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<個人情報の取扱について>ご記入・ご提供いただいた個人情報は、区が適切に管理し、賞品の発送、本件に関する
諸連絡に使用させていただきます。それ以外の目的で個人情報を第三者に提供・開示することは一切ありません。

下記アンケートにご協力ください（〇で囲んでください）
①スタンプラリーをどのように知りましたか？
　１．区報ぶんきょう　　２．区HP　　３．区公式TwitterまたはFacebook
　４．ポスター　　５．スタンプラリー参加店舗　　６．友人・知人から　　
　７．本パンフレット　　8．その他（� ）��

②スタンプラリーに参加したきっかけは何ですか？
　１．賞品が魅力的だから� ２．テーマが面白そうだから　　
　３．店舗に魅力を感じたから� ４．その他（� ）

③ご感想・ご要望ありましたら、ご記入ください。

（� ）

フリガナ
年代� 代

お名前

ご住所　〒　　　　-

お電話

スタンプ 1 スタンプ 2 スタンプ 3

食めぐりスタンプラリー  スタンプ台紙
応募締切：令和5年1月13日（金） 消印有効

※1店舗のみのスタンプは応募不可

賞品

※�当選発表は、厳正な抽選の上、2月中旬頃の賞
品の発送をもってかえさせていただきます。
※�賞の重複当選はありません。
※�掲載写真はイメージです。実際の商品とは異
なる場合があります。

スタンプラリー  ルール

ハガキ
下記のスタンプ台紙を切
り取り、63円切手を貼って
郵送

応募箱
文京シビックセンター 17
階アカデミー推進課窓口
設置の応募箱に投函（平日8：
30〜17:15）

E-mail
応 募 専 用 アドレ ス  b - 
s yok u s t am p@c i t y .
bunkyo.lg.jp に、スタン
プ台紙を写した画像を添
付して送信

令和5年1月13日金 
消印有効（応募箱、
E-mailの場合当日必着）

応募締切

スタンプを集めると、抽選で交流都市のステキな賞品が当たる！

何が届くかお楽しみ！
交流都市の
特産品

● 1店舗のみのスタンプ
は応募不可

● 年末の繁忙期など店舗
で対応できない場合が
あります。

または

スタンプラリー参加店で、
飲食または商品を購入

➡スタンプ1個

スタンプラリー参加店で、交流都市の食材を
活用したメニューを飲食または商品を購入

➡スタンプ2個
A店 A店 A店

64
名様

印刷物番号�D0122037

応募方法
※応募は何回でも可

※スタンプの合算は不可

スタンプを３個集めよう！STEP 1

３個集めたらアンケートを記入して応募しよう！STEP 2

スタンプラリー
めぐり

交流都市のおいし
さ発見の旅に出か

けよう

令和4年

10月1日土▶12月31
日土

食

文京区 文京区アカデミー推進課都市交流担当 ☎03-5803-1310（平日8:30～17:15）主催 区ホームページ

スタンプを３個集めると
何が届くかお楽しみ！

交流都市の特産品
が当たる！！
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音羽・関口 地区

小石川・水道 地区

本郷・湯島 地区

千駄木・向丘・
根津 地区

小石川・水道 地区

4 パーネ・エ・オリオ
住音羽1-20-13　☎︎ 03-6902-0190
営 10：00～18：00　休日曜・月曜・祝日
★ステーキサンド【盛岡市】10月～　972円※火曜・水曜・土曜
★季節のフルーツサンド【石岡市、盛岡市】
10月～11月　410円※水曜・金曜限定
★季節のフルーツのフォカッチャ【石岡市、盛岡市】
10月～11月　300円※毎日
★チョコレートとゆずのパネトーネ【津和野町】11月末　4968円

文京区内の飲食店等で
交流都市の食材を味わおう！

文京区では、交流都市の食材を使用したメニューまたは商品を提供・販売する店舗を巡るスタンプラ
リーを実施しています。今年度参加の各店舗で、交流都市の美味しい食材を堪能してください。また、各
店舗で飲食または商品を購入し、スタンプを３個集めると、抽選で交流都市の特産品が当たります！

1 �チッタアルタ
2 �タンタローバ
3 �ロッソルビーノ
4 �パーネ・エ・オリオ
5 �蕎麦人弁慶　護国寺店
6 �炭火焼鳥そかろ
7 �ITALIAN�GRILL�芹

参加店一覧

8 �そば匠　もみじ
9 �我楽田工房��Ayu’s�Kitchen
10 �タベルナ・アイ
11 �モリキネカフェ
12 �Apple�Pockets
13 �ビアンカ1992
14 �アヒージョ専門店「あひーじょバル山ぶどう」

