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--まちなかのバル in 東中野 --
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2周しちゃうと…
HARDCC
Tシャツ

主　催：ヒガナカ・プロジェクト（中村 健太郎 / 井坂 昭司 / 伊東 正也 / 高橋 康之 / 仲野 朝子 / 橋本 正太郎 
/ 樋口 トモユキ / 女鹿野 和也）

後　援：一般社団法人中野区観光協会 / NPO法人中野コンテンツネットーワーク協会 / 東中野
本通り共栄会 / 東中野駅前通商和会 / 東中野駅前飲食店会（東中野ムーンロード） / 東中野
銀座商店会 / 東中野名店会 / 東中野料理飲食業組合

スタンプマップ構成＆デザイン・写真撮影：樋口 トモユキ（ローカルメディア）
タンブラーイラスト：伊東 正也
問い合わせ先：ヒガナカ・プロジェクト 〈hello@higanaka.tokyo〉
※この事業は、「2020年度中野区シティプロモーション事業助成」を受けて実施しています。

※写真はイメージです

本冊子が応募用紙になります。裏表紙に住所などご記入
の上、4カ所をホッチキスでとめて、そのままポストに投函
してください。お送りいただいた冊子は返送できません。
なお、賞品 A・Bとも応募者多数の場合は抽選となります。

1周回ると…
ヒガナカ特製
オリジナルタンブラー

賞品A

賞品B

サーモス製のステンレスタンブラー、ヒガナカ限定
オリジナルデザインです。真空断熱構造で、ホット
でもコールドでも飲みごろ温度を長時間キープ！

　北は早稲田通りから、JRの線路を跨いで南は大久保
通りまで。それなりに広い東中野を、A～Eまで5つの
エリアに分けました。お店を回って、お会計時にスタ
ンプを押してもらってください。各エリア1つ以上の
スタンプを獲得したら、特典チャンス！ 2周目（それぞれ
のエリア2つ以上）を達成した方には、さらに豪華な
賞品が待ってます。
　今回は、これまでの2日間限定チケット制の特別
メニューではなく、1カ月間のスタンプラリー形式と
しました。お店も通常メニューでみなさまをお迎えしま
す。このコロナ禍の折、少しでもお店の負担を抑えな
がら、東中野をじんわり盛り上げたいという想いです。
どうぞのんびりと、名店の数々をお楽しみください。

東中野発信、日本全国さらには海外
まで熱いファンを持つ、尖りまくった
アパレルメーカー「ハードコアチョコ
レート HARDCC」のTシャツ（4400
円相当）をプレゼント！ 引換券を
郵送、HARDCCの店頭（東中野
4-10-16 クレールOSY 1F）で交換
となります。店内にあるTシャツの中
から、ご自由にお選びいただけます。

特典紹介！
参加総数52店舗
飲んで回ってスタンプ集め
知らないお店を開拓しよう！

注意とお願い●新型コロナウイルスの感染拡大状況などにより、店舗の営業時間
が変更になる場合があります。●小さなお店が多いので、3人以下で回ることを
お勧めします。入店を制限される場合もあるかと思いますが、各店舗の指示に従っ
てください。●マスク携帯、入店前に手指消毒、飲食中の会話はなるべく控えめ
にお願いします。●各店舗にはコロナ対策の徹底をお願いしておりますが、入店
はご自身の判断でお願いいたします。●飲酒運転、未成年者の飲酒は法律で
禁じられています。●当イベント開催中の事故、怪我、病気、天災、人災その他
トラブルについて、当会ではその原因を問わず一切の責任を負いません。

