
洋１ アーティスト カフェ 洋食 K-11

洋２ ヴォーロ・コズィ イタリア料理 I-4

洋３ 御茶ノ水 小川軒 洋食 M-12

洋５ グリルK ハンバーグ・ステーキ H-3

東京ドームホテル最上階にあり夜景が見
事。様々なジャンルの音楽とともにシェフ
おすすめのイタリア料理を楽しめる。
文京区後楽1-3-61東京ドームホテル43F
☎03-5805-2243

かつての代々木上原の名店のシェフがイ
タリア修業後に開いたリストランテ。繊細
で確かな味が高評価を得ている。
文京区白山4-37-22
☎03-5319-3351

明治38年創業。レイズンウイッチで有名な
小川軒の洋食店。店内には老舗の風格が
漂う。伝統のデミグラスソースの味も格別。
文京区湯島1-9-3 ユーメリアビルB1･1F
☎03-5802-5420

明治43年創業の鰻の老舗。風格ある煉
瓦塀に風格ある建物。鰻・炭・技、そして
接客も一級と高く評価されている。
文京区水道2-4-29
☎03-3813-8038

昭和5年創業のとんかつの名店。初代女
将は、カツサンドの生みの親。お箸で切れ
るとんかつ共 、々初代の味が愛されている。
文京区湯島3-40-3
☎03-3834-2901

明治4年創業。多くの文人墨客にも愛さ
れた名店。和の情緒溢れる庭園と建物も
美しく、個室で伝統の牛鍋を味わえる。
文京区湯島2-31-23
☎03-3811-5293

昭和37年開店。厚切りとんかつを明治風
の趣のある空間で味わう。欅の大テーブ
ルや掘りごたつの席が好評だ。
文京区本郷1-4-1 全水道会館ビルB1F
☎03-3812-6268

湯島天神の男坂階段下の風情ある焼き
鳥店。備長炭で焼く串焼きは絶妙の焼き
加減と評判だ。一品料理も充実。
文京区湯島3-32-14
☎03-3832-4663

明治28年創業。さっぱりめの味でシンプ
ルに鰻を味わう昔ながらの店。魚料理や
酒も上質のものが手頃に味わえる。
文京区本郷3-24-3
☎03-3811-3612

創業70余年。各階に趣向を凝らした小粋
な6階建て。うな重をはじめ八幡巻や刺し
身がつくコースも人気がある。
文京区湯島3-36-5
☎03-3831-7683

名の通り鍋料理が自慢。看板の魚介たっ
ぷり鍋やふぐちりなどが気軽に味わえる。
鮮魚や地鶏、黒豚料理なども美味。
文京区湯島3-43-11 目崎ビル1F
☎03-3836-0459

昔ながらの料亭の佇まい。上品な出汁の
関西風すきうどんは20種もの具が入りボ
リューム満点だ。コースも好評。
文京区湯島2-26-1
☎03-3831-5018 

江戸前天ぷらの老舗。胡麻油でからりと
揚がった天ぷらは、明治42年創業時から
の伝統の味だ。風格ある個室も好評。
文京区湯島2-26-9
☎03-3831-6571

刺身からしゃぶしゃぶ、タコメシ、独特な
明石焼など、多彩なタコ料理が味わえる。
魚を主に居酒屋メニューも充実。
文京区千駄木3-1-17 ドミール千駄木201
☎03-3824-2300

鳥料理の店として湯島天神の門前で約
90年。すき焼きやスープ炊きなど料理は
多彩で、中でも親子丼は絶品と評判だ。
文京区湯島3-29-3
☎03-3831-2380

石切橋のたもとにある歴史を感じさせる
佇まいの鰻屋。創業は天保6年で現在六
代目。鰻はもちろん大山鶏なども好評。
文京区水道2-5-7
☎03-3811-4850

風情ある大正6年築木造3階建て。串揚
げ6本にお通し2品と生野菜の「一の膳」
から始まるお任せコースが基本だ。
文京区根津2-12-15
☎03-3828-1440

全面ガラスの向こうにカウンター 10席の
小さな店ながら、味の良さで話題。厳選
鶏を使い、野菜にもこだわっている。
文京区千駄木2-29-4 シティーハイツ千駄木102号
☎03-3821-2989

ホテル椿山荘東京の広大な庭園内に佇
む数寄屋造りの料亭。風雅な懐石料理・
接客・雰囲気も文句なしの極上店。
文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京内（駐車場あり）
☎03-3943-5489

旬のネタ、自家製玉子焼、穴子の白焼きや
光り物に定評あり。落ち着いた店内にはカウ
ンター、テーブル、2階に椅子席個室がある。
文京区湯島3-32-12
☎03-3831-2471

