


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
～