アンケートにご協力
お願いいたします

100名様

30名様

2020.12.7(月)消印有効



他店にはない酒、「ナカノさん」の酒類販売で地
域を盛り上げ！ 店主厳選の地酒、本格焼酎、
ワインなど各種取り扱い。

職人歴28年の店主が、手焼きにこだわって作っ
ています。小倉・栗・餅・胡麻・梅の5種類の
どら焼きです。

10種以上のグラスワイン（440円～）と、手作り
の本格フレンチデリ（ALL440円）。会話と一緒
に楽しむ地域密着型のバル。

女性シェフが作るオリジナルスペイン料理。
日本風にアレンジしたタパス（小皿料理）に、
スペインワインを合わせてどうぞ！

1年を通して殻付き牡
か き

蠣を提供。沖縄料理や海
鮮料理など、幅広いメニューでお客様をお待ち
いたしております。

毎日市場で店主自ら目利きをして仕入れる鮮魚
と、食中酒向きの日本酒をメインに、気軽に楽
しんでいただけるお店です。

三弥酒店

道楽や vivo daily stand 落合店 HastaLuego　アスタルエゴ

海鮮・かき・沖縄料理　わ 和ごはん一献　丸屋
60年以上地域密着の酒専門店

ていねいな手焼きのどら焼き 気軽に味わうワインとデリ ちょい呑みスペインバル

かきと沖縄料理が自慢 季節の食材と日本酒

東中野4-25-2　 03-3361-2007
 【定休日】水　【営業時間】10:00-22:00

東中野4-20-15　 03-3362-2982
【定休日】日　【営業時間】10:00-19:00

東中野4-20-19　コーエイビル90-101　 03-6304-0401
【定休日】年中無休　【営業時間】17:00-26:00

東中野5-9-1　シャローム東中野105　 03-5937-3030
【定休日】月＋不定休　【営業時間】16:00-26:00

東中野5-17-6　 03-3368-7895
【定休日】不定休　【営業時間】18:00-26:00（L.O. 25:00）

東中野4-23-1　 03-3361-2875
【定休日】日　【営業時間】17:00-24:00
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肩肘張らずに通えるフレンチ。仔羊のロティや
牛頬肉の煮込みなど、王道ビストロ料理を数多
くそろえています。

かりんとう、あられ、ドライフルーツなど、手土
産やおつまみにご利用ください。種類豊富な当
店人気のミニパックもございます。

グルテンフリー・オーガニックな生粉蕎麦&利き
酒師亀ジィ厳選の日本酒バル。オールディズ
サウンドと共にROCKな夜を……。

ジャンルを問わず、各種スポーツを放映する
スポーツバー。ダーツもあります。地元密着型で、
御神輿の用意もばっちり！

ビストロバル　パリ4区 はなあかり

生粉蕎麦バル つるかめ

CAFE&BAR　SUPERLUNCHMAGIC
本格フレンチを普段着で楽しむ 手土産にお菓子はいかが？

こだわりの生粉蕎麦＆日本酒

旬なスポーツをライブ放映

東中野5-5-7-2F　 03-3363-0555
【定休日】日　【営業時間】17:00-25:00

東中野3-6-19　 03-5937-3687
【定休日】日・月　【営業時間】10:30-19:00

東中野3-9-11　シティコーポ1F　 03-6338-0749
【定休日】月　【営業時間】11:00-22:00（L.O.）

東中野4-9-1-2F　 03-3360-7843
【定休日】火・水・木　【営業時間】17:00-看板消灯まで
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区民が運営する地域施設。調理室や多目的室な
ど地域活動にご利用いただけます。11月14日～
23日まで「アートウィーク」で各種催し開催！

東中野区民活動センター
風通しの良い丘の上に建つ

東中野5-25-7　 03-3364-6677　【定休日】土・日・祝
【窓口営業時間】8:30-17:00
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東中野 駅 東口・中野 駅
北口・中野 サンプラザ
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1972年の創業以来、愛され続ける街の洋食屋。
ボリュームたっぷりのプレート、自家製デミグラ
スソースや和風タレと食材の絡み！

おすすめメニューは白レバーの炙り（450円）、
えびプリ焼き餃子（400円）、ラム肉のメンチ
カツ（580円）、季節のラーメン（930円～）！

東中野ムーンロードからギンザ通りに移転して早
4年。広い店内で本格スペイン料理、飲み足り
ないときの2軒目、3軒目にもどうぞ。

自家焙煎のフレッシュなコーヒー豆を、常時10
種類以上ご用意、1杯ずつハンドドリップしてい
ます。軽食やコーヒー豆の販売、テイクアウトも。

キッチンドナルド

ビストロde 麺酒場　燿 ひかる

スペインバル　ヒスパニア

ITSUKI Coffee Roastery

つぎ足し続ける自家製ソース

創作おつまみから〆ラーメンまで

朝まで飲めるバル！

好みで選べる自家焙煎コーヒー

東中野3-8-5-1F　 03-3371-6041　【定休日】月
【営業時間】11:30-13:00／ 17:00-21:00（L.O.）

東中野4-4-5-B1　 03-3363-2235　【定休日】なし
【営業時間】金-土11:30-24:00（L.O.）／日11:30-23:00（L.O.）

東中野3-8-5-202　 03-5937-1672
【定休日】なし　【営業時間】17:00-翌5:00 （L.O. 翌4:00）

東中野4-4-3　山内ビル1階　 03-5937-5757　【定休日】木
【営業時間】平日9:00-20:00／土日祝9:00-19:00
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南国風味ののんびりとくつろげる店内で、フード
とドリンクをゆっくりと楽しんでください。金曜
ランチ限定300円カレーも！