●営 11:30~23:00 ●休 無休

●営 11:30~14:00､17:00~21:00 ●休 火

●営 11:30~13:30､17:00~20:45 ●休 無休

●営 17:00~21:30(21:00L.O) ●休 日･祝･8月の土

●営 17:30~22:00 ●休 土･日･祝

●営 11:30~14:00､16:30~20:00 ●休 木

●営 18:00~23:00､日のみ11:00~14:00も営業 ●休 月

築地㐂楽鮨で修業した主人が平成9年開
店。店構え、寿司とも端正で清 し々い。ひ
と手間かけた上品な酒肴も魅力。
文京区本郷2-31-1
☎03-3817-7711 ●営 12:00~14:00､17:00~22:00 ●休 日･祝

●営 11:30~14:00､17:30~20:30 ●休 日･祝

国産牛の旨味あふれる炭火焼ハンバーグ
が評判。手づくりソースがいっそう味を引
き立てる。ほか宮崎牛ステーキなども好評。
文京区千石4-45-15
☎03-3943-5760

●営 平日11:30~14:00､18:00~21:15
土･日･祝11:30~13:45､17:30~21:00 ●休 無休

●営 12:00~13:00(L.O)､18:00~20:00(L.O)
●休 月と、火のランチ

●営 月~金11:30~14:00､17:00~20:00
土11:30~14:00 ●休 第1･3土･日･祝

●営 月~金11:30~13:30､
18:00~23:30 土･日･祝17:00~23:30 ●休 水

●営 月~土12:00~14:00､17:00~22:00
日･祝12:00~21:30 ●休 火・月（祝日）･年始･お盆

●営 11:30~22:00(最終入店20:00) ●休 無休●営 火~土17:00~22:30 日･祝17:00~21:30 ●休 月

●営 月~金11:30~13:45､17:00~20:15
土11:30~19:30 ●休 日･祝

●営 月~土17:00~翌4:00
祝17:00~23:00 ●休 日・年末年始

●営 11:30~15:00､17:00~23:00
●休 月（祝日の場合は営業･翌日休み）

●営 11:30~13:30､18:00~21:00､土11:30~13:30
17:30~21:00(要予約) ●休 日･祝･月・土用の丑の日

●営 月~土11:30~20:40､日･祝11:30~20:30
●休 水（祝日の場合は営業）

●営 月~金11:30~14:30､17:00~22:30
土･日･祝11:30~22:00 ●休 年末年始

和１ 石ばし うなぎ G-9 小福 うなぎ O-5

食材の旬にこだわる創作和食の店。毎朝、
築地で仕入れる魚介類を中心に、四季
折 の々料理が味わえる。土鍋ごはんも自慢。
文京区湯島3-13-8
☎03-3835-1729 ●営 11:30~14:00､17:00~23:00 ●休 日･祝

和25 日本料理 丸しま 日本料理 N-11和17 鳥つね 鳥料理 N-6

和20 はし本 うなぎ F-9

和21 はん亭 根津本店 串揚げ N-7

和22 焼鳥 今井 焼鳥 M-4

和23 湯島女坂 季乃下 すし O-5

和24 料亭 錦水 日本料理 D-8

旬菜料理 鍋家 旬菜料理 P-4

すきうどん 満川 日本料理 N-6

鮨すゞ 木 すし L-10

江戸川橋の神田川沿いで昭和5年から親
しまれてきた。広い宴会場を持ち、新鮮
素材を使ったコース料理の人気も高い。
文京区水道2-10-3
☎03-3941-4446

●営 11:30~13:30､17:00~22:00(土日祝~21:00)
●休 月

寿司 たいら 割烹 すし F-9

江戸前の仕事にこだわる昔ながらの寿司
屋。新鮮ネタと気さくな雰囲気で地元の方
に愛されてきた。宴会や家族行事にも人気。
文京区関口1-48-12
☎03-3260-1365

●営 平日11:00~14:00､17:00~22:00
日･祝日11:00~21:00 ●休 水

鮨 やなぎ すし E-9

和15 たこや 三忠 タコ料理 M-4

和16 てんぷら天庄 湯島店本館 天ぷら N-6

和３ 上野 井泉 本店 とんかつ P-5

和４ 江知勝 すき焼き N-10

和５ かつ吉 水道橋店 とんかつ K-11

和７ 蒲焼 石橋亭 うなぎ M-10

和８

和９

串焼処 つ多 串焼き O-5

文京区で東京軍鶏が味わえる唯一の専
門店。脂肪分が少なくさっぱりとした味わ
いの焼鳥や鍋など多彩な料理が好評。
文京区根津1-27-1 第二高野ビル2F
☎03-5834-8079

湯島に唯一残る料亭。全席個室で落ち着
いた雰囲気の中、美味しい料理と心のこも
ったおもてなしが心地よい。完全予約制。
文京区湯島3-44-9 湯島要ビル5F
☎03-3831-6265

●営 12:00~14:00､17:30~22:30(日･祝日17:30~21:30)
●休 月（祝日の場合は火）、火のランチ

●営 12:00~14:00､17:00~21:00
●休 土・日・祝

和２ 板倉茶屋 要 日本料理 P-4

和19 根津 鶏はな 鳥料理 L-5

1930年創業の老舗割烹。出汁のきいた上
品な会席コースを、全室完全予約の個室で
ゆったりと楽しめる。1階にはカフェも併設。
文京区向丘2-12-2
☎03-3821-1008

