御要望に合わせお持ち帰り、デリバリー（近隣のみ）を
承っております(^^)　コロナウィルスの影響で外出を制限されていらっしゃるお客
様、お家でお鮨はいかがですか♬

155 根津 ◯ ◯ BURGERIA(バーガリア)根津 ハンバーガー 根津2-11-1 第一村上ビル1F 03-5834-2077

【定休日】月祝祭日
【受付時間】10:30～21:00(11:00～順次配達　※状況によって配
達が遅れる場合あり)
【デリバリー範囲】根津1丁目、根津2丁目、千駄木2丁目、弥生
2丁目、池之端1丁目、池之端2丁目、池之端4丁目
【配達料】2,000円以下は配送手数料324円頂きます

一度食べたら絶対やみつきになるボリューム満点のハンバーガーです！テイク
アウトの際は事前にお電話頂ければすぐのご提供となります。

156 根津 ◯ ― 根津の谷（ねづのや） レストラン 根津1-1-14　らーいん根津1階 03-3823-0030

提供時間：11：30〜19：30
テイクアウトのみの販売となります。デリバリーは不可。売り切
れ次第、終了となります。月・火・木・金・土曜日の販売です。
ショップ定休日：日曜日

肉・魚・乳製品・卵・白砂糖・化学調味料を使わないヴィーガンレストランです。レ
ストランは休業中ですが、併設する自然食品店にて弁当等を販売しています。

157 根津 ◯ ◯ 中華料理 新三陽 根津店 中華 根津2-15-14 03-3822-0434
デリバリー、テイクアウトともにお昼11時30分〜14時　夜17時〜
21時です。デリバリー範囲は根津、千駄木、向丘、谷中　その
他はお電話でご相談ください。定休日は月曜日です。

根津で28年営業してる町中華です。デリバリー、テイクアウトお店と同じ値段で
やってます！よろしくお願いします。

158 根津 ◯ ― 駅馬車 居酒屋 根津1-5-13 03-3823-3006 17時〜20時（今後変更の可能性があります） 日曜定休
珍しいインドネシア料理をメインのおかずにしたお弁当や、おつまみなどを販売
しております。お気軽にご利用ください。

159 根津 ◯ ◯ 根津バル壺窯根DOUX
自粛中につきお持ち
帰りのみ

根津2-20-17TMビル1階 03–5815-6166
提供時間：11:00am～19:30pm
デリバリー範囲：根津1/2丁目、千駄木2丁目、谷中2丁目、弥
生2丁目

壺窯の高温の炭で焼いたお肉は遠赤外線効果で余分な脂は落とし、外はカリッ
と中はジューシー！！
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160 根津 ◯ ― 根津カレーラッキー カレー
根津1-16-13 朝日根津マンション
102

03-5842-1480
月～土　11:30～無くなり次第終了
日曜定休

根津駅から徒歩30秒。セブンイレブン根津駅前店となり

161 根津 ◯ ― ALFA CAFE アルファカフェ レストラン 根津2-16-8   1階 03-5832-9666 提供時間20分 月火水木金 こだわりの食材を使った美味しい料理

162 根津 ◯ ― 根津 みるくの豚 定食 根津2-19-4-1階 03-5834-2620 11:00〜19:00まで、月曜日店休
釜炊きご飯と年間1,000頭しか生産されない『ミルキーポーク』を使用したとろけ
る生姜焼きとメンチカツが名物

163 根津 ◯ ― 沖縄料理ぬちぃぬ島 居酒屋・バー 根津1-1-19 シティハイツ根津1F 03-5834-2442 水曜日定休　テイクアウト可　10分〜30分 本格沖縄料理が味わえるお店はぬちぃぬ島だけ！

164 根津 ◯ Yes ゆしま扇 根津駅前店 弁当・おにぎり 根津2-11-4 080-2077-8181 定休日無し　営業時間　9時～17時
笹巻すしをはじめ、笹巻すしを使ったお弁当・各種高級弁当弁当・笹巻すしは、
お客様のご利用時間に合わせて、ひとつひとつ手造りで作っております。

165 根津 ◯ ― とり小町根津 焼鳥・串焼き 弥生2-12-2武ビル地下1階 03-3868-3746
月曜日〜土曜日
日曜日定休日
AM11:00〜PM8:00(ラストオーダーPM7:30)

166 根津 ◯ ― パスタの店 スピガ根津店 イタリア料理 根津1-1-11千代田ビル1階 03-3823-0460
・11:15~14:45
・17:15~20:45

生パスタ専門店の味をお楽しみ下さい。

167 根津 ◯ ◯ 中華料理龍騰（リュウトウ) 中華料理
根津2-11-2クレストホーム根津地
下1階

03-5815-0911

提供時間:11;00-15:00・夜17:00-10:00（テイクアウト)
テイクアウト：Ｏ
出前：O（デリバリ範囲根津1,２丁目，千駄木1,２丁目）
定休日：日曜日

◆根津駅前！ 徒歩10秒の超好立地♪ ◆安くて美味しい中華料理を楽しめる
お店！

168 根津 ◯ ◯ カンキツノモリ その他多国籍料理 向丘1-1-1　向丘一丁目店舗１F 03-3868-2024 平日11:00～17:00　土祝日はテイクアウト休止、日曜は定休日 ノーカンキツノーライフ（柑橘なくして人生楽しんでるとはいえない）

169 根津 ― ― クリーニングポプリン 根津駅前店 クリーニング店
根津1-3-5 根津ステーションビル
1F

03-3828-0382 平日 8:00 - 20:00 （祝日 10:00 - 19:00）定休日は水曜日です
他店でも取れないシミを綺麗にします。日本最大で最高峰の染み抜き復元加工
技術勉強会で技術を習得してます。

170 根津 ― ― インテリアハウスナカムラ（中村装飾店）
インテリア・衣料・小
物

根津1-16-8 中村ビル1F 03-3823-0181
12:00 - 19:00
定休日：日曜日

見やすくて入りやすい店舗です。
店舗ではお客様に声をかけないので、ゆっくり見ることができます。
カーテン、ブラインドなどのオーダーを承っています。

171 根津 ― ― 根津金太郎飴 飴店 根津1-22-12 03-5685-3280
9:30~18:00
定休日：月曜日

昔ながらの手作り飴です。機械でつくったものとは違う柔らかさ、味です。

172 根津 ― ― 浜島商店（ハマシマショウテン） 小売り 根津1-16-10 03-3821-0936
10:00～17:00
定休日：日曜日

婦人衣料や和小物のお店です。サイズ、色、各種取り揃えています

173 根津 ― ― （有）ヤオタツ 青果 根津1-16-10 03-3821-4212
10:00 - 19:00
定休日は日曜、祝日です。

店主が味にこだわって仕入れたこだわりの野菜や果物を販売しています。
それぞれの商品を100ｇから販売しています。
野菜・果物の事、なんでも店主に聞いて下さい。
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174 根津 ― ― （有）サワノ本店 酒屋 根津1-23-9 03-3821-3862
9:00 - 20:00
定休日は日曜です。

店主自ら選んだこだわりの日本酒を取りそろえたお店です。季節によって様々
な日本酒を仕入れております

175 根津 ― ― （有）大吉 金物 根津2-20-5-103 03-3823-2323 8:00 - 19:00 定休日は日曜と祭日です
建築金物、錠と鍵、刃物、工具など各種取り揃えています。金物の事でしたらお
気軽にご相談下さい。

176 根津 ― ― 絹屋 裁縫道具　婦人洋品 根津2-19-12 03-3822-2319
10:00～19:00
定休日　水曜日・日曜日

家庭用の裁縫道具（糸・針・マスクゴム他）をサイズや色を豊富に取り揃えてお
ります。婦人洋品や手作りマスクも各種ございますので是非お立ち寄りくださ
い。

177 根津 ― ― 北海道産直館 根津店 小売り（食品） 根津2-16-9 03-5834-7628
10:30～20:30
年中無休

北海道の特産品を販売しているお店です。北海道の商品が常に300アイテム以
上。季節によって商品は入れ替わりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。

178 根津 ― ― 八重垣煎餅 せんべい 根津1-23-9 03-3828-7228
月～土：10：00～19：00　　日・祝：11：00～17：00
年中無休

下町風情が今も残る東京・根津で江戸の昔からの粋を守り続けて90余年、素材
と製法にこだわり、熟練した職人が丹念に焼き上げた煎餅です。

179 根津 ― ― 今井園 お茶 根津2-20-1 03-3821-4328
月～土：9:00～17:00　　日：10:00～18:00
年中無休

1997年創立の地元のお客様に人気のお茶店です。本物の日本茶と伝統を伝え
たいと思っています。東京の中心部で長い間多くの地元のお客様を愛し、幸い
にも愛されていました。

180 根津 ― ― 堀口傘店 傘 根津2-28-2 03-3821-1693
平日 10:00～18:00　日・祝　10:00～17:00
定休日：火曜日

1920年大正9年創業。古くから根津っ子に愛されている日本製の傘とステッキの
専門店です。東京下町の職人手作りの傘を中心に取り揃えています。

181 根津 ― ― 根津 八百森 八百屋 根津2-18-1 03-3821-7831
10:00～18:00
定休日：日曜日

根津という場所に古くからある、地元の人に多く使って頂いている店です。普段
使いの野菜を多く取り揃えています。旬の野菜と果物をお楽しみください。

182 白山 ◯ ◯ 魚邦寿司 寿司 向丘1丁目10-8 03-3811-6105
月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日11時から20
時