ポレポレ（スワヒリ語でゆっくりゆっくり）と、お1人
でも仲間でも居心地の良いカフェ。寧楽共働学舎
ソーセージ使用ホットドッグ（400円）など。

カスタードタルト、焼きタルト、キッシュなど
いろいろなフランスのお菓子をテイクアウトで。
手頃な価格で本場の味をお届けします。

気軽にグラスワインと、ちょっぴりお洒落な
おつまみお惣菜を楽しめるお店です。2階貸し
切りのラムしゃぶ鍋（要予約）は特別な日に！

PARM TREE

Space&Cafe　ポレポレ坐

Le jardin gaulois　ル・ジャルダン・ゴロワ

Lievre　リエーブル

手作りフードとお酒でおもてなし

ミニシアター併設のカフェ

フランスのスイーツとお惣菜

気軽な立ち飲みワインバー

東中野3-7-26　 03-3362-0005　【定休日】日
【営業時間】11:30-14:30 （L.O. 14:00）／17:30-23:00 （L.O. 22:30）

東中野4-4-1　ポレポレ坐ビル1F　 03-3227-1445
【定休日】第1第3火　【営業時間】11:00-20:00（L.O. 19:30）

東中野3-1-17　 03-3227-0161
【定休日】なし　【営業時間】9:00-24:00

東中野4-5-24　 03-6908-7358　【定休日】日
【営業時間】月16:30-24:00／火-土15:00-23:00
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3000円飲み放題、カラオケ無料！ 熊本出身の
元気なシホママと、飲んで歌って楽しい夜を過ご
しましょう!!

高級ラードでカラッと揚げた、何本でも食べられる
串かつを、是非お召し上がりください！ 平日
12時～17時ドリンク半額開催中です!!

もちもちの生パスタと、パリッとした生地のピザ
がおすすめです。ディナーはお酒、おつまみも
豊富にあります。

スナック　アリス

串かつ でんがな　東中野店

生パスタ＆ピッツァバル　スパッツァ
熊本出身の元気なママのお店！

高級ラードで揚げる絶品串かつ

ご家族でもお1人様でも大歓迎

東中野4-3-6　ジョイパーク東中野2FB　 03-6279-1622
【定休日】なし　【営業時間】21:00-26:00

東中野4-3-2　ハウスポートビル1F　 03-5332-8277
【定休日】なし　【営業時間】12:00-23:00

東中野4-3-5　サンフラワーコーポ　 03-5330-1104
【定休日】月ディナー　【営業時間】11:30-22:00 （L.O. 21:30）
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手作り家庭料理、気の利いたお酒のつまみを
すぐ用意。白色を基調とした店内は明るい雰囲気、
アットホームな居酒屋です！

ロックと映画が流れています。チリコンカン、
おでん、焼きカレー、サバドリア、冷珈ハイが
おすすめです。★ノーチャージ！

居酒屋くるみ

TVBARけむり

ママの手作りおつまみ

カルト映画監督 福居ショウジンの店

東中野4-2-25　吉田ビル102　 090-3393-2067
【定休日】日・祝　【営業時間】17:00-24:00

東中野4-2-25　吉田ビル202　 03-6904-4250
【定休日】不定休　【営業時間】17:00-25:00
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ちびナカノさん
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蔵元直送の限定品の銘酒を自家熟成。旬の料
理とのマリアージュで、感動の世界を体験してく
ださい。

2020年世界チャイナドレス女王大会で優勝、
舞台・映画俳優としても活躍する喜美子ママが
経営するスナックです。

昔懐かしい雰囲気の路地裏…赤提灯に誘われて
【ちょいと一杯】どうですか？ 様々な部位の
馬刺しと一緒に、本格焼酎もお楽しみください。

洋酒や海外ビールがある、西部劇酒場です。
モデルガン、ドール、コスプレ持込歓迎！ 更衣
室あり。アニメや漫画、歴史好き大歓迎！

扱うラム酒の種類は中野・新宿界隈ではNo.1と
自負しています。ラムの魅力をご体験、ご堪能く
ださい。

数々のドラマ・映画でロケ地になってきた名店。
生ピアノでお好きな歌をどうぞ！ ミュージック
チャージ+お通し2500円～。

銘酒居酒屋　大政小政

スナック　喜美子

路地裏酒場　ちょいと一杯Dead Gunman's Society 14

Bar FooLシャンソニエ　マ・ヤン

蔵元直送の限定銘酒を自家熟成

チャイナドレスのレンタルあり!?