千駄木の不忍通り沿いにある鳥料理と鰻
料理のお店。ランチではうな重を手頃な
値段で楽しめ、地元の常連客で賑う。
文京区千駄木2-13-1 ルネ千駄木プラザ1F
☎03-3821-1301

●営 11:30~22:00 ●休 月(祝日の場合は火）

●営 11:30~14:00､17:30~20:00 ●休 水

和18 鳥安 うなぎ・鳥料理 M-5

東大赤門横に大正5年からある煉瓦倉庫で味
わうフランス料理。運営はホテル椿山荘東京
で、伝統的な味を楽しめる。（東大学内施設）
文京区本郷7-3-1
☎03-3812-2766

●営 11:00~15:00､17:00~22:00
●休 日・祝・年末年始・お盆・入試日

洋４ カメリア フランス料理 L-9和６ 割烹 かねこ 日本料理 K-6
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洋９ 南欧料理 ビストロ 西菜亭 フランス料理 M-2

洋11 ビストロ グラッソ 地中海料理 N-11

洋13 美酒喰処 湯島 たけうち ステーキ・創作料理 O-5

洋14 FIRE HOUSE ハンバーガー L-10

洋15 フレンチレストラン洋食屋 フランス料理 K-10

洋16 リストランテ ラ・バリック トウキョウ イタリア料理 F-9

洋17 Le Lutin（ル･リュタン）フランス料理 I-2

洋６ 厳選洋食さくらい 洋食 P-5

洋８ タンタローバ イタリア料理 H-7

シンプルで粋な空間で味わうこだわりの
洋食。オムライス、タンシチューなど味わ
い深い。前菜や酒も充実。
文京区湯島3-40-7 カスタムビル7･8F
☎03-3836-9357

雰囲気も味も本格的なタイ料理店。路地
裏で目立たないが、メニュー豊富で味の
良さに定評がある。タイ人にも好評だ。
文京区湯島3-38-4 西澤ビル1F
☎03-3836-2850

播磨坂の桜並木沿い。本場のトラットリア
のような活気ある店内で、本格料理とイ
タリアワインが楽しめる。ランチも好評。
文京区小石川4-18-7
☎03-3815-1122

日本のカレー専門店の草分け的存在。昭
和31年開店で、店は小さいがこちらが本店
だ。銀座と東京ミッドタウンに姉妹店あり。
文京区湯島3-42-2
☎03-3831-7311

パリ郊外のプチ・レストランの雰囲気。伝
統的フランス料理を気軽に味わえるビス
トロとして地元で愛されている。
文京区千駄木3-50-15
☎03-5685-2032

大正モダンの内装が評判。地中海料理を
中心に多彩なメニューが揃う。高知直送
の食材を使った料理とワインも自慢。
文京区湯島3-9-11 増田ビル1F
☎03-3835-1184

湯島で100年の歴史を誇り、A5ランクの
和牛ステーキと、旬の和洋惣菜が味わえ
る。席はカウンターのみだが落ち着ける。
文京区湯島3-35-8 コア湯島
☎03-3836-1398

料理長もスタッフもインド、ネパール出身
で、本場の料理が味わえる。店構えや音
楽もアジアンテイストが溢れている。　
文京区湯島2-11-7 TSビル1F
☎03-3814-3327

日本家屋でいただく洗練されたイタリア
ン。店主の実家をそのまま使って趣き深
い。完全予約制コースのみ。
文京区水道2-12-2
☎03-3943-4928

四谷の名店｢こうや｣から暖簾分け。豚骨
と鶏ガラの優しいスープが細めの麺に合
う。ワンタンが美味で雲呑麺が一番人気。
文京区本郷2-10-8
☎03-3818-5855

店名はガラスの家の意。名の通りの美し
い建物と、抜きん出た料理の質の高さで、
マスコミにも度々登場している。
文京区向丘2-11-8
☎03-5834-1255

こくがありながらすっきりした豚骨スープ
が特徴。醤油豚骨、豚骨と鶏の塩ラーメ
ン、つけ麺など。都内４店舗。
文京区本駒込6-5-4
☎03-3944-0336

昭和7年創業だが小ぎれいな店構え。国
内産そば粉を石臼で自家製粉したそばは
香り高い。鮮魚や旬菜の酒肴も。
文京区向丘2-29-5 アトラスヒルズ1F
☎03-3811-4813

東京で本格的な讃岐うどんを。ぶっかけ
など味わい深く、温冷2種うどんもおすす
めだ。季節うどんのメニューも多彩。
文京区根津1-23-16
☎03-3822-9015

壱岐坂上の小さな店。「松翁」で修業した
主人の確かな味。つゆは関東風・関西風
の2種。天ぷらや変わりそばも人気。
文京区本郷2-25-1 ムトウビル1F
☎03-3818-9555