1 チッタアルタ
住小石川3-1-24k-wing1F　☎︎ 050-6869-8067
営 12:00～／19:00～　休不定休
★ドリンクペアリング【甲州市、魚沼市】10月～12月　3700円～

美味しい甲州ワインや魚沼の日本酒をお出しします。

グルメ
マップ

15 �北海道すなお水産
16 �江戸銀食堂
17 �アヴランシュゲネー
18 �御殿
19 �かつ進　菜肴（さいこう）ますだ店
20 �湯島ワイン食堂パパン

3 ロッソルビーノ
住水道2-13-6　☎︎ 03-6304-1529
営 11:00～21:00（休憩15:00～16:00）�土・日・祝は通し営業　
休水曜・第二火曜
★天草大王の猟師風【上天草市】10月～12月　1980円
※なくなり次第終了

食べ
きり

5 蕎麦人弁慶　護国寺店
住 �音羽2-11-1８-１F　☎︎０３-５３１９-２３４１
営 �平日� 11:30～14:30/17:00～23:00
� 土日祝�11:30～15:00/17:00～22:30
休 �期間中無休
★ポークソテー【上天草市】10月上旬～12月中旬　1280円
※提供期間は変更となる場合あり
★天草大王鶏あぶり焼き【上天草市】10月上旬～12月中旬　980円
※提供期間は変更となる場合あり

2 タンタローバ
住小石川4-18-7ハイツ竹早1F　☎︎ 03-3815-1122
営11:30～14:00（LO）／18:00～20:30（LO）
休毎週水曜・月2回不定休
★天草大王を詰めたトルテッリインブロード【上天草市】10月上旬　2200円※ディナーのみ
★"サント"ヴァッレダオスタ風モンブラン【津和野町】10月下旬　880円
★猪のサルシッチャと栗のトンナレッリ【津和野町】
10月下旬　2200円※ディナーのみ
★白いちご"淡雪"のタルト【玉名市】12月　990円
★もりおか短角牛バラ肉の"ペポーゾ"【盛岡市】11月　3850円※ディナーのみ

グルメ
マップ

上天草の美味しい地鶏を煮込み料理でお出しします。

肥後細川庭園



音羽・関口 地区

6 炭火焼鳥そかろ
住音羽2-11-20　☎︎ 03-6902-0980
営 18：00～23：00　休日曜・月曜
★甲州市産ワインペアリング【甲州市】10月～12月　3800円
※お食事に合わせたグラスワイン４種

8 そば匠　もみじ
住関口1-14-3　WTビルB1　☎︎ 03-3269-3434
営平日�11:30～14:30／17:30～21:00　
　土日�11:30～15:00　休不定休
★せいろ【盛岡市】10月～12月　800円※全日　二八そば
★里山【盛岡市】10月～12月　800円※全日　十割そば
★特盛せいろ【盛岡市】10月～12月　1000円※11:30～14:30
★特盛里山【盛岡市】10月～12月　1000円※11:30～14:30
★二色【盛岡市】10月～12月　1100円※全日　せいろと里山

10 タベルナ・アイ
住関口3-18-4　☎︎ 03-6912-0780
営 11：30～14：00（LO)／17:30～21:00（LO）　
休毎週火曜・第三月曜
★もりおか短角牛サーロインステーキ【盛岡市】
10月上旬～　5980円※ディナーのみ
★盛岡りんごタルトケーキ【盛岡市】11月上旬～　550円※ディナーのみ
★関門海峡たこココットチーズ焼き【北九州市】
10月中旬～　1480円※ディナーのみ
★梅肉ポークオーブン焼き【上天草市】10月上旬～　2000円※ディナーのみ
★天草大王もも肉ハーブグリル【上天草市】
11月上旬～　2600円※ディナーのみ

ハピ
ベジ

食べ
きり

グルメ
マップ

7 ITALIAN GRILL 芹
住関口1-5-6　☎︎ 03-3266-7111
営 11:30～14:30／17:30～22:00　休日曜
★盛岡短角牛ステーキランチ【盛岡市】10/25～12/24予定　
1000円※ランチのみ（提供は日により異なり提供無し日あり）
★盛岡短角牛ロースステーキ【盛岡市】10/25～12/24予定　
1738円※ディナーのみ（提供は日により異なり提供無し日あり）
★盛岡短角牛サーロインステーキ【盛岡市】10/25～12/24予定　
1738円※ディナーのみ（提供は日により異なり提供無し日あり）