創業70年。文京区向丘で寿司、会席料理を営んでおります。最大40人収容可
能なお部屋あり。 法事、ご宴会に多数利用して頂いております。 小さなお子様
がおられるご家族も安心してご利用できる畳のお部屋もございます。築地市
場、豊洲市場での買い出し。美味しいお店。魚邦の日々の出来事を紹介してい
きます。

183 白山 ◯ ◯ イタリアン バール ミラン レストラン 白山5-36-6石上ビル1階 03-3812-4888
11時30分～14時
17時～19時※テイクアウト最終受付 水曜日定休日

あなたのお家の台所になりたい❤️

184 白山 ◯ ― 兆徳 中華 向丘1-10-5 03-5684-5650 お問い合わせください

185 白山 ◯ ― 玻璃家（ボーリージャー） 中華 向丘2-11-8 03-5834-1255 トッピング自由丼はランチ（11:00～14:00）のみ
本格中華をご家庭の食卓に！一品料理はお電話にて先にご注文頂けるとス
ムーズです。

186 白山 ◯ ◯ はとや 弁当 白山1-18-5 03-3811-8180 平日・土日祝日：10時〜13時頃、デリバリー範囲：文京区内 身体とお財布にやさしい、手作りのお弁当をお届けします。

187 白山 ◯ ― 和食純吟はなれ レストラン 向丘1-2-5 東京セントラル本郷B1 03-3868-3756

ランチ　11:30～13:30　夜　17:00～20:00
月曜日定休
ご注文いただいてからの調理いたします
是非お電話でご予約下さい

出来立てのお料理をご家庭でも
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188 白山 ◯ ― cantinetta Beato(カンティネッタ ベアート) レストラン 向丘1-13-3 03-3830-5100
要予約　店頭引き渡し
引き渡し時間　11:30～13:45　17:00～20:00　水曜日定休日

八百屋さんの奥にあるイタリア料理店

189 白山 ◯ ― エスニック インド レストラン スーラジ カレー 白山2丁目26-18 03-3812-5054
午前11時から午後10時半まで
休憩時間 午後3時から午後5時

インドから新鮮な本場のスパイスを仕入れて ヘルシーで美味しい本格エスニッ
ク料理をお作りしております。菜食対応メニューもご用意出来ます。その他 単品
メニューもいろいろ お持ち帰り頂けます。ご希望に応じてオリジナルなお料理も
お作り出来ます。どうぞ お気軽にお電話くださいませ

190 白山 ◯ ― NEW OKACHAN(ニューおかちゃん) レストラン 白山1-20-12-1F 03-6240-0304
11:30～14:30
17:00～23:00
定休日:火曜日(昼、夜共)

あつあつ出来立て！
ご注文頂いてからお作りさせて頂いております！

191 白山 ◯ ◯ 大むらそば店 日本そば 白山5-3-7 03-3811-2894
営業時間 午前11時～午後3時、午後5時～午後8時30分
出前範囲 白山1丁目、2丁目、4丁目、5丁目　日曜定休
テイクアウトの麺類は容器持参でお願いします。

昔ながらの町のおそば屋さんです。

192 白山 ◯ ― 焼肉幸楽苑 和牛焼肉 白山4-33-22 03-3815-8013

11：00開店～25：30ラストオーダーまで
一日中いつでも承っております。
※デリバリーは行っておりませんので、ご予約のお時間に「本
館お土産カウンター」までお越しください。

新鮮スタミナ料理！1972年創業和牛焼肉専門店

193 白山 ◯ ― トラットリア トレビアンカ レストラン 白山5-32-13 03-3868-0404
11:30-14:00    17:30-21:00
火曜日定休

白山の黄色いイタリアンです。パスタ、前菜盛合せなどご用意しています。

194 白山 ◯ ― 居酒屋まぬけ
居酒屋メニュー、お
つまみなど

白山5-33-14 横倉白山ビル2階 03-6240-0777
テイクアウト提供時間
17:00から23:00まで
年中無休

アットホームな居酒屋です！
多種多彩なメニューをご用意しております！

195 白山 ◯ ― 焼肉幸楽苑別館 タイ料理 白山4-34-14 03-3816-1848
営業時間11:30〜14:30(品切次第終了)
月曜定休
デリバリー不可、店頭販売のみ

タイ人スタッフが作る賄いがウマ過ぎて商品化しました！

196
白山／
本郷

◯ ― 木村コーヒー カフェ・喫茶店 白山1-33-25 03-3813-6841
平日に限り10時より16時
現状  土、日曜日祝日休業

本格的アイスコーヒーをお楽しみください

197 白山 ◯ ― シチリア屋 イタリア料理 白山1-5-5 MC白山ビル一階 03-5615-8713
昼夜2回(今回のプロジェクトに準ずる)、毎日(5月いっぱい)、文
京区全域？

シチリア郷土料理とワインの店

198 白山 ◯ ― 立ち呑み処なかや白山店 居酒屋・バー 白山5-33-19 03-3812-7445
営業時間／12:00〜20:00（時短営業）
店休日／基本的に日曜日（但し、日曜日を挟む連休の場合は
その最終日）

手仕込みの肴と各地の地酒、焼酎を揃えた地域密着の立ち呑み処です！

199 白山 ◯ ― シーフードバー シュガー 和食レストラン 白山 5 -5-4 03-3813-0211 定休日  日曜日 祭日 お魚料理メインのお店です

200 白山 ◯ ― フレッシュネスバーガー白山駅前店 ピザ・ハンバーガー 白山1-33-24斉藤ビル1階 03-5840-7552 8:00～21:00　UBER EATS　出前館 最高のおもてなしでお迎えいたします！

201 白山 ― ― 大坂や茶店 茶屋 向丘1-9-22 03-3811-1296 9:00- 20:00 (日曜は17:00迄です）不定休
創業134年、明治19年より続くお店です。創業以来、農家さんとの信頼の積み重
ねによって変わらぬ味を守り続けております。ポーランド食器セラミカ、益子焼な
どの手作りの伝統的な陶器も販売しております。
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202 白山 ― ― メガネ ファイブ 小売業 白山1-37-2 03-5802-055
10:00～18:00
定休日は水、日、祝日です。

眼鏡工学士のお店です。当店では眼鏡工学士の確かな技術力と専門知識を
ベースに他店にない魅力あふれた商品情報を発信しています。いろいろご相談
下さい。

203 白山 ― ― Le Bon Vivant(ル・ボン・ヴィヴァン） 洋菓子 白山1-30-10 03-3815-3925
9:00～20:00
年中無休

フランス語で「食べることや遊ぶことなどに歓びを持つ」、「楽しむことが大好きな
人たちが集う」といった意味です。そんな楽しむことが大好きなお客様たちに愛
される「街の洋菓子店」にしたいという願いを込めて、私たちの店にこの名前を
付けました。
たくさんのケーキに季節のケーキ、お祝い・記念日にはホールケーキ、文豪の
街文京区のお土産には白山シリーズや観潮楼のいちょうサブレ、大人の味わい
の生チョコレート、さらに焼き菓子8種類・クッキー12種類などなど ひとつひと
つ、心を込めて真面目に作る洋菓子のおいしさをぜひご賞味ください。

204 白山 ― ― フランス洋菓子 エリティエ 洋菓子 白山2-29-6 03-3868-0512
10:00～19:00
定休日：火曜日

エリティエ【Héritier】は、フランス語で「引き継ぐもの」という意味です。
フランス菓子の伝統と技術を継承し、磨きをかけ、日々精進するという想いを店
名にしました。
先人が作り上げてくれた基礎を大切にしながら、現代的な味覚、センスにあうお
菓子を作ろうと心がけております。ベースを変えるのではなく、技術的、科学的
な要素を取り入れ、深みを残しながらも、食べやすいお菓子を目指しています。

205 白山 ― ― かみもと文具 生活用品・雑貨 向丘１丁目１０−２ オーベル白山 03-3811-4873
平日 11:00 - 18:00 、土日祝 12:00 - 18:00
不定休

創業昭和21年。
リラックマから消せるボールペン、インクまで豊富な品揃えで、あなたの欲しい
文具がきっと見つかります。

206 本郷 ◯ ― エピキュリアン デリカテッセン 本郷2-38-9 アライビル1F 03-6699-2568
11:00～19:00 月曜日～土曜日（日曜日、祝日、第3月曜日はお
休みとなります）

洋食のテイクアウト専門店です。全ての商品は店舗のキッチンで、フレンチシェ
フ（パリ二つ星）の手作りです。

207 本郷 ◯ ◯ ソウルフードインディア 水道橋店 カレー
本郷1-21-7 朝日後楽園マンション
1F

03-5844-6966
ランチ11時から17時、ディナー17時から
ラストオーダー19時半、 20時まで (新型コロナまん延防止
 時短営業要請に応じて)年末年始以外は年中無休。