平成17年開店。店構えは粋な和風モダン。
自家製石臼そば粉の打ち立てそばが自慢
で、酒肴も充実している。
文京区本郷3-35-6 大石グリーンビル1F
☎03-3814-0218

釜揚げうどん専門店。コシのあるうどんが
美味で、酒と酒肴も上質。庭園に臨み、石
蔵を改造した建物も風情がある。
文京区根津2-14-18
☎03-5815-4675

明治35年創業の和菓子店。焼き大福、
どら焼など素朴ながら上品な味わい。季
節ごとの和菓子もおすすめだ。
文京区本駒込6-2-1
☎03-3946-0141

昔ながらの店構えで、風情ある豆の専門
店。落花生はじめ落花糖、蚕豆、柿の種
など豆と豆菓子が揃っている。
文京区西片1-2-7
☎03-3811-2457

本格的四川料理の店。陳建民の元で修
業したシェフが腕をふるう。熱々で提供さ
れるおこげ料理が人気。
文京区千駄木3-33-6
☎03-3822-3333

●営 9:30~19:00 ●休 日･祝

●営 9:00~18:30 ●休 日（祝日の場合は営業）

●営 11:50~21:30 ●休 年末年始

●営 11:30~14:30､17:00~23:30 ●休 日

●営 11:30~15:00､17:00~22:30 ●休 日･祝

●営 11:30~15:00､17:00~22:00
 ●休 火（祝日の場合は翌日）

●営 11:30~14:30､17:30~21:30 ●休 年末年始 ●営 11:00~翌2:00(日曜は24:00まで） ●休 水

●営 11:30~14:00､17:00~22:00 ●休 日

●営 11:30~16:00､18:00~23:00 ●休 水
●営 11:30~13:00､18:00~22:00(要予約)

 ●休 水･第2火

●営 月~金11:30~14:30
17:00~20:30､土11:30~14:30 ●休 日･祝

●営 11:30~14:30
17:30~22:00（土は21:00まで） ●休 日･祝

●営 火~土11:30~14:00､17:30~21:00
日･祝11:30~14:00､17:30~20:00 ●休 月

●営 11:45~14:00
17:00~22:00 ●休 水・その他不定休

●営 11:00~15:00､17:30~21:00
 ●休 月（祝日の場合は営業･翌日休み）

●営 11:30~14:30､17:30~21:30
（日・祝のランチは12:00から） ●休 水

●営 11:00~22:30
(16:00までランチタイム） ●休 無休

●営 月~金18:00~24:00 土18:00~22:00 ●休 日･祝

本郷のグルメバーガー店として有名。大
きなハンバーガーは味の満足度も高い。
アーリーアメリカン調の店内も魅力的。
文京区本郷4-5-10
☎03-3815-6044 ●営 11:00~22:30(L.O) ●休 無休

本格的なフレンチを気軽にカウンター席
で。肉や魚の旨みを巧みに引き出し、無農
薬野菜をふんだんに使った料理は見事。
文京区本郷1-34-4
☎03-5684-1440 ●営 11:50~15:00､18:00~22:30 ●休 水･木

六義園近くのフレンチ。くつろいだ雰囲気
の中、鴨肉やフォアグラなど本場の高級
食材を堪能できる。秋にはジビエ料理も。
文京区本駒込6-15-19-101
☎03-3944-0299

●営 月~金11:30~15:00､17:30~22:45
土11:30~22:45､日･祝11:30~21:45 ●休 無休

各４ 玻璃家（ボーリージャー）中華料理 K-6

各１ 中国料理 天外天 中国料理 M-4

各２ デリー上野店 インド料理 P-5

各３トンカーオ タイ料理 P-5

各５ MALIKA インド・ネパールレストラン インド・ネパール料理 M-11

麺６ 千石自慢らーめん 巣鴨本店 ラーメン H-2

麺７ 蕎麦切 森の そば L-11

麺８ 手打そば 田奈部 そば L-10

麺９ 根津 釜竹 うどん N-6

麺２ こうや麺房 ラーメン酒房 L-11

麺３ 肴町 長寿庵 そば K-5

千石で人気の讃岐うどん店。うどんはコシ
があり、汁は化学調味料を使わず優しい
味。ぶっかけや肉うどんなど種類も多い。
文京区千石1-19-8エクセル千石101
☎03-3945-8017

●営 火~金11:30~14:00､17:30~21:00､
土･日･祝11:30~14:30､17:30~21:00 ●休 月（祝日の場合は火）

麺４ 讃岐饂飩 元喜 うどん H-3

麺５ 讃岐饂飩 根の津 うどん M-6

菓１ 石井いり豆店 いり豆 K-8

菓２ 栄泉堂岡埜 和菓子 H-3

比内地鶏と九十九里産マイワシ煮干の出
汁をブレンドしたスープが自慢。自家製
麺は細くしなやかで喉越し滑らかだ。
文京区湯島3-47-2 白木ビル1F
☎03-3834-0348

●営 月~金11:00~14:30､17:30~22:00
土~20:30まで、日･祝~16:00まで

　　　　　　　　