食べ
きり

9 我楽田工房  Ayu’s  Kitchen
住 �関口１-２９-６�1F　☎︎ 03-6228-0051
営 �10/17、11/14、12/12　11:30～13:30
	 ＊上記日時のみの営業です
★鶴首かぼちゃのポタージュスープ【石岡市】上記3日間
★人参のブルスケッタ【石岡市】10/17のみ
★ブロッコリーのブルスケッタ【石岡市】11/14・12/12のみ
★ルッコラとアンチョビのスパゲティ【石岡市】上記3日間　1000円
※スープ、ブルスケッタ、スパゲティの三つでパスタランチとなります
★紅はるかのプリン【石岡市】上記3日間　300円

食べ
きり

本郷・湯島 地区

千駄木・向丘・根津 地区

15 北海道すなお水産
住本郷2-16-1　☎︎ 03-5615-9706
営 11:00～19:00　
休水曜（その他お休みあり、Facebook、Instagramをご確認
ください）
★本わさび【津和野町】10月～　750円/100ｇ

11 モリキネカフェ
住千駄木1-23-4　☎︎ 03-3824-5511
営 10:30～17:30（LO.17:00）　休 10/25、11/22
★栗ようかんとまめ茶セット【津和野町】10/22～12/26　500円
★アイスクリームはちみつ添え【津和野町】
10/22～12/26　350円
★津和野クラフトビール【津和野町】10/22～12/26　900円※単品
★日本三大芋煮食べくらべセット【津和野町】
12/10、12/11　1000円※2日間のみ

13 ビアンカ1992
住向丘1-10-3　肴町旭ビル202　☎︎ 03-5844-6778
営11:30～14:00／18:00～21:30　
休火曜
★盛岡短角牛モモ肉のグリル【盛岡市】10月～　2970円※ディナーのみ
★野菜と豚バラ肉のスパゲティ【盛岡市】
10月～　ランチ1100円、ディナー1430円
★もりおかあじわい豚肩ロースのグリル【盛岡市】
10月～　2090円※ディナーのみ

食べ
きり

16 江戸銀食堂
住本郷3-5-6　江戸銀ビル　☎︎ 03-6801-5383
営 11:00～23:00　休日曜

★ロースカツ定食【上天草市】10/10から　1050円�
※ディナーのみ
★ヒレカツ定食【上天草市】10/10から　1150円�
※ディナーのみ

12 Apple Pockets
住千駄木�3-42-5�セントラルヴィラ千駄木１F　
☎︎ 050-3590-7517　営11:00～18:00（完売時終了）　
休水曜・木曜
★アップルポケット（レアりんご各種）【盛岡市】
10月～12月　1個500円
※入荷状況により、当日販売のパイを決定。予定数終了時、なくなり次第終了。

14 アヒージョ専門店「あひーじょバル山ぶどう」
住根津1-1-11-203　千代田ビル　☎︎ 03-5832-9381
営 11:30～14:45（LO)／17:00～21:00（LO)　
休水曜・不定休あり
★甲州ワイン・グラス（赤・白）【甲州市】10月～12月　550円～
★甲州ワイン・ボトル（赤・白）【甲州市】10月～12月　3300円～
★甲州ヌーボー・グラス【甲州市】11月解禁日から　500円※売り切れまで
★甲州ヌーボー・ボトル【甲州市】11月解禁日から　3000円～※売り切れまで

須藤公園

美味しい甲州ワインをご堪能ください。

文京区と交流都市である島根県津和野町から直送のわさびで
す。特長は、香りの強さ、摺った際の粘り気、マイルドな辛さです。
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POST�CARD

お手数ですが
63円切手を
お貼り
ください

1 1 2 8 5 5 5

文京区アカデミー推進課
都市交流担当　行

①岩手県盛岡市
盛岡市で生まれ、文京区で生涯を閉じた石川啄木がゆかりです。

②茨城県石岡市
文京区小石川にある播磨坂は、常陸府中（現在の石岡市）藩主、松平播磨守の上屋敷があっ
たことが由来です。

③新宿区、⑩熊本県、⑪熊本市
夏目漱石や小泉八雲は、文京区、新宿区、熊本市をはじめ熊本県内各地において生涯
を過ごしました。また、文京区関口にある肥後細川庭園は、肥後熊本藩細川家の下屋敷