インド人シェフが作る本格インドカリー店。
備長炭の炭火焼きで焼くナンがオススメのアットホームなお店です。

208 本郷 ◯ ― ブォングスタイオ本郷店 食料品 本郷4-6-2 03-5615-8450 平日14時～20時、土日祝日11時～20時、毎水曜日店休
イタリア食材とワインの輸入商社の直営店。コックが手作りしたデリを販売して
います。

209 本郷 ◯ ◯ えんむすび 手作り惣菜&お弁当 本郷3丁目9番8号小林ビル1F 03-6240-0725
平日11時～
文京区内（ご相談ください）

手作り家庭料理を基本としております。
無農薬野菜（提携農家さん）や添加物をなるべく使わず手作りにこだわっており
ます。

210 本郷 ◯ ◯ まぐろ専門店MEGRO 居酒屋 本郷2-40-13ベルショップ本郷103 03-5844-6369
11～20時
月曜～土曜
文京区

旨いまぐろと旨い酒

211 本郷 ◯ ― 和料理つくばね レストラン 本郷4-25-7 03-3813-8491
営業時間
12時〜売切れまで（最大17時まで）
休み　不定休　雨の日をメインに決めます。

創業57年の和食店です。
無添加手作りの一品をご家庭でどうぞ
自粛応援価格で税込500円の持ち帰りメニューを始めました。 お家の食事に！
メニューや休みの情報はツイッターでつぶやいてます！是非フォローして下さ
い。
2980hongou または「本郷つくばねツイッター」で検索！

212 本郷 ― ◯ 弁当デリバリーＳＡＫ 弁当 本郷4-5-9 090-2223-0828
月曜日～金曜日
11:45～17:00
文京区内及びその近郊

安心・安全・美味しいお弁当

213 本郷 ◯ ◯ Social Cafe Sign with Me 春日店 スープ、パスタ 本郷4-15-14 区民センター1F 090-1539-7863
13時～19時、注文受付から1時間以内で対応致します。休業日
の日曜は除く。デリバリーは出前館にて。

美容と健康を意識した具だくさんのスープ、パスタ、お得なセットを多種多様ご
用意します^_^ドリンクも充実しています！

214 本郷 ◯ ― KAJITSU ジューススタンド
本郷5-1-2 スカイコート本郷東大前
第2 101

03-3830-0488
時間8:30～19:30(土曜日10:00～)
定休日:日曜日
テイクアウトのみ。

旬の果物まるごと日常
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215 本郷 ◯ ― 搾り屋935
フレッシュジュースと
サラダ

本郷三丁目3-28-4 03-3816-1071
平日8:00～18:30　(14:30～16:00close)
土曜祝日　9:30～18:30
日曜日定休日

野菜不足解消！腸内環境を整えて免疫力アップ！

216 本郷 ◯ ◯ 喜久月 （きくづき） 和菓子 本郷4-6-13 03-3811-0467 営業時間（9：00～20：00）定休日（日曜日）
文人銘菓　夏目漱石（そうせき）森鴎外（練切　雁）樋口一葉（おぼろ月）　他　季
節感
を大事にした和菓子

217 本郷 ◯ ― こうや麺房 中華 本郷2-10-8 03-3818-5855

生雲吞10個入り800円（ご自宅でゆでてお召し上がりください）
スープ雲吞5個入り500円（皮が伸びるため、お近くの方のみの
販売です）
平日　11時～15時
土曜日日曜祝日／定休日

創業30年、大きな雲呑(ワンタン)が売りの雲呑麺専門店です。営業時間変更し
ている場合がありますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

218 本郷 ◯ ― オザワ洋菓子店 洋菓子店製造販売 本郷3-22-9 03-3815-9554
月～金9:40～7:30、土9:40～6:30
定休日 日曜、祝日
※デリバリーはやっておりません。テイクアウトのみです

小さな街のケーキ屋です。
お一つからでも購入できます。

219 本郷 ◯ ― ココ・ゴローゾ レストラン 本郷3-23-1 B1 03-3818-3622
提供曜日/月曜日～土曜日/   提供時間/13時～19時30分　定
休日/土曜日ディナーと日曜日定休日

220 本郷 ◯ ― HoneyTrip(ハニートリップ)
ソフトクリーム専門
店

本郷4-15-6 共栄ビル1F 050-5243-2581 定休日なし、12時から19：30まで営業 日本で3%も流通していない低温殺菌の有機牛乳を使ったソフトクリーム専門店

221 本郷 ◯ ― Ms.Rei in 四川マーラータンスープ春雨 中華 本郷4-3-2鈴木ビル1F 03-6801-5873 Uber Eatsをご利用下さい。

222 本郷 ◯ ― すずの木ベーカリー 食料品 本郷2-29-10　日原ビル101 03-3818-1728
営業日　火曜～土曜日　11時～19時
定休日　日曜・月曜日

イースト不使用、天然酵母だけで長時間熟成発酵したパンを焼いています。
卵・乳製品のパンも多数ご用意して離乳食等にもご利用いただいております。

223 本郷 ◯ ― 赤門そば 日本そば店 本郷5-27-8 03-3811-3457
営業日　(月)(火)(木)(金)(土)、定休日→(水) (日)㊗　　　　　営業
時間　11:00～14:30(Ｌ.O→14:10)

陽気に元気に生き生きと！父84才と娘とで生涯現役を目指します！来年のオリ
ンピックに向けて、気力体力、充実させてお客様に元気をお届けします！

224 本郷 ◯ ― Soleil du Matin ソレイユ ドュ マタン レストラン 本郷3-5-4朝日中山ビル2F 03-6801-8615
提供時間
ランチ11：30～14：00（平日のみ）
ディナー17：30～21：30（日・祝休み）

本郷三丁目　ビストロ料理とワインの店

225 本郷 ◯ ― おおさわ レストラン 本郷5-28-5松岡ビル1階 03-3812-9979
月曜～金曜
17時半～20時頃
定休日  土曜　日曜　祝日

毎朝豊洲市場で仕入れています。
煮魚は継足しの煮汁で炊きあげています！

226 本郷 ◯ ― nanara食堂 レストラン 本郷6-26-9MRビル1階 080-3310-1173
提供時間　18時から22時
日曜日定休

スムーズにお渡し出来る様に事前の電話注文をお願いしています。

227 本郷 ◯ ― オリエンタルビストロ桃の実 カレー 本郷3-30-7 熊野ビル1F 03-3868-3238
月曜～土曜　18:00～21:30（LO21:00）
事前注文いただけますと、お渡しがスムーズです。日曜定休

スパイシーな料理と自然派ワインの小さなビストロ。

228 本郷 ◯ ― 食堂もり川 レストラン 本郷5ー30ー16 03-3811-1819
午前11時～14時　午後17時～20時
日曜日、祝祭日定休日　店頭渡しです。

東大生と共に明治から
各お弁当には煮物などが入ります！
詳しくはお問い合わせ下さい。
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229 本郷 ◯ ― からあげ善(本郷三丁目店) 弁当 本郷3-36-9 03-6240-0965
11～14時  お弁当・からあげ
16～19時  からあげ・惣菜

冷凍加工食品は使わず、手作りにこだわったお店です。
全て店内調理ですので、細かい対応も可能です。

230 本郷 ◯ ◯ 後楽 弁当 本郷2-34-4 03-3812-6733
通常メニューは文京区内3,000円のご注文から配達。年中無休
工場直売所:平日 11:30～13:00（完売終了）

工場直売限定のお弁当を日替わり3種類（幕の内、お魚、お肉） 500円で販売中

231 本郷 ◯ ― クリマ ディ トスカーナ レストラン 本郷1-28-32-101 03-5615-8258
この特別期間の定休日 日曜日、月曜日。提供日時 火曜日～
土曜日11：30～13：30 16：30～18：00

イタリア、トスカーナの伝統、風土、文化を周到したOwnerChef佐藤の料理と
100種以上取りそろえたトスカーナワインを堪能するレストラン。

232 本郷 ◯ ― 炙り酒場 縁 本郷三丁目店 居酒屋 本郷7-2-12 スカラグリジアB1 03-3830-0457
ランチ(土日祝を除く) 11:00〜14:30
ディナー(土日祝を除く)17:00〜19:00

厳選地酒と鮮魚の店

233 本郷 ◯ ◯ ごち屋本郷
ステーキ、お好み焼
き

本郷4-1-3 シャルム80ビル  2f 03-3815-0578
提供時間　11:30～19:00
提供曜日　　　月～金(定休日　土日祝日)
テイクアウトOK　宅配　徒歩10分圏内

自宅、会社で楽しめる山芋たっぷりプロが焼く本格お好み焼きテイクアウトメ
ニュー！

234 本郷 ◯ ◯ 水道橋 かつ吉 レストラン 本郷1-4-1　全水道会館B1 03-3812-6268
月曜日～日曜日
提供時間11:30～19:30
文京区周辺

235 本郷 ◯ ― 北海道炭焼き酒場三十六番倉庫 北海道居酒屋 本郷3-36-11中村ビル1F 03-6801-8223

テイクアウト受付　月曜日～土曜日　Am10:00～Pm19:00
定休日　日曜日　祭日。デリバリーは出来ません。
お時間のかかる料理がございますのでお電話でのご注文がス
ムーズです。