麺10 らーめん天神下大喜 ラーメン O-4

●営 12:00~14:00､18:00~21:00 ●休 水･第3木

イタリア各地で料理人を務めたシェフによる、
手打ちパスタが評判のイタリアン。気軽に味
わってほしいと、お子様連れの入店も可能。
文京区関口1-5-9 ドーム関口1階
☎03-6228-1091

湯島天神近くのビストロ。「鴨のコンフィ」「牛
頬肉の赤ワイン煮」などの郷土料理を中心
に、丁寧な仕込で提供される料理は見事。
文京区湯島2-33-1
☎03-3836-9250

●営 11:30~15:00(14:00L.O)､(土･日･祝12:00~15:00(14:00L.O))
18:00~22:30(21:00L.O) ●休 月(祝日の場合は火)､第1･3火

●営 11:30~14:00､18:00~21:30
●休 月（不定休あり）

洋10 バンディエラ イタリア料理 E-10

洋12 ビストロ タカ フランス料理 N-5

江戸時代から約400年続く伝通院近くの
そば店。澤蔵司稲荷にその日の初茹での
蕎麦（稲荷箱蕎麦）の奉納を続ける。
文京区春日2-24-15
☎03-3811-2763

●営 月~木11:00~15:00､金11:00~19:45(L.O)
土11:00~16:00 ●休 日（第3･4月火に不定休あり）

麺１ 稲荷蕎麦 萬盛 そば I-9

薪窯ピッツァが食べられるピッツェリアバ
ール。こだわりの石窯で焼いたピッツァや
バリスタが入れるカフェなどが楽しめる。
文京区音羽2-4-2 ノーブル音羽1F
☎03-5981-9083

●営 11:30~15:00(L.O)､
17:30~22:00(L.O) ●休 日・祝

洋７ スペランツァ イタリア料理 D-6

各国料理

麺  類

和・洋菓子
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　「おいしゅうございまっぷ」の名前は、文京ブランド100選実行委
員会の選考委員長を6年間就任いただきました料理記者・食生活
ジャーナリストの岸朝子先生の名台詞「おいしゅうございます」から
付けさせていただきました。岸先生は2015年9月にお亡くなりにな
りましたが、「おいしく食べて健康に」をモットーに食の大切さを伝
えるとともに、生涯現役の料理記者として精力的に活動され、日本
の食文化の発展に多大なご功績を残されました。このマップをお供
に文京区の名所・旧跡を訪ねていただき、そして“おいしい”お店の
味をお楽しみください。その中の一部店舗をご紹介いたします。

「食の文京ブランド100選」
主　　催：食の文京ブランド100選実行委員会
（構成団体）文京区商店街連合会／文京区観光協会／東京商工会議所文京支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イラスト：ふるさと画家 上野啓太

「おいしゅうございまっぷ」
発　　行：文京区観光協会
お問合せ：食の文京ブランド100選実行委員会

文京区観光協会
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター 1階
電話 03(3811)3321
東京商工会議所文京支部
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター地下2階
電話 03(3811)2683

2015.12

※本誌に掲載された情報は、平成27年12月1日現在のものです。
　変更になっている場合もございますので、念のためお出かけの
際には各店にお問い合わせください。

食の文京ブランド100選実行委員会

昭和初期に日本橋馬喰町で開業し、昭和
27年に地蔵通り商店街の当地で再開。薄い
皮に自家製の餡たっぷりの伝統の鯛焼だ。
文京区関口1-5-8
☎03-3268-6261

東大赤門前。わらび餅の「赤門もち」や本
型の箱に本郷銘菓と地図を詰めた｢文学
散歩｣など、地元ゆかりの銘菓が揃う。
文京区本郷5-26-5
☎03-3811-1120

家族経営ながら生ケーキ約50種・焼菓子
15種が並ぶ。イチゴシャンデやフルーツ
ロールなども美味で手頃。
文京区本郷3-22-9
☎03-3815-9554

明治36年創業。夏目漱石も愛したという
老舗。代表銘菓の「夜雨最中」は香ばしく
上品。季節の上生菓子も美しい。
文京区向丘2-14-9
☎03-3823-1365

明治8年創業のせんべい店。四角い形が特
徴のせんべいを一枚ずつ手作りしている。
香ばしい醤油味のほか抹茶や砂糖味も。
文京区千駄木3-37-16
☎03-3821-1215

大正5年創業。豆大福はいつも行列がで
き、午後早めに売り切れることもある。季
節の和菓子の人気も高い。
文京区音羽2-1-2
☎03-3941-8281

季節感溢れる和菓子に、根強いファンが
多い。桜餅やわらび餅、定番に四角い「あ
ざぶ最中」などが人気。
文京区小石川5-3-15
☎03-5684-6591

明治20年創業。代表銘菓は「月光殿最中」
で、音羽の大本山護国寺境内の重要文化
財「月光殿」に因む。甘味処も併設。
文京区音羽2-10-1 リバーストーン音羽1F
☎03-3941-4355