昔懐かしい路地裏の赤提灯サブカル好き集まれ！

豊富なラム酒品ぞろえ生ピアノでお好きな歌をどうぞ！

東中野4-2-25　森ビル1階　 03-3371-0019
【定休日】日・祝　【営業時間】18:00-24:00

東中野4-2-27　 03-5937-2125
【定休日】不定休　【営業時間】18:00-

東中野4-1-6　 03-3371-5312
【定休日】不定休　【営業時間】18:00-27:00

東中野4-2-25　森ビル3階　 050-1236-3538
【定休日】火　【営業時間】18:00-23:00

東中野4-2-1　帆苅ビルB1F　 090-9332-7500
【定休日】月　【営業時間】18:00-26:00

東中野4-1-6　 03-3371-9637
【定休日】日・祝　【営業時間】19:00-24:00
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ソムリエが全国各地に足を運んで選んだ日本
ワインとシュヴァリエ（天然地下蔵熟成）ワイン
を中心に、ちょっとしたお食事も楽しめます。

ドリンク、フードは500円から。カラオケは最
新のライブダム（1曲200円）。 飲んで良し、歌っ
て良しの気軽なお店でーす。

フォーとアジアンビールが楽しめるアジアの屋
台酒場です。アジア各国のおつまみ、店主自ら
現地で仕入れたスナック菓子も用意しています。

提供時の温度からグラスまでソムリエがこだわる。
昨年7月にフレンチ歴20年のシェフが就任、フレン
チビストロにメニューを大幅に変更しました。

カウンター 5席、線路沿いの小さなワインバー。
毎日変わる自然派中心のグラスワインと、旬の
素材や海鮮を使ったお料理がオススメです！

人気No.1そばサラダ（850円）、フィッシュ＆チップ
スM（750円）、気まぐれピザ（1200円）など。お
酒も生ビールから各種サワーまで取りそろえてます。

2020年5月12日にオープンしました。気軽に食べ
れて、飲めるお店。こだわったビストロ料理がオ
ススメ！ 魚は五島列島から直接仕入れています。

インド料理の立ち飲み屋。美味しい料理をリーズ
ナブルにご提供します。タンドリー窯で焼くナン
やサンマ、チキン料理は絶品！

WINE BAR LDK

ちょっとbar　きみんち

PHO VA BIAHOI　フォーヴァビアホイ

4 Seasons LDK

ラ クーナ デル ヴィーノ

創作ダイニング　こ卯さぎ亭

東中野キッチンnom

立呑　稼鶏酒場 

気どらずに楽しめるワインバー

最新ライブダムで歌える

アジアン屋台風酒場

地下蔵熟成ワインとフレンチビストロ

ソムリエ厳選のワインを

気ままなマスターの創作ダイニング

駅西口から徒歩10秒のビストロ

チキンとカレー料理には自信あり！

東中野1-50-4　日進ビルB1F　 03-6825-1877
【定休日】日・月　【営業時間】18:00-25:00

東中野1-56-4 　第一ビル1B　 03-3367-3381
【定休日】水・日・祝　【営業時間】19:00-25:00

東中野1-51-13　大島ビル第1別館101　 03-6908-5998
【定休日】日　【営業時間】17:00-23:00

東中野1-57-7　鈴木ビルB1　 03-5937-0860　【定休日】日・月
【営業時間】17:00-24:00／ 12:00-15:00（土曜のみ）

東中野1-56-6　第30オーナーズビル1F　 03-5937-2050
【定休日】日　【営業時間】18:00-24:00

東中野1-57-6-1F　 090-0137-0630
【定休日】水　【営業時間】19:00-26:00

東中野1-56-4　第一ビル1A　 03-5937-0557
【定休日】日　【営業時間】17:00-23:30

東中野1-57-6-1F　 03-5937-0839
【定休日】なし　【営業時間】17:00-
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国産豚肉を使用した、ボリュームたっぷり獅丸
餃子が大人気。豊富な餃子メニューを生ビール
と一緒に！ 担々麺もリピーター続出です。

映画監督小林悟ゆかりのお店。看板メニュー
おでんにカラオケも。靴を脱いでおくつろぎくだ
さい。おでんのお持ち帰り注文も大歓迎です。

自然派ワインとA4～ 5ランク黒毛和牛、活締
め鮮魚のカルパッチョや燻製鯖のポテトサラ
ダ、人気の自家製鶏ハムなどでおもてなし！

餃子や獅丸 居酒屋スナック　リズ wine bar　brighter day
ボリュームたっぷりの餃子 靴を脱いでおでんをどうぞ 自然派ワインバル

東中野1-32-5　k's court山手1F　 03-5937-4401
【定休日】不定休　【営業時間】ランチ11:30-14:30／ディナー17:00-22:30