北海道居酒屋の味をこの機会に是非ご家庭で味わって頂きたい️

236 本郷 ◯ ― 本郷カフェ カフェ 本郷5-28-5　松岡ビル1F 090-4926-3272 水曜日定休、デリバリーはなし おいしいドイツパンで作った、サンドイッチも楽しめます。

237 本郷 ◯ ◯ おかずのハーモニー 弁当 本郷3-20-5 グラン・デュオ本郷1F 090-6492-8410 月曜～金曜 11:00am～　店舗近隣に配達　土日祝日は定休
本郷三丁目で5年目になるお弁当屋さんです。
毎日日替わりで、安心安全な手作りのお弁当をご用意しております。
メニューは毎日変わるので、ツイッターにてご確認ください。

238 本郷 ◯ ― タウリン レストラン 本郷4-3-1 03-3811-4776
月曜日から金曜日　11時30分～14時.18時～20時
土日　11時30分から16時
電話注文で、事前用意できます

無農薬野菜を手作りでその都度提供しています
チェーン店とは一味違う、個人店ならではの
味をお楽しみ下さい

239 本郷 ◯ ― ダージリン本郷 カレー 本郷5-26-5 03-5684-4448 全日11:00〜20:00 テイクアウトのみ 本物のインドカレー・ビリヤニをどうぞ

240 本郷 ◯ ― バラテイーカフェ カレー 本郷2-40-9 ニュー赤門ビルB1F 03-5840-6780 全日11:00〜15:00  17:00〜20:00 インド屋台料理

241 本郷 ◯ ―
房家本郷3丁目店（ぼうやほんごうさんちょう
めてん）

焼肉 本郷 2-26-8 ワカナビル 1F・2F 03-5840-9889
(水)〜(日)11:30〜20:00　店内飲食、テイクアウト可　定休日：
(月)(火)

A5黒毛和牛一頭買い、伝統の味を下町価格で！！テイクアウトもOK

242 本郷 ◯ ―
日乃屋カレー本郷三丁目店 ヒノヤカレーホン
ゴウサンチョウメテン

カレー 本郷4-2-3芙蓉堂第一ビル1F 03-5800-5077
お持ち帰りのみの提供とさせて頂きます。
月曜日から金曜日　11:00〜15:00  17:00〜20:00
土曜日、祝日　11:00〜15:00　定休日　日曜日
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243 本郷 ◯ ― 辛四川中华料理 中華 本郷4丁目2-3芙蓉堂第1ビル 03-5689-7337 お店が休み無し、時間は5月6日まで朝11時ー夜8時営業します

244 本郷 ◯ ◯ 焼肉 皐月 後楽園本店 焼肉 本郷4-17-6 03-6876-2791
11時30分から20時まで。
デリバリーは自転車で行ける範囲。お店が混んでなければ可能
です。

美味しい和牛をお得な値段で！

245 本郷 ◯ ― Pizzeria CARROZZE ピッツェリア カロッツェ ピザ 本郷3-23-5 03-5844-6729

火曜日12時〜14時ランチ限定ピッツァ1000-(税込)　18時から
20時
木曜日12時〜14時ランチ限定ピッツァ1000-(税込)　18時から
20時
金曜日12時〜14時ランチ限定ピッツァ1000-(税込)　18時から
20時

本格窯焼きナポリピッツァ！と
自家農園無農薬野菜！

246 本郷 ◯ ◯ 広東料理料理 萬成園(マンセイエン) 中華 本郷7-2-5 仁誠堂ビル一階 03-3816-3559
時間：平日11:00-20:00
 範囲：店舗から徒歩15分以内；
 定休日：日曜、祝日(5/6まで、土曜も休み)

創業して12年目、愛され続けてきた自慢のお味を、是非ご賞味あれ！

247 本郷 ◯ ― レストランせんごく本郷店 レストラン 本郷4-2-1芙蓉堂ビル2F 03-3816-5466
お電話から約20分でご用意致します。　13時から19時　水曜
日、日曜日定休

昭和45年創業ステーキハンバーグ専門店

248 本郷 ◯ ― La fabbrica della pasta Quel(クエル） レストラン 本郷2-26-11 Kazenビル1F 03-6801-8853
月曜～土曜（日曜定休）祝祭日営業　17：30-20：00　土、祝祭
日11：45-13：30　17：30-20：00

手打ちの郷土パスタのオステリア。当店人気のラビオリ等、中々見ない珍しいパ
スタも楽しめます。ソムリエ厳選自然派ワインも販売しております。

249 本郷 ◯ ― そば処 稲廼家(いねのや) 日本そば 本郷4-17-8 03-3811-1356
月〜金曜日　11:00〜20:00 (15:00〜17:00休憩)
土曜日　11:00〜14:00
日曜、祝日はお休みです。

お持ち帰り始めました。
出来立ての美味しさを提供させて頂きます！是非ご賞味下さい！

250 本郷 ◯ — 豊住とよすみ 食堂と、お酒 本郷2-11-10 03-3813-3602 日祝休み、土曜夜休み、

251 本郷 ◯ ― オステリア カパンナ レストラン 本郷5-9-7 03-3815-8856
火曜日から日曜日　11時30分から14時30分　16時から19時30
分
月曜定休日

252 本郷 ◯ ― 暁 レストラン 本郷2−30−9 03−5615−8012
月曜〜金曜日　
11時45分〜14時

姉妹二人でおもてなしする和食のお店です。

253 本郷 ◯ ― 喫茶ルオー カフェ・喫茶店 本郷6-1-14 03-3811-1808 定休日　日曜日

254 本郷 ◯ ― 九州もつ鍋 居酒屋 角源 居酒屋・バー
文京区本郷一丁目17-6 カクⅢビル
1F

03-3818-2703 月〜土(17〜22時)

福岡県出身の店主が地元の味にこだわったメニューをお出ししております☆
もつ鍋は、福岡から取り寄せたお醤油を使ったお出汁、お肉屋さんから取り寄
せたぷりっぷりのモツで、当店でしか味わえない美味しさです！
ぜひこの機会に一度お試しください(^_^)

255 本郷 ◯ ― 保苅商店 弁当・おにぎり 本郷6-25-8 03-3811-3501 月曜日から土曜日午前11時から午後1時まで
揚げたけのフライと出来立ての炒めもの、ホカホカのご飯。注文をいただいてか
ら調理するお弁当です。

256 本郷 ◯ ― グリーンアップル カレー 本郷5-30-5 03-3812-8897 土日祝不定休
今は東大前でキーマカレーのテイクアウトをやっております。宜しくお願い致しま
す。
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257 本郷 ◯ ― FARO COFFEE & CATERING カフェ・喫茶店 本郷2-39-7 エチソウビル204 03-6240-0287 土日祝　12:00-16:00
美味しいスペシャルティコーヒーとゴハンを提供する、広々とした空間のカフェで
す。

258 本郷 ◯ ― 自家焙煎珈琲庵 カフェ・喫茶店 本郷4-25-11 メゾンベリテ1F 03-5802-4810 平日　8時〜19時　土日祝　9時〜19時　定休日なし
こだわりの自家焙煎珈琲と手作りサンドイッチ、銅板でじっくり焼き上げた自家
製ホットケーキの店

259 本郷 ◯ ―
TOKYO LIGHTBLUE HONGO-3 (トウキョウラ
イトブルーホンゴウ3)

そば・うどん
本郷ニ丁目39番7号エチソウビル1
階

080-5324-1452
テイクアウト可能時間
平　日:9:00～22:00
祝土日:17:00～20:00

260 本郷 ◯ ◯ 瀬佐味亭（セサミテイ） ラーメン・餃子
本郷5-25-18エルスタンザ本郷東
大前101号

03-3811-6634 11：00-20：00

261 本郷 ◯ ◯ 石橋亭 うなぎ・あなご 本郷3-24-3石橋ビル一階 03-3811-3612

月〜金　11時30分〜2時　　4時30分〜7時30分
土　　　11時30分〜2時
定休日　日曜祝日・第一第三土曜
テイクアウトの場合は時間の調整等できます

老舗のうなぎの味をぜひご堪能下さい

262 本郷 ◯ ― 天扶良まるやま(てんぷらまるやま) 和食レストラン 西片2-21-4 03-5684-5188

日曜日:定休日
月曜日〜土曜日:午後12時〜15時の間にお電話でご予約くださ
い。
　　受取は上記時間外でもOKです。

天ぷら専門店の美味しい天ぷらをテイクアウトでお楽しみいただけます。
ぜひご利用ください。

263 本郷 ◯ ― 中華蕎麦にし乃 ラーメン・餃子 本郷3-30-7熊野ビルB-101 非公開 営業日であれば常に対応
店内が混み合っていても、外でお待ちいただいてお渡ししています！安心して
召し上がりたい方にオススメです！

264 本郷 ◯ ― 菊坂のやさしいごはん 和食レストラン 本郷4-34-17柴田ビル1F 03-5844-6565
提供時間指定なし、店舗内テイクアウトのみ、2個〜事前に電話
予約