寛永年間に菓子司として創業。老舗らしい
風格が漂う。名を冠した「壺最中」、「壺汁粉」
はじめ「湯島の梅」など上品で味わい深い。
文京区本郷3-42-8
☎03-3811-4645

昭和5年創業。湯島天神そば不忍池畔。
豆餅と豆大福の名店として知られ、季節
の和菓子も楽しい。甘味処を併設。
文京区湯島3-35-7
☎03-3833-8516

地蔵通り商店街に、店頭で焼くせんべい
の香りが漂う。店内には種類豊富なせん
べいが並び、手作りどら焼も好評。
文京区関口1-7-2
☎03-3268-1121

不忍通り沿いにある鯛焼の人気店。パリ
ッとした薄い皮にたっぷりの粒餡が魅力
で、行列は必至だ。
文京区根津1-23-9-104
☎03-3823-6277

大正時代から続く老舗。良質の米と独特
なたれ、伝統の製法に現代の味覚も取り
入れ、逸品を焼き続けている。
文京区根津1-23-9-102
☎03-3828-7228

「文京ラスク」や「文京サブレ」「文ぶんコ
ルネ」など文京区に因む洋菓子に注目。
焼き菓子や季節の生ケーキも多彩。 
文京区大塚4-1-11
☎03-3945-3585

昭和7年創業。本郷三丁目交差点の和菓
子店として有名。｢大学最中｣はじめ地元に
因む様 な々創作和菓子が楽しい。
文京区本郷3-34-5
☎03-3811-4489

アップルパイの専門店。ホールのパイが
並ぶ店内は温もりが溢れている。キッシュ
やパウンドケーキも素朴な味わい。
文京区西片1-2-2
☎03-3812-0042

風情ある下町の小さな店だが、かりんとう
で広く知られる。あっさり上品な味わいで、
贈答品にも喜ばれている。
文京区湯島3-39-6
☎03-3831-9762

大正初期創業。小倉とバニラの「アベック
アイス」や、小倉アイスがのった「小倉ま
めかん」など懐かしい味が楽しめる。
文京区根津2-30-4
☎03-3821-5530

東大正門前に昭和27年創業。昔から東
大生馴染みの店として親しまれてきた。
昔懐かしいカレーが味わえる。
文京区本郷6-1-14
☎03-3811-1808

350年続く金魚屋が経営。ビーフ黒カレ
ーや中国茶、葉巻、金魚釣りも楽しめる。
夜はコース料理はじめメニュー多彩。
文京区本郷5-3-15
☎03-3815-7088

東大前に大正3年創業。レトロな、まさに
昔のフルーツパーラー。昔ながらのカレー
ライスと生ジュースが人気だ。
文京区本郷6-17-1
☎03-3812-2591

明治42年創業の甘味処。大正4年に誕生
の小倉アイス。最中に挟んだ求肥のトッピ
ングが人気。100周年記念の黒糖アイスも。
文京区湯島3-38-10 ハニービル1F
☎03-3831-3083

●営 10:00~18:00 ●休 日･祝

●営 10:00~19:00 ●休 火

●営 8:30~20:00 ●休 無休

●営 月~金10:00~19:00 土･日･祝9:00~19:00
●休 不定休

●営 11:00~19:00 ●休 月

●営 11:00~15:00 ●休 不定休

●営 月~金9:30~20:00 土･日･祝10:00~17:00

●営 10:30~売り切れ次第終了 ●休 不定休

●営 9:00~18:00 ●休 火

●営 10:00~19:00 ●休 月

●営 9:30~17:00 ●休 日

●営 9:00~19:00 ●休 月

●営 9:30~19:00 ●休 日･祝

●営 月~土9:00~19:00､祝9:00~17:00 ●休 日

●営 月~金9:00~19:00 土･祝9:00~17:00 ●休 日

●営 月~金9:30~20:00､土9:30~17:00 ●休 日

●営 売店10:00~21:00
喫茶10:30~20:00 ●休 無休

●営 火~金11:30~21:30､土･日･祝11:30~20:00
 ●休 月・第3火（祝日の場合は営業）

●営 月~土9:00~19:00､祝10:00~18:00 ●休 日（隔週）

●営 月~金9:40~19:30､土9:40~18:30
 ●休 日･祝

●営 10:00~19:00､日･祝11:00~17:00 ●休 無休

●営 10:00~19:00
※時期により異なります ●休 月

菓３ 江戸川ばし 浪花家 たいやき E-10

菓13 壺屋總本店 和菓子 M-10

白山の小さな菓子店。和洋にこだわらず、
抹茶と小豆に特化した菓子作りが独特。
抹茶ケーキや大納言どら焼きなどがある。
文京区白山5-1-9
☎03-6801-5110

