
営業時間   

TEL

営業時間   

TEL

大阪焼肉・ホルモン ふたご上野店
焼肉

「はみ出るカルビ」や「ふたご盛り」などは、
一度は食べておきたい名物メニュー。テイ
クアウトの「やめられない焼肉丼」はかなり
お値打ち。厳選された和牛肉と新鮮ホルモ
ンが食べられる、居酒屋的な利用もできる
焼肉店です。

17:00~01:00 (L.O.24:00)
17:00~24:00 (L.O.23:00)

焼肉上野 太昌園 本店
焼肉

昭和38年創業の老舗焼肉店。長い歴史に培
われた韓国の食文化を今に伝え日本人の繊
細な味覚に合った味づくりを心がけている
そう。店内は新装オープンしたばかりでイ
ンテリアも美しく、個室中心のゆとりある
レイアウトも安心です。

11:30~22:00（LO21:30）
03-3831-6365

平　日
土日祝  

03-6803-2589

営業時間   

TEL

17:00~28:00
03-3835-4645

営業時間   

TEL

17:00~23:30 
12:00~23:30

平　日
土 日

03-3832-5607

寿司茶屋 桃太郎 上野店
寿司

仲買が長年の目利きで豊洲から仕入れる、
朝獲れたて新鮮魚介の大ぶりネタを使用。
気軽に入れるカウンター＆テーブル席のほ
か掘りごたつなどもある店内。目の前で熟
練の寿司職人が握る高級寿司をリーズナブ
ルに堪能できます。

ビアバルながおか屋
バル

極上の樽生ビールがいただける、あたたか
い雰囲気のビアバル。「クラフトビールの命
はフレッシュローテーション」。品質安定の
専用タップを採用。ゲストビール含めて常
時8タップ！楽しくてお得な飲み比べセット
もおすすめです。

TEL 03-3834-2880

営業時間   
16:00~ 翌 4:00
17:00~23:00

平日
土 

お好み焼 鉄板焼 じゅうじゅう 上野店
鉄板焼

こだわりの粉物は正統派の大阪風お好み焼
きと名物ホルモン焼そばがおすすめ。大和
芋をたっぷり使ったふわふわな生地のお好
み焼き。居酒屋使いもOK、野菜焼きから厳
選のシーフード＆ステーキもあります。全
品TAKE OUT可能です！

営業時間   

TEL
11:00~15:00、17:00~23:30
平土祝

03-5817-4910TEL 03-6806-0043 TEL 03-3834-0299

平土日祝

営業時間   
11:00~13:30、17:00~22:30
17:00~22:30

平日
土 

李家菜館
中華

中華料理の中でも代表とされる四川＆広東
料理の味わい。おすすめは自家製の香港チ
ャーシュー。噛めば噛むほど美味しい、米飴
を使った自然な甘さが香港風なんだとか。
タッチパネルでの注文・半個室風のテーブ
ル席が多いのも安心です。

営業時間   
10:00~23:00平日

10:00~22:00土日祝

金太楼鮨 不忍店
寿司

下町のアットホームな雰囲気のお寿司屋さ
ん。市場直送の活きのいいタネをこれまた
活きのいい板前さんが握ってくれます。朝
10時から営業しており、なんと17時までお
手頃なランチが頂けます。もちろん昼飲み
にも最適。

割烹 松浦
和食

カウンター席でゆったりとお酒を愉しむ粋
なひと時。清潔感のある空間は、時間を忘れ
て長居してしまいそう。四條流石井派の庖
丁さばき。蟹さつま揚げは注文が入ってか
ら練って揚げた、創業時からの人気メニュ
ーだそうです。

営業時間   
17:00~24:30 平土 

梅田食堂
居酒屋

軽く一杯から楽しめる、梅田食堂。蒸し豚な
どのおつまみメニューから、ちりとり鍋・鉄
板料理など本格的なメニューまで。ホルモ
ンは毎朝国産の物を仕入れ。とにかくリー
ズナブル。焼うどんなど、テイクアウトメニ
ューも豊富です。

営業時間   
11:30~14:00、17:00~24:00平土祝

鉄板屋 上野 三代目 圭
鉄板焼

高級感あふれるインテリアの鉄板焼屋さ
ん。A5ランクの特選黒毛和牛をはじめ、鮑、
ロブスターなど高級食材がリーズナブルに
食べられます。お得なランチは地元の方が
しょっちゅうご利用されるそう。絶品おつ
まみ「うにトロ」は限定品。