素材と手作りに拘った、体に優しい、街のごはん屋さんとして、二○二○年元旦
より 開店致しました。まちのみなさまと一緒に、お店を作っていけたらと考えて
おります。「カレーが食べたい！ 」「海老フライが食べたい！」そんな声、お待ち
してます。貸切なども、 受け付けております。ご気軽にお声がけ下さい。

265 本郷 ◯ ― 珈琲喫茶 待夢 カフェ・喫茶店 本郷4-36-4 コーファーマエダ1階 03-3813-2328 日曜定休　10〜17時　店舗でのお渡しのみ　電話受付可 香り高いコーヒーと焼きたてサンドイッチなど販売しております

266 本郷 ◯ ― ピアンタ本郷 ピザ・ハンバーガー 本郷2-30-7 03-5804-0255 11：00～20：00　無休 地域密着型のカジュアルスマイルイタリアン

267 本郷 ◯ ― スペイン酒場P カレー 本郷2-26-11 03-6801-8755 11：00～20：00　日祝定休 本場スペインの気分が味わえる気軽なレストラン

268 本郷 ◯ ◯ アジアンダイニングサンティ アジア・エスニック 本郷5-25-18 03-3815-0233 定休日なしですが都合によりお休みします。

269 本郷 ◯ ◯ 中華料理随一望 ずいいちぼう本郷店 中華料理 本郷2-36-2畑中ビル 03-3813-7918 定休日なし
素材、調理にこだわり油も控えめ。定番料理の違いをご実感下さい。お子様か
ら年配の方まで安心してお召し上がり頂けます。

270 本郷 ◯ ― とりまつ 居酒屋・バー 本郷2-30-9齋藤ビル1階 03-6801-5487
提供時間11：00〜20：00まで、ご予約頂ければお待たせ致しま
せん。日曜日、祝日定休日。

本郷で新鮮な馬刺が売りの馬肉創作居酒屋です。
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271 本郷 ◯ ◯ 魚安（うおやす） 魚料理 本郷6-21-9 03-3811-4037

営業時間：月曜～土曜日の19時迄
※午前中より営業しておりますが、お刺身・お惣菜は午後2時・3
時頃に揃います。
※今後、金・土曜日は～20時迄に戻る可能性があります。
定休日：日曜・祝日

新鮮なお刺身は勿論、珍しいお魚が並ぶことも多い魚屋です。
お惣菜の一番人気は「マグロの塩焼き(150円～）」
夕飯のおかず、お酒の肴を探しに覗いてください。

272 本郷 ◯ ― 居食処 明憩 （イショクドコロメイ） 居酒屋・バー 本郷6-14-3 03-3811-2254 テイクアウト　17：00-21：30　年中無休 https://gourmet.epark.jp/detail/EG00560175

273 本郷 ◯ ◯ ゆげ 和食レストラン 本郷4-37- 17トーセイ本郷ビルB1 03-3814- 6939 定休日土、日、祝日  営業時間11時~14時  18時~23時
新鮮なお魚、こだわりの材料、ソーシャルディスタンスな余裕のあるお席でゆっく
りくつろげるお店

274 本郷 ◯ ◯ 水道橋 菩提樹（すいどうばし ぼだいじゅ） とんかつ・串揚げ 本郷1-14-3東野ビルB1 03-3818-1020 提供時間30分・月曜日~日曜日、文京区・千代田区

すべて手作りの和牛ハンバーグや厳選牛のステーキなど、最高級（A5等級）の
牛肉を使ったお料理をお楽しみいただけます。特製かつカレー定食など、菩提
樹独自の工夫を凝らした限定メニューも人気です。
あえて産地を決めず、毎日一番良い豚肉を厳選
豚肉の産地・銘柄を固定してしまわずに、各地の国産銘柄豚の中からとの時々
で最も品質と状態の良いロース肉を厳選して使用しています。
同じロース一本でも、それぞれの部位によって最高の仕入れと調理でご提供し
ます。

275 本郷 ◯ ― カレーの店 ぼなっ カレー 本郷２−５−15 03-6801-6816 月ー土11:00-15:30,日曜祭日定休、配達不可 オリジナルジャパニーズカレーのお店です。Twitter:@curyy_bonattでお知らせ中

276 本郷 ◯ ― EGG TIME CAFE（エッグタイムカフェ） パン・サンドウィッチ 本郷1-25-1 03-6673-2096
テイクアウト提供可能時間　11:00〜20:00
定休日　毎週月曜日、祝日

絶品たまごサンドはエッグタイムカフェのテイクアウトで！

277 本郷 ◯ ◯ 札幌味噌ラーメン三好 ラーメン・餃子 本郷6-25-14 03-6801-8898 11-15　 17-21 定休日:日曜日

278 本郷 ◯ ― 能登美 別館 居酒屋・バー 本郷1-4-1全水道会館一階 03-5805-1808 15時～20時 テレビ 雑誌で取り上げられている能登のうまい魚をお持ち帰りできます

279 本郷 ◯ ― 家家家（ヤーヤーヤ） 本郷店 ラーメン・餃子 本郷5丁目23-11 平木ビル1階 03-3814-9603
テイクアウトは営業中いつでもご利用いただけます。
デリバリーに関しましてはUberEatsでのみ対応させていただい
ております。

大量の豚骨を終日炊き上げて作る、濃厚豚骨醤油らーめん店です。

280 本郷 ― ― 河内屋 酒屋 本郷4-26-8 03-3811-1308 9:00 - 21:00 （祝日は10:00 - 21:00） 不定休
季節ごとに多くの種類の日本酒を取り扱っています。
また無料にて試飲をご用意しております。お気軽にお声がけください。
※試飲できないものもあります。

281 本郷 ― ― 本郷花壇 花屋 本郷2-29-7 03-3812-3347 9:30 - 18:30　定休日は日曜日です

本郷三丁目駅より徒歩3分。
文京シビックホール、東京ドームにも徒歩圏内です。
良質の国産生花を基本に季節の花を取り揃えております。
花束、アレンジメントはご要望をお伝え頂き事前予約が安心です。
鉢物も毎週入荷しますので是非足を運んでください。

282 本郷 ― ― フローリストKT(フローリストケイテイ) 花屋 本郷2-19-8-1F 03-3815-9240
9:30 - 19:30
第三木曜日はお休みです。

お花の質と元気が一番をモットーに 日々ひとつ一つの花束と御料理を心を込
めて作りあげ、お客様と向き合いながら過ごしていきたいと思います。スタッフ
共々、笑顔が一番の素敵なお店です。コロナが終息するまで、お花を眺めなが
らの７席のカウンターのみのレストランＫＴはお休みとさせて頂きます。

283 本郷 ― ― (有)大坂屋 茶屋 本郷2-38-14 03-3811-1429
9:30 - 18:00
土曜、日曜、祝日が定休日です。

本郷で100年以上店舗を構えています。お茶は最高の健康飲料です。
体に良い、美味しい日本茶を味わっていただければ幸いです。
茶道具も取り揃えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
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284 本郷 ― ― マックフォトサービス 写真屋 本郷2-31-1 03-5684-1649
月～金：10:00 - 18:30　/　土：10:00 - 15:00
定休日は日曜日、祝日です。

マックフォトサービスは、丸の内線 本郷3丁目駅より徒歩3分の写真店です。
スマートフォン・デジタルカメラからのデジタルプリントはもちろん、画像の加工・
修正など写真に関することはお任せください。フォトブックも取り扱っており、
データ（写真）を持ってきて頂くだけ！世界にたった一つのオリジナルアルバム
を作成します。その他、名刺・封筒・ハガキなど各種印刷も承っております。

285 本郷 ― ― マミーズ・アン・スリール アップルパイ販売 西方1-2-2 03-3812-0042
平日 11:00 - 17:00　土日祝 10:30 - 17:00　定休日は平日火曜
日です。

マミーズ・アン・スリールは、アップルパイが大好物だった自分の子供たちを喜
ばせるために家で手作りで焼きはじめた“お母さんの味”です。

286 本郷 ― ― 扇屋 御菓子処 本郷5-26-5 03-3811-1120
平日：9:00 - 19:00 土曜日：9:00 - 18:00 　祝日：9:00 - 17:00
定休日は日曜日です。

昭和25年創業以来、本郷の東大赤門前において和菓子の製造販売をいたして
おります。
本郷といえば、鴎外、漱石、啄木、一葉など多くの文豪や歌人が愛した街。また
東大の敷地は江戸時代、加賀前田家の江戸上屋敷で、赤門（御守殿門）は重
要文化財に指定されております。そんな文教の街、史跡の街、本郷にふさわし
い登録商標「赤門もち」、本郷銘菓集「文学散策」、江戸本郷銘菓「加賀鳶」、季
節の上生菓子など地域文化や季節を大切にした手作りの和菓子を作り続けて
おります。

287 本郷 ― ― 本郷 三原堂 和菓子屋 本郷3-34-5 03-3811-4489
月～金 ９時３０分～１８時　土・祝日 １０時～１８時
定休日は日曜日です。