菓20 松右衛門 和・洋菓子 J-5

菓21 マミーズ・アン･スリール本店 パイ K-8

菓22 ゆしま 花月 かりんとう P-5菓14 つる瀬 和菓子・甘味喫茶 O-5

菓15 手焼せんべい炭火焼 喜作 せんべい E-9

菓16 根津のたいやき たいやき M-6

菓17 根津八重垣煎餅 せんべい M-6

菓18 Pâtisserie Hiyama 洋菓子 F-4

菓19 本郷 三原堂 和菓子 L-10

菓５ 御菓子処 扇屋 和菓子 L-9

菓６ オザワ洋菓子店 洋菓子 M-10

菓７ 御菓子司 一炉庵 和菓子 L-5

菓８ 菊見煎餅総本店 せんべい M-4

菓９ 群林堂 和菓子 D-7

菓10 甲月堂 和菓子 D-6

菓４ お菓子調進所 一幸庵 和菓子 G-7

茶２ 喫茶ルオー 喫茶 L-8

茶３ 金魚坂 喫茶・レストラン L-9

茶４ 万定フルーツパーラー 喫茶 L-8

茶５ みつばち 甘味 O-5

茶１ 甘味処 芋甚 甘味 M-6

うさぎを形どった商品を多く取り揃えてい
る。文京区観光土産推奨品にも選ばれた「こ
うさぎ最中」が人気で、お土産としても好評。
文京区本駒込6-15‒15
☎03-5978-3636 ●営 10:00~19:00（日10:00~18:00） ●休 月

菓11 こうさぎ 和菓子 I-1

昭和9年創業。国産の素材を使用し、季節
感を大切に丁寧に仕上げた和菓子が人気。
「一葉の桃」など地元ゆかりの銘菓が揃う。
文京区小石川2-25-12
☎03-3811-6140 ●営 10:00~20:00 ●休 月

菓12 千代田 和菓子 J-8

●営 11:00~19:00 ●休 不定休

じっくりと時間をかけて漬け込んだオレンジ
ピールチョコレートが人気の洋菓子店。レ
モンやピーカンナッツのチョコレートも美味。
文京区春日2-14-2
☎03-3815-6013 ●営 11:00~19:00 ●休 日・祝・月

菓23リスト 洋菓子 H-8

明治期に区内に数あった牧場。その名残を残
す牧場の牛乳を使ったスイートポテトやチーズ
ケーキが人気。生菓子・焼菓子の種類も豊富。
文京区白山1-32-7
☎03-3815-3925 ●営 8:00~20:00 ●休 無休（元旦を除く）

菓24 ル・ボン・ヴィヴァン 洋菓子 J-6

喫茶・甘味
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洋１アーティスト カフェ 洋食 K-11

東京ドームホテル最上階にあり夜景が見
事。様々なジャンルの音楽とともにシェフ
おすすめのイタリア料理を楽しめる。
文京区後楽1-3-61東京ドームホテル43F
☎03-5805-2243 ●営 11:30~23:00 ●休 無休

営業時間

店舗イラスト

電話番号 住　　所

店舗紹介文

休 業 日

店舗 No. 種　　別 地図位置店　　名

この表の見方

主催：食の文京ブランド100選実行委員会

他５ 欧風料理 すいせん レストラン・バー O-5

湯島天神男坂参道に面した小さな店だが
創業約50年。じっくり煮込むビーフシチュ
ーなどが好評のバー。常連客も多い。
文京区湯島3-33-2
☎03-3832-3737

キャッチコピーは“男と女の隠れ家”。掘り
ごたつ式の席と蝋燭の灯りが独特な和空
間を作り出す。料理は和洋の取合せ。
文京区湯島3-39-15 シャローム湯島Ⅱ1F
☎03-3837-4166

日本酒は「酔仙」ほか５銘柄で、ホヤや塩ウ
ニ、マツモなど岩手の珍味が魅力。昭和の
居酒屋の風情が漂う。支店「七福神」もある。
文京区湯島3-38-8
☎03-3836-9588

ここのパン・ド・ミ（食パン）は最高！ と絶
賛されるパン店。定番のフランスパンも人
気で、デニッシュやスイーツ類も充実。
文京区西片1-2-2
☎03-5804-4242

完全予約制。1日1組（6人～16人程度）限
定。予約待ち多数で半年以上とも。完全
お任せコース。
文京区本駒込5-34-6
☎03-5814-0977

千駄木の昭和の風情漂う一軒家で、丹精
込めた日本料理を。1日2組限定で、極上
の会席料理を提供している。
文京区千駄木4-2-18
☎03-5832-8677

昭和24年創業の食肉専門店。東京食肉
市場仲卸ならではの高品質な国産和牛と
自家製コンビーフなどの加工品が人気。
文京区千駄木3-43-11
☎03-3823-0200

日本独自の伝統的飲料こんぶ茶の製造販売
を始めて約100年。昭和30年代から文京区に
本社を構え、近くには直営の喫茶室もある。
文京区関口1-13-19
☎03-3260-6464

大正6年に小石川で創業。種麹の製造で
醸造業界に知られる。自社製品の「マル
ジョウ醤油」はじめ調味料も定評がある。
文京区小石川3-18-9
☎03-3816-2951