東中野1-31-7-1F　 03-3361-6990
【定休日】日・祝　【営業時間】17:00-22:00

東中野2-20-11　 03-6908-5586　【定休日】月（祝日の場合、
翌日休み）　【営業時間】火-金17:00-23:00／土日祝12:00-23:00

D9 D10 D11

新宿の老舗「鳥茂」で10年修行、秘伝のタレを
引き継ぎ2006年独立。オススメはレバー、シロ、
つくね、ピーマン肉詰めなど（各370円）。

日本全国の旨い鰤
ぶり
を、様々な調理法で楽しんで

いただける、鰤の専門店です。日本酒と鰤で、
素敵な時間をお過ごしください。

手作りにこだわった自家焙煎のカフェです。明る
い店内でゆったりとした時間を。焼き菓子やコー
ヒーのテイクアウト、豆の販売も承っております。

串焼　大成 和びすとろ　ぶり中野 Cafe 2u
こだわりの食材を紀州備長炭で お造りからぶりしゃぶまで 9月オープンの新しいカフェ

東中野1-45-5　 03-3360-5822
【定休日】月　【営業時間】18:00-24:00 （L.O.）

東中野1-45-4-1F　 03-6338-6281
【定休日】月　【営業時間】17:00-23:00

東中野1-52-2　 03-6279-3523
【定休日】水・第2第4木　【営業時間】11:00-19:00

E1 E2 E3E3E3E3E3

喫煙可 JR中央線 東中野駅

東中野駅前 ◉西口（南） ◉
東口
（南）

交番

１丁目
●川添公園

●中野中央一郵便局

●東中野図書館

●中野氷川神社
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新鮮な食材を、薄く軽く仕上げた衣で、サクサ
クの串揚げに！ こだわりの継ぎ足しソースと共
にお召し上がりください。

ロシア料理の名店「スンガリー」出身のシェフ
が、ロシア定番料理や旧ソ連諸国の料理を提
供。サクッと揚げた自家製ピロシキは必修！

はじめて来られる方は、まずアイラハイボール
を飲んでください。おつまみも豊富にご用意し
ております。葉巻はキューバ産。

炭火焼きの地鶏、自家製タルタルソースの
チキン南蛮ほか、一品料理多数あります。しっ
かり食べれる居酒屋です。

美味しい自家焙煎のコーヒーと楽しい会話。明
るい店主が迎えます。お子様連れ大歓迎！ 近所
のイタリアン「mignon」製スイーツもオススメ。

がっつり肉料理に自信ありのイタリアンです。ワ
インも各種取りそろえています。山小屋風の落ち
着いた雰囲気の店内で、ゆったりお過ごしください。

新鮮な国産鶏を店主自ら1本1本、毎日串に刺し
ています。タレは、これも店主が8時間かけて作
り上げた、こだわりの一品です。

串揚げ　あげあげ

ロシア料理　コ・トゥ・タモ・ぺヴァ

アイラハイボールBAR　スモークソルト

ぽっくる亭

coffee stand 早川亭 ROMBO

やきとり大吉　中野中央店

サクサクの串揚げ

東中野唯一のロシア料理専門店

“煙”を探究するオーセンティックバー

一品料理多数あります

店主こだわりの豆を自家焙煎 がっつりイタリアン

国産鶏をていねいに焼き上げる

東中野1-23-2　近藤ビル1階　 03-5937-2955
【定休日】月　【営業時間】17:30-25:00（L.O. 24:00）

東中野1-15-3-102　 03-6325-7116　【定休日】日
【営業時間】ランチ12:00-15:00、ディナー18:00-

東中野1-14-26　高山ビル1階　 03-5937-5615
【定休日】不定休　【営業時間】18:00-深夜

東中野1-5-10　 03-5389-9600
【定休日】日・祝　【営業時間】17:00-23:00（L.O. 22:30）

東中野1-15-7　フラット東中野1階　 03-6908-8528
【定休日】火・第2第4水　【営業時間】11:00-19:00（L.O. 18:30）

東中野1-15-6　 080-9794-4277
【定休日】不定休　【営業時間】17:00-24:00

中央1-25-3　 03-5386-8770
【定休日】不定休　【営業時間】17:00-24:00 （L.O. 23:20）
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安くて旨い、居心地の良い居酒屋です。うなぎ
の蒲焼・白焼き（各350円）、アラ鍋（500円）
など。店内でうなぎ泳いでます！

鰻 酒 肴　たかお
おつまみ全品500円以下！

東中野1-4-3　 【定休日】日
【営業時間】18:00-24:00 （L.O.）
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