歴史の名残を今日に伝える文教の街、本郷。古くは湯島郷の本郷といわれ、今
も一歩裏通りに入れば江戸から明治の面影を見つけることができます。
本郷三原堂は、昭和七年の創業より東京大学のほど近く、本郷三丁目交差点
の角に店を置き、すでにこの街の風景としておなじみいただいております。
弊店では湯島本郷への想い、歴史や伝統とともに、「江戸の粋」をお伝えした
く、熟練職人の手作りの和菓子で皆様をお迎えしております。

288 本郷 ― ― 芙蓉堂薬局 薬局 本郷4-2-1 03-3816-2410
【調剤】月～金  9:00 - 20:00　　土 9:00-17:00　【日用品など】　
月～金  9:00 - 19:00   　土日祝　休み　
定休日は日曜日と祝日です。

本郷の土地で100年。地域の皆さまのお話を聴き、健康にお役立てればと、地
域貢献をモットーとしております。地域から本当に必要とされる存在を目指して
参ります。配送にも力を入れておりますのでお気軽にお声がけください。

289 本郷 ◯ ― ステーキとハンバーグの店 ピグ レストラン 本郷5-29-8 03-3815-4006
平日の午前11時半～午後2時、午後6時～8時半まで。デリバ
リーは承っておりません

290 本郷 ◯ ― 合同会社 Piccoro その他 本郷3-16-6　本郷コンドミニアム2F 03-6240-0244 11時〜6時　土曜日日祭日お休み 人を笑顔にする あたたかいものをつくりたい

291 本郷 ◯ ◯ ビアレストラン宴（ホテル機山館１Ｆ） 洋食レストラン 本郷4-37-20 03-3812-1211
ランチ　 11:00 - 14:00    ディナー 17:00 - 21:30 L.O
※現在、土・日・祝日は臨時休業しております。

ホテル１Ｆの洋食レストラン・洋風居酒屋です。
昼はボリューム満点の日替わりランチ、夜はリーズナブルなおつまみもご用意。

292 本郷 ― ― 名曲喫茶カデンツァ カフェ・喫茶店 本郷７－２－２　本郷ビル地下一階 03-3868-3788 不定 ゆったりとくつろげる室内楽専門のクラシック音楽会場

293 本駒込 ◯ ◯ うなぎ源氏(うなぎげんじ) レストラン 本駒込4ｰ42ｰ3 03-3821-1006

昼　11時30分～14時00分
夜　17時00分～20時00分
デリバリー範囲　千駄木、本駒込。それ以外は電話で御確認下
さい。

294 本駒込 ◯ ◯ 旬席割烹しとり レストラン
本駒込4-19-18本駒込シティビル
1F

03-5834-2274 11:00-19:00 本格的な割烹料理店

295 本駒込 ◯ ― カフェ・ポート・ブルックリン カフェ 本駒込6-15-9 フォレスタ六義園1F 03-6912-1101
曜日、時間関係なしにいつでもテイクアウト可、デリバリーはな
し

ブルックリンスタイルの時間を愉しむカフェ

296 本駒込 ◯ ―
LOCAL KITCHEN WOODSTOCK ローカル
キッチン ウッドストック

レストラン
本駒込2-8-3 白山コーポビアネー
ズ103

03-5981-8791
5時半オープン　電話or来店注文から数量や混雑具合によりお
時間いただきます

アットホームレストランバー　料理が旨くないと酒も旨くない！！
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297 本駒込 ◯ ◯ とんかつ わらしっ子 レストラン 本駒込4-35-19　パレス本駒込102 03-3827-1129
出前の受付は電話注文のみ。
ランチ　11：30～14：00　夜　17：00～21：30
出前範囲　本駒込・千駄木周辺　　定休日　　木曜日

創業から間もなく50年を迎えます。まだまだ頑張ります！！

298 本駒込 ◯ ― パティスリーシモン 洋菓子 本駒込1-3-3 03-3947-3866 10:00〜19:00  定休日 火曜日、月1不定休
彩り豊かなプティケーキやホールケーキ、
季節に応じたギフトや箱詰め迄揃ってます

299 本駒込 ◯ ― お菓子工房風子（おかしこうぼうふうこ） 洋菓子製造販売 本駒込1-1-25 03-3828-9770
10：00～20：00
毎週水曜定休日

あたりまえの事にも手を抜かずに、シンプル、誠実に。大切な方への手土産に、
自分へのご褒美に。
お一つからでもご購入、歓迎しております。

300 本駒込 ◯ ― 海外天 （カイガイテン） 中華
本駒込2-28-10 文京グリーンコート
1階

03-5977-3510
通常営業の場合　11:00〜22:30
ラストオーダー21:30　（現在は11時〜20時までの営業となりま
す）

ご自宅でお気軽に本格中華をお楽しみ頂けます！店頭でのご注文はもちろん、
お電話にて予めご注文頂ければ、お時間に合わせてお待たせする事なくお料理
をお渡しできます。
記載の料理以外にも旬の食材を使ったおすすめもございますので、お電話にて
気軽にご質問ください。

301 本駒込 ◯ ◯ フレンチレストラン アンプティトゥール レストラン 本駒込5-72-14　船崎ビル1階 03-6902-9767
11時から13時　18時から20時　金曜日～日曜日の予約制　デリ
バリー範囲　時間帯によっては配達可能。お問い合わせくださ
い。

シェフの出身地高知室戸岬直送からの新鮮食材、フランスからの高級輸入食材

302 本駒込 ◯ ◯ 喜來喫飯（きらいきっぱん） 豚肉料理専門店 本駒込2-9-5寺本ビルB1 03-5319-4401 11:30〜20:00 毎日 不定休 店の近所のみ配達可 豚肉料理専門店

303 本駒込 ◯ ― 福招门(中華料理) 中華 本駒込1-1-25 03-3811-5220 am11:30〜pm23:00(L.O)年中無休 お持ちの手作りジャンボン餃子がオススメ(240円)

304 本駒込 ◯ ― cafeたけのは カフェ 本駒込6-3-3 壱番館ビル1F 03-5976-8266

テイクアウト提供時間　11:30〜16:00　月〜土　[日・祝は定休
日]
お電話にて事前にご注文いただきますと、お待たせいたしませ
ん。

白山通り沿いの静かなカフェ。炭火焙煎の珈琲でゆったりしたひと時を。カレー
とサンドイッチ。焼き菓子とハンドメイド雑貨。手作りの品々でお待ちしておりま
す。

305 本駒込 ◯ ― 動坂カフェ カフェ・喫茶店 本駒込4-21-7 090-7216-7229

日曜お休み
平日、祭日10時から6時まで
テイクアウトのみ
事前連絡のうえご用意いたします。

自家製人気度メニューをワンコインから販売。
日替わりルーと副菜で、食卓のお助けいたします！

306 本駒込 ◯ ― こもり亭 魚料理 本駒込1-3-18 03-3813-8625
17時~20時までの営業です。提供時間は、30分ぐらい、定休日
は不定休です。

豊洲市場で仕入れる鮮魚料理、海鮮料理、創作料理がおすすめです。

307 本駒込 ◯ ― トラットリア・イタリア 文京店 イタリア料理
本駒込2-28-10 文京グリーンコート
1F

03-3943-7165 11:30～20:00（ラストオーダー 19:00） 石窯で焼く本格ナポリピッツァをカジュアルにご堪能いただけます。

308 本駒込 ◯ ◯ 千石自慢らーめん ラーメン・餃子 本駒込6-5-4 03-3944-0336

定休日（水曜）以外でしたら全日・全時間帯でお受付しておりま
す。
テイクアウトのみ、デリバリー対応は出来ませんのでごご了承
下さい。

ご自宅で当店の味を…是非お楽しみ下さい！

309 本駒込 ◯ ◯ 未来ダイニング文京グリーンコート店 洋食レストラン
本駒込2-28-10 文京グリーンコート
イーストウイング2F

080-9641-6657

注文時間11:00～19:00
受け渡し11:30～20:00
年中無休
お支払額2,000円以上で文京グリーンコート内デリバリー可
お支払は現金のみ

ロイヤルホストを展開するロイヤルグループ人気商品がグリーンコートに集結
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310 本駒込 ◯ ◯ スジャ屋千石店 アジア・エスニック 本駒込2-9-5寺本ビル1階 03-6912-0073
営業時間11時〜21時30分　配達は3000円以上のご注文から
受付致します。　配達範囲:本駒込2·3·6丁目　白山1·2·4·5丁目　
千石1·2丁目

韓国料理を通じて笑顔と元気をお届けします。

311 本駒込 ― ― クリーニングポプリン 白山上店 クリーニング店 向丘1-10-1 03-3814-3389 平日9:00 - 20:00（日祝は10:00 - 18:00)　定休日は水曜日です
他店でも取れないシミを綺麗にします。日本最大で最高峰の染み抜き復元加工
技術勉強会で技術を習得してます。

312 本駒込 ― ― 趣味の園芸と陶器 山竹 園芸・陶器 本駒込4-42-1 03-3821-6310
10:00 - 18:00 
定休日は月曜日です（月曜日が祝日の場合は火曜日が定休）