大正14年創業。派手さはないが、酒・肴・
雰囲気とも上質の、文京区を代表する居
酒屋。太田和彦氏らの本でも有名。
文京区湯島3-31-5 湯島3315ビル1･2F
☎03-3832-0469

焼肉の隠れた名店。さりげない店構えな
がら、霜降りハラミはじめ肉はもちろんキ
ムチやホルモンも極上で、常連客も多い。
文京区白山1-1-2 臼福ビル1F
☎03-3816-4122

明治21年創業。フランス人宣教司祭が伝
えた技術と味を守り続けている。イートイ
ンのコーナーも広 と々して好評。
文京区関口2-3-3
☎03-3943-1665

●営 10:00~20:30 ●休 月・火

●営 月~金16:00~22:00､土16:00~21:00
●休 日･祝 ●営 10:00~19:00 ●休 水・1,5,8月に不定休あり

●営 13:00~22:00頃 ※要予約。希望時間に
合わせ予約受付 ●休 火･その他不定休

●営 12:00~15:00､18:00~23:00
（最終入店20:00・要予約） ●休 不定休

嘉永5年（1852）創業のお茶と海苔の専門店。
湯島を本社に17店を展開。厳選茶葉使用の
「濃煎茶 大老」はじめ上質の独自製品が揃う。
文京区湯島3-36-5
☎03-3831-6359 ●営 9:00~18:00 ●休 日・祝

●営 17:00~21:30
（土は21:00まで） ●休 日･祝

●営 月~土8:00~18:00､日･祝8:00~17:00
 ●休 12/31~1/4

●営 月~土8:00~18:00､日･祝8:00~17:00
 ●休 12/31~1/4

●営 月~金17:00~24:00､
土･日･祝12:00~15:00､17:00~24:00 ●休 無休

●営 18:00~翌1:00 ●休 日･祝

●営 17:30~24:00 ●休 日･祝

東大龍岡門そばにあり、東大生や文化人
に人気の、風情あるもんじゃ焼きの店。お
好み焼きや居酒屋メニューも揃う。
文京区本郷3-42-8
☎03-5802-2278 ●営 17:00~23:00 ●休 日

他１ アトリエ・ド・マヌビッシュ パン K-8

他７ 個室ダイニング 空 創作料理 P-5

他８ シンスケ 居酒屋 O-5

他９ 炭火焼肉 皐月 焼肉 J-7

他10 関口フランスパン パン E-8

自家培養の「ミルク酵母」のパンが話題。
国産小麦粉はじめオーガニック素材にこ
だわったパンは、素朴ながら味わい深い。
文京区大塚3-15-7
☎03-5976-9886 ●営 11:00~19:00 ●休 日･祝

他11 マールツァイト パン F-6

他４ えん もんじゃ・お好み焼き M-10

他３ 岩手屋本店 居酒屋 O-5

特４ 手打そば 玉江 そば J-2

特５ 日本醸造工業株式会社 調味料・種麹 J-8

特６ 日本料理 一二三庵 日本料理 L-2

特７ 老舗 大佐和 茶・海苔 O-5

特２ 玉露園食品工業株式会社 こんぶ茶 F-9

特３ 千駄木腰塚 食肉・ハム・ソーセージ M-3

昼はとんかつを中心に、夜は稀少なお酒
を取り揃えた創作居酒屋。新鮮な魚や焼
き物など豊富な酒肴で話が弾む。
文京区関口1-11-4
☎03-6228-1982

●営 月~金11:30~14:00､17:00~23:30
土17:00~23:30､祝17:00~23:00 ●休 日

他２ いちりづか 創作居酒屋 F-9

国産小麦を原料に、自家製天然酵母を使
い、低温で長時間発酵させたパンが話題。
季節に合わせた彩りよいパンも楽しい。
文京区小石川4-21-2 ハイツ小石川1F
☎03-5684-3699 ●営 8:00~18:00 ●休 月・火

他６ オー・パン・グルマン パン G-7

昭和21年創業の干物魚の専門店で、有名
百貨店にも出店している。上質の季節の
干物は贈答品にも好評だ。
文京区湯島3-39-9
☎03-3831-5701

平成19年開店以来、上質の肉で話題に。
和牛一頭買いにこだわり、様々な部位が
味わえる。盛岡手打ち冷麺も自慢の味。
文京区本郷2-26-8 ワカナビル1･2F
☎03-5840-9889

●営 10:00~18:30(お中元・お歳暮時期以外の土曜
は15:00まで） ●休 日･祝･1/1~1/4･夏期休業あり

●営 17:00~23:30 ●休 月

他12 湯島 丸赤 塩干魚 P-5

他13 和牛一頭焼肉 手打ち冷麺 房家 焼肉 L-10

文京区内に本社を置く唯一のビール会社。原
材料、水、製造方法、流通など徹底的に品質
にこだわるビールを飲食店に提供している。
文京区湯島2-27-4 湯島台レジデンス101
☎03-5807-6530

特１ ビール製造 N-6アウグスビール株式会社

特別賞その他
～
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