交流都市の紹介や文京
区とのつながりの詳細
は区公式ページからも
ご覧いただけます。

交流都市とのつながり
全国の自治体と協定等を締結することで、様々な場面での相互応援、協力、
連携等を約束しています。現在、13の自治体と協定等を締結しています。

❶

❷

❹

❸❻
❺

❼ ❽
❾
❿〜⓭

つながり
MAP

跡に整備されました。

④新潟県魚沼市
魚沼市には、文京区民が特別料金
で宿泊できる「四季の郷薬師温泉や
まびこ荘」があります。

⑤石川県金沢市
江戸時代に加賀藩の上屋敷や中屋
敷が文京区内にあり、金沢市出身の
多くの文豪が文京区で過ごしたこと
などがゆかりです。

⑥山梨県甲州市
甲州市は、樋口一葉の両親が生ま
れ育った地で、文京区は、一葉が
暮らし、その短い生涯を閉じた地
です。

⑦島根県津和野町、⑨福岡
県北九州市
津和野町で生まれ、北九州市小倉
で軍医として勤務し、文京区でその
生涯を閉じた森鷗外がゆかりです。

⑧広島県福山市
江戸時代に福山藩阿部家の中屋敷
が文京区内にあったことなどがゆか
りです。

⑫熊本県玉名市
玉名市で少年時代と後半生を過
ごし、文京区で青春時代を過ごし
た、日本人初のオリンピック選手で、
2019 年大河ドラマ「いだてん」の
モデルになった金栗四三がゆかり
です。

⑬熊本県上天草市
上天草市には、有明海の中央に「湯
島」という小さな島が存在し、文京区
「湯島」と地名で共通しています。

● お料理・商品の写真は一例です。提供内容や提供期間が変更になる場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
●  営業時間は通常時の営業時間であり、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令等に伴い、短縮営業、酒類提供中止等と

なる場合があります。 

店舗データの見方

（例）
★鮮魚のカルパッチョ【上天草市】10/1～12/31※ディナーのみ

住…住所　☎︎…電話番号　営…営業時間　休…定休日

メニュー名

交流都市（活用している食材の産地）

提供期間

［L.O.］はラストオーダー

Happy Vegetable加盟店（ハピベジ加盟店）
文京区では、１食あたり野菜120ｇ以上摂れるメニューを提供しているお
店を「ハピベジ加盟店」として登録しています。

ハピ
ベジ

ぶんきょう食べきり協力店
文京区では、食品ロス削減に取り組む店舗を「ぶんきょう食べきり協力
店」として登録しています。

食べ
きり

文京グルメマップ
食の文京ブランド実行委員会（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）にて「食の文京ブランド」として推奨された店舗です。

グルメ
マップ

本郷・湯島 地区

17 アヴランシュゲネー
住本郷4-17-6��1F　☎︎ 03-6883-6619
営 11:00～18:00　休月曜・火曜

★リンゴのケーキ【盛岡市】10/15～12/1　500円
★ネクタリンのジャム【盛岡市】10/1～12/1　1080円
★ワインのケーキ【甲州市】10/15～12/1　700円
※メニュー名は変更となる場合があります

19 かつ進  菜肴（さいこう）  ますだ店
住湯島3-8-1　☎︎ 03-3833-4529
営 11:00～14:30／17:00～22:30（LO21:30）　
休土曜、日曜、祝日
★湯島大根ステーキ【上天草市】11月半ば～12月　605円※ディナーのみ
★車エビ串揚げ【上天草市】10月～12月　528円※ディナーのみ
★梅肉ポークソテー【上天草市】10月～12月　1650円※ディナーのみ
★蓮蒸し【金沢市】10月～12月　495円※ディナーのみ
★蓮天ぷら【金沢市】10月～12月　715円※ディナーのみ

20 湯島ワイン食堂パパン
住 �湯島3-35-5　TFKビル1F　☎︎ 03-5812-4933
営 �月～木� 18：00～26：00（LO.�25：00)
� 金・祝前日� 18：00～27：00（LO.�26：00)
� 土� 17：00～23：00（LO.�22：00)　休日曜・祝日
★甲州ワイン【甲州市】10月1日～なくなり次第終了　
ボトル5500円　グラス990円（６杯どりにて）
★ワイントンバラ肉の冷製マリネ【甲州市】
10月1日～なくなり次第終了　一皿1078円

18 御殿
住本郷5-24-2　グレースイマスビル1F　
☎︎ 03-3818-8888
営 11：00～14：00（LO.13：30）／17：00～22：00（LO.21：30）　
休日曜・祝日
★ポークの生姜焼き【盛岡市】10/3～14　800円※ランチのみ
★ポークソテーデミグラスソース【盛岡市】10/17～28　800円※ランチのみ
★目黒五郎助【魚沼市】10/3～なくなり次第終了　1合800円
★越後ゆきくら【魚沼市】10/3～なくなり次第終了　1合1200円