地域の皆様へ「少しだけ豊かに、少しだけ幸せに」を実感していただくことをモッ
トーに、
趣味の園芸と伝統の陶器、そして手作りのアジアン雑貨をご提供し、
ライフスタイルの向上をお手伝いさせていただいております。

313 本駒込 ― ― 髙木薬局 薬局 本駒込1-1-29 03-3811-2064
10:00 – 19:00(木曜は18:00迄、土曜は13:00迄）定休日は日曜と
祝日です

処方箋調剤から健康相談まで受け付けています。

314 本駒込 ― ―
寝具専門店ふじはし（シングセンモンテンフジ
ハシ）

寝具 本駒込1-1-16 03-3823-2484
10：00～19：00
定休日は日・第2月曜日

1955年文京区で創業の寝具専門店です。当ショップには日本ふとん協会公認
の睡眠環境・寝具指導士がいます。まくら診断や敷きふとん、マットレスの相談
ができるお店です。睡眠を知って寝具をお勧めします。丸洗いクリーニングや羽
毛リフォーム、打ち直しなどのメンテナンスも承ります。ここは寝具のプロがいる
お店です。

315 本駒込 ― ― 菓子工房 福どら 和菓子 向丘1-10-3 03-3811-6631
10:00～19:00
定休日：第2・4月曜日

四季折々に、いろどりを添える福どらのお菓子。
伝統的な和菓子と、和と洋が調和した斬新的なお菓子。熟練した菓子職人が一
途なまでに磨かれた繊細な技と心で優美な味をお届け致します。

316 本駒込 ― ― 漆器 陶器 荒物 やすかわ 日用品・雑貨 本駒込1-1-28 03-4825-2745
不定期
不定休

昔から白山にある漆器・陶器・荒物のお店です

317 本駒込 ― ― 寿々薬局 薬局 本駒込1－1－8 03-5689-5335
月ー金 8:30 – 19:00  土 9:00 – 13:30
定休日：日・祝日

地域に根ざしたしんみち通り沿いのアットホームな薬局です。医院と連携してご
自宅にお伺いし、お薬のセット（在宅支援）に力を入れています。健康相談のみ
もお受けしております。

318 本駒込 ◯ ― パンダワイン その他
本駒込4-39-2リーラ文京本駒込
103号室

03-4285-7413 14:00~22:00,不定休 珍しい中国のワインを扱う気軽に利用できる角打ちワインバー

319 本駒込 ― ― あら船 その他
文京区本駒込4-39-2 リーラ文京本
駒込104

03-3822-0529 10時半〜19時　定休日　日曜、祭日 お着物の事なら何でもご相談ください。リサイクル着物も扱っています。

320 茗荷谷 ◯ ― Si.ba.ki (シバキ) レストラン
小日向4-7-5 Kukai Terrace茗荷谷
1階

03-6912-2941

11:30～19:00(以降は要相談)受け取りで時間指定の上、予約注
文をお願い致します。当日受け取り分はお電話18:00まで。
支払いは現金のみとなります。　水曜日・第三火曜日が定休日
です。

丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩1分のフランス料理店です。自宅で外食気分を味
わっていただけるよう、頑張って営業中です！

321 茗荷谷 ◯ ― ＫＮＥＴＥＮ クネーテン カフェ　　焼き菓子 大塚3-44-6 1F 03-6912-0415 8時から18時半

322
茗荷谷
／江戸
川橋

◯ ― ロッソルビーノ 食料品 水道2-13-6 03-6304-1529
営業時間　11時～20時00分
定休日　水曜日、第二火曜日

有名イタリアンのシェフが作るお惣菜やソムリエ厳選のワイン、食品が多数揃っ
ています。
お惣菜、お弁当は売切れる可能性がございます。在庫の確認はお電話にてお
願い致します。生ハムやサラミはバイオーダーにてスライスしますので、お急ぎ
の方は事前に電話にてご予約のうえ、ご来店ください。

323 茗荷谷 ◯ ◯ チャンモニムチキン本店
韓国料理とブランド
チキン屋

大塚4-41-13 03-6912-1723
平日朝11:30～14:30　午後17:00～22:30
定休日：毎週　水曜日
範囲は店から2.5キロまで

韓国の31年歴史ブランドチキン屋です。
ヤンニヨムチキンから始める8種類あります。
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324 茗荷谷 ◯ ―
Wine&Mariage H's pinot by tamaya(ワイン&マ
リアージュ アスピノ バイ タマヤ)

レストラン 大塚3-1-10 ササザキビル　1階 03-5981-9452
日曜日、祝日　休み
ホームページをご参照下さい

ワインにあう洋食、フレンチ

325 茗荷谷 ◯ ― 食彩酒席 ビカヴォ 創作居酒屋 大塚3-1-12コダマビル 03-5977-1717
松花堂弁当は月曜より金曜の1130分より14時迄
夜のディナータイムテイクアウトは月曜から土曜迄の17時より
22時迄と現在させて頂いております。

旬の食材を生かした創作メニューと560種のお酒で楽しめるお店

326 茗荷谷 ◯ ― 馳走ダイニング文蔵 和食レストラン 小日向4-5-17STK茗荷谷102 03-3944-6217
日曜日、祭日か定休日
テイクアウトは17時30分〜20時迄の引き渡し時間

安心、安全の季節の料理。毎日豊洲市場より仕入れしております。化学調味料
は使用せず、全て手作り。

327 湯島 ◯ ◯ つる瀬 和菓子 湯島3-35-8 03-3833-8516
5月6日まで定休日曜日、湯島本店販売のみ10時〜17時、デリ
バリーは湯島、根津、千駄木、本郷、池之端、弥生

お家でのほっこりタイムに是非お供させて下さいませ

328 湯島 ◯ ― 湯島天神下 炭屋 ゆしまてんじんした すみや レストラン 湯島3-32-14 03-6284-2819
月～金　11時30分～14時30分、17時～20時　テイクアウトのみ

季節の魚介や野菜を原始焼きで楽しめる、懐かしさと和の趣感じる炭火焼店

329 湯島 ◯ ◯ とんぼ 居酒屋 湯島3-37-7高森ビル1F 03-3837-0386
月曜日～土曜日
18:00～24:00
湯島3丁目周辺デリバリー可能

家庭的な居酒屋です。

330 湯島 ◯ ― TIES（タイズ） ケーキ 湯島4-1-13 03-3818-0393 木金土日12-18 ケーキの持ち帰り可能
本郷三丁目、湯島駅近くのケーキ屋です。甘いものを食べて気分転換していた
だければ嬉しいです☺️

331 湯島 ◯ ― イーグルカフェ （Eagle Caf?） カフェ 湯島3-31-2　ラシーネ天神下 03-5826-8892 提供時間（11:00～18:30）・第一、第三水曜日を除く、
全てのコーヒーをご注文頂いてから豆を挽いて一杯ずつ丁寧にハンドドリップで
お淹れします。

332 湯島 ◯ ◯ ピッツェリア ダ ジョルジョ レストラン 湯島3-37-14 ソルミオビル1F 03-5826-4300
12:00-19:00 （デリバリーは800m圏内）　税抜き4000以上からデ
リバリー可　現金のみ

ピッツァ発祥の地イタリア・ナポリの名店で長年修行したナポリピッツァ職人が
立ち上げた店。　食材もできるだけ現地と同じものを直輸入して本場の味を再
現する。「まるでイタリア」旅行気分で楽しんで下さい。

333 湯島 ◯ ◯ 井泉本店 とんかつ屋 湯島3-40-3 03-3834-2901
水曜日定休　テイクアウトは、土日祝日11時30分から17時30分
迄、平日 11時30分から19時迄

｢お箸できれるとんかつ｣を唱い文句に昭和5年(1930年)湯島にて創業。かつサ
ンド発祥の店

334 湯島 ◯ ― 割烹 松浦 レストラン 湯島3丁目45−10 池之端ビル1階 03-3834-2880 平日 11時〜13時30分、土日祝は定休日
群馬県産もち豚と千葉県産地鶏の赤鶏とてもジューシーなお肉を使用しており
ます(URLはGoogleMAPです)

335 湯島 ◯ ― 肉三昧 湯島たけうち 肉料理 湯島3-35-8 コア湯島一階 03-3836-1398
月曜日～金曜日 午後4時～10迄　
土日祝日　休み

元は湯島で100年の歴史ある精肉店。

336 湯島 ◯ ― ホットサンド専門店 ルー・カフェバー レストラン
湯島2-4-8湯島イガラシマンション
101

03-5615-8587
テイクアウト可能時間　曜日：火、水、金、土　時間：11:30-19:30
（土曜日のみ12:00-19:30）　定休日：日、月、木
※現在、変則営業となっております。

ホットサンドの専門店️️ボリュームもしっかり！色々な種類をお楽しみください(^^)

337 湯島 ◯ ― 寄り処つむぎ（よりどころつむぎ） 居酒屋 湯島3-37-2雄山ビル1階 03-5817-8134 テイクアウトOK、デリバリー無し 湯島天神近くの居酒屋です。
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338 湯島 ◯ ◯ 串焼専門店 山鶏 焼鳥 湯島3-38-10ハニービル3階 03-6803-0290
受付時間14:00～24:00
テイクアウト可能時間 17:00～24:00
デリバリー範囲 ご相談下さい。

厳選された国産素材を使用し当日刺しの串焼きを備長炭で焼き上げます。

339 湯島 ◯ ◯ 湯島ワイン食堂パパン レストラン 湯島3-35-5 1F 03-5812-4933
【月～土、日・祝】　11時30分から14時までランチテイクアウト　
14時から20時までディナーテイクアウト　※定休日無しで営業
税込5000円以上のご注文で文京区内への配送可能

https://yushima-papan.gorp.jp/

340 湯島 ◯ ― 茶房松緒 レストラン 湯島2-33-11 岡田ビル1階 03-3834-3883 11時30分から15時まで
身体に優しい多品目のおばんざい弁当。可愛らしい手まり寿司など女性におす
すめです。

341 湯島 ◯ ◯ みつばち 甘味処 湯島3-38-10 03-3831-3083
am11時〜pm4時まで
文京区、千代田区、荒川区、足立区 など（1時間圏内）

元祖小倉アイス、あんみつの濃厚黒蜜を御堪能くださいませ

342 湯島 ◯ ― デリー カレー 湯島3-42-2 03-3831-7311 11時50分から18時　無休　テイクアウトのみ 創業64年のインドカレー専門店です。特に辛いカシミールカレーが人気です。

343 湯島 ◯ ― ピッツェリア バル ファンタジスタ ピザ 湯島3-40-11 オレンジビル1F 03-5817-4499
11:30～19:30
4/12～4/26迄臨時休業とさせて頂きます。

薪釜で焼き上げるピッツァがオススメのイタリアンです！

344 湯島 ◯ ― サカノウエカフェ 丼 湯島2-22-14 03-5817-4767 不定休(公式インスタグラムを確認ください)
どこから来ても坂の上。サカノウエカフェです！フワフワカキ氷と自家製シロップ
のお店

345 湯島 ◯ ― 焼肉天神 丼 湯島3-36-9 03-5817-4988 11時半〜19時半　月曜日〜土曜日 黒毛和牛、国産豚使用

346 湯島 ◯ ◯ 一輪咲いても花は花 レストラン 湯島3-46-8東証ビルB1 03-4373-1106
営業時間11時〜20時日曜定休
ウーバーイーツでの可能なデリバリー範囲

347 湯島 ◯ ― クチーナ イタリアーナ ハル レストラン 湯島2-26-4　グレース湯島1階 03-3833-8606
【店頭販売時間】11：00～19：00　【曜日】月曜日から土曜日　
【定休日】日曜日　【ヤマト着払い便にて発送】基本的に店頭販
売ですが、ご相談ください

おうちで外食している雰囲気楽しみませんか？　気軽に本格シェフの味！！

348 湯島 ◯ ― 力士料理四万十 ちゃんこ鍋 湯島3-35-13 03-3836-5888
月曜日から金曜日まで(祭日は不可)
11時30分から15時の間

元力士の料理長が湯島で皆様に美味しい料理をお届けしてます。

349 湯島 ◯ ◯ 東大門 レストラン 湯島3-38-15シャローム湯島1F 03-3835-4200
月曜〜土曜
17:00〜翌日01:00

焼肉韓国料理

350 湯島 ◯ ◯ 和食 斉とう 居酒屋・バー 湯島4-6-17丸島ビル2階 03-3814-9489

受付時間：平日9時〜20時
デリバリー範囲：当店より徒歩5分圏内
＊注意事項＊当店の器でご用意する場合もございます。その
際は返却又は回収に伺いますので、その旨ご了承下さい。

351 湯島 ◯ ◯ ラーメン大至 ラーメン・餃子 湯島2-1-2 03-3813-1080
店頭販売　11〜14時　17〜20時
生ラーメンのお届け 受付:17〜20時 配達20〜21時
土日祝のお届けはありません　定休日は不定期です

普通のラーメンの最高峰を目指したラーメン店
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352 湯島 ◯ ― からあげ 八ちゃん 弁当・おにぎり 湯島3-33-9　小能ビル1F 03-6284-2133
通常、定休日月曜日
コロナの影響により現在日曜日休み

353 湯島 ◯ ― 天ぷら 天庄 別館 懐石料理・日本料理 湯島2-26-8 エリートイン東京1F 03-3836-5235
11時～15時まで営業
木曜日定休日
デリバリー不可、店頭手渡しのみ。電話予約可。

揚げたての天ぷらを天丼にし、通常よりもお安く提供させて頂いております。

354 湯島 ◯ ― 炭火焼鳥 駿 焼鳥・串焼き 湯島3-45-3 小林ビル1階 03-3836-2925
テイクアウトのみ
11時30分より、20時まで 
当面不休

湯島路地裏の隠れ家的な焼鳥屋。焼鳥焼いて20年の店主がお迎えします。

355 湯島 ◯ ◯ 鳥ットリア 洋食レストラン 湯島3-33-1 03-3837-7401 日曜日

356 湯島 ◯ ― 和灯ろ ワヒロ 懐石料理・日本料理 湯島2-33-9  小河原ビル1階 03-6875-3603 2日前予約
無添加・国産材料を使用し、一つ一つ手作りで御用意させていただいておりま
す。
小さな店舗なので対応可能数は限られておりますが是非御賞味ください。

357 湯島 ◯ ◯ 高やま 和食レストラン 湯島3-35-13 03-5688-8599
17:00〜21:00 月曜日から土曜日　
文京区　台東区

湯島で20年、店主こだわりの創作料理

358 湯島 ◯ ― すしざんまい 湯島店（ゆしまてん） 寿司 湯島3-46-3 1･2Ｆ 03-5812-0216 テイクアウトは営業時間内はいつでも承ります。 すしざんまいの美味しいお寿司をご自宅でもお楽しみください！

359 湯島 ◯ ― もつ焼き煮込み三六 湯島店 その他 湯島3-42-2 03-5816-5360 1500～2100 新鮮なもつ、居心地の良い店内、そして明るいスタッフが自慢のもつ焼き屋です

360 湯島 ◯ ◯ 東京ガーデンパレス その他 湯島1-7-5 03-3813-6237

＊ご予約とご変更、お取消しのご連絡は予約日前日の午後
12:00までに
お願いいたします。
＊お届け可能時間は午後15:00~午後18:00までとなります。
お届け地域と配送事情により多少前後する場合がございます。

第２弾 ホテル自慢の味をご自宅、職場で満喫！「ホテルメイドデリバリー」

361 湯島 ◯ ◯
湯島天神横ラクレットグリル スイス料理とス
イスワインのお店

洋食レストラン
湯島3－28－16　シャーロックホー
ムズ１階

03-3839-0011
月曜、祝日は定休日・火曜日～日曜日　提供時間12:00～20：
00(臨時休業あり)

隣接したフランス・ドイツ・イタリアの料理に影響をうけたスイス料理！
アルプスの少女「ハイジのチーズ」ラクレット＆チーズフォンデュ、野菜ソムリエ
のスタッフが自家農園で育てた野菜料理。
珍しいスイスの伝統的なチーズ料理やワインを知る、味わえる隠れ家レストラ
ン。

362 湯島 ◯ ◯ bb.q オリーブチキン 湯島店 その他 湯島3-36-8吉田ビル1階8号 03-6284-4348 ランチ11：30分～15：00 ディナー17：00～22：00
「愛の不試着出演」韓国No.1チキンブランドbb.qオリーブチキン！
国産生鶏使用のプレミアムチキンを韓国本場の味そのまま提供致します。

363 湯島 ◯ ― アターブル フランス料理 湯島3-1-1木村ビル１F 03-5812-2828 12時－20時（日曜日休み）

364 湯島 ― ―
老舗大佐和 湯島本店(シニセオオサワ ユシ
マホンテン)

茶屋 湯島３丁目３６−５ 03-3831-6359 9:00 - 18:00 　定休日は日曜、祝日です。
創業嘉永五年の老舗大佐和はお客様にご満足いただける品をお届けするよう
常に新製品の開発と品質管理に努力しております。店内では笑顔のスタッフが
お茶の接待を行っておりますので気軽にお立ち寄りください。
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365 湯島 ― ― 湯島丸赤 鮮魚・干物 湯島3-39-9 03-3831-5701
10:00 - 18:30 (土曜日は～15:00まで)
定休日は日曜・祝日です。

日本橋の海鮮問屋で修行をしていた創業者・中村三郎が「お客様の声を直接聞
きたい」と文京区湯島に丸赤を開いたのは、戦後間もない昭和21年。“新鮮美
味” を看板に掲げ、厳しく吟味した日本各地の乾物を販売するところから始まり
ました。
昭和40年代からは、日本各地から直送される旬の魚を扱うようになり、丹念に
仕上げた味は口コミで広がり「湯島に丸赤あり」の評判をいただくまでになりまし
た。
近くに鈴本演芸場があることから、有名落語家の師匠連にご贔屓にしていただ
き、その他にも政治家・歌舞伎役者・俳優など多くの著名人・文化人からも愛さ
れております。皆さまに支えられて作り上げたこの味を、次代へもしっかりとつな
いで参ります。
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