営業時間   

TEL

下町バルながおか屋
バル

「下町人に愛される」がモットーの、おもて
なし心に溢れる下町バル。名物のラムチョ
ップはいまや上野のソウルフード。特製タ
レに漬け込んだラムチョップの炭火焼は、
なんと年間20万本も売れるそう。パエリアと
ワインもお忘れなく。

12:00~23:30 

和食バルさしすせそ
和食

「カラダにやさしいおうちごはん」。料理長
一押しの「鯛めし」ほか、純和食・京料理・創
作和食など多彩なメニューが嬉しい。和食
のプロの職人が素材を吟味した手作り料理
は、ホッと和んでコスパも良し。和モダンな
店内で居心地も◎。

03-5818-6688

営業時間   

TEL

11:30~14:30、17:00~23:30 
12:00~23:30 

平　日
土 日  

03-3836-1901

営業時間   

TEL

伊豆榮 不忍亭
うなぎ

8代将軍・吉宗公の時代に上野池之端で産声
をあげた鰻の老舗。創業300年。愛知県三河
一色産の国産鰻を使用し、ふっくら香ばし
く、きりりと辛口のたれを纏った江戸前の
鰻。不忍亭では、うな重・各種お弁当等、出前
も対応してくれます。

11:00~21:30

焼肉たむら 仲町通り店
焼肉

味を知っている人が通う焼肉店。程よく脂
の乗ったハラミやアブラホルモンはじめ、
お肉のメニューが豊富で選ぶのも楽しい。
コスパのいい和牛ランチもぜひ一度味わっ
てみたい。仲町通り店は3号店で、近隣に1
号店・2号店もあります。

03-3832-0785

営業時間   

TEL

11:00~15:00
15:00~24:00

ランチ
ディナー

03-6803-2594

TEL 03-5846-8822 TEL 03-3836-3981

営業時間   

TEL

17:00~翌 5:00
16:00~22:00

月～土
祝日

03-3833-7239

営業時間   

TEL

14:00~20:00 （料理 L.O. 19:00）
03-3832-2919

鬼太郎寿し 上野店
寿司

常連さん中心にいつも賑わっているお店。
カウンター席のほかに奥に掘りごたつの部
屋の用意も。おつまみや日本酒が豊富で、い
ろいろ試してみたくなるお寿司屋さんで
す。活気ある接客の中、ゆったりと旬のもの
を味わうことができます。

上野市場 本店
居酒屋

総席数200席の広々とした和食系の大衆居
酒屋。大迫力のお刺身樽盛りはほとんどの
お客さんが注文されている様子。メニュー
も豊富かつリーズナブル。仲町通りから一
本入ったところにある穴場店。奥には広い
掘りごたつの部屋もあります。

営業時間   
18:00~ 翌 4:00
18:00~1:00

月～金
土

BAR LEON
バー

真っ赤な手摺の階段を上った2階、ライオン
のロゴが目印のバー。国内外のシードルを
取り揃えており、シードルアンバサダーの
マスターが、初心者の方にも丁寧に説明し
てくれます。旬の具材をふんだんに乗せた
本格ガレットと共にぜひ。

18:00~0:00

大衆酒蔵 赤提灯

営業時間   

TEL

16:00~24:00
03-3835-4966

居酒屋

懐かしさにあふれる名前にぴったりのお店
の雰囲気。リーズナブルに様々なメニュー
を楽しむことができるのが嬉しい。ガツ刺
しやモツ煮込みなど少しレトロなおつまみ
も。迷った時に助かるお店。上野駅前だけじ
ゃない、赤提灯な店。

１

13

3

8

8 9

営業時間   

TEL

上野おフランス亭
フレンチ

本格フレンチ・イタリアンを気軽な下町スタイル
で楽しめます。1・2階はリッチな雰囲気の内
装。天気が良ければ3階の屋上テラス席もオス
スメ。有名ホテル等で修業を積んだシェフの
料理は絶品。極上のお菓子、お土産にもピッタリ
なあんバターサンドをぜひ！

12:00~14:30（料理 L.O. 13:30 ドリンク L.O. 14:00） 
月～土、祝日、祝前日

03-5846-8641

15:30~20:00
 （料理 L.O. 19:00 ドリンク L.O. 19:00）

9 10

1 3

64 75

7

4 5

営業時間   

TEL

11:30~18:30（月および第 2・4火は休）
03-3835-1594

蓮玉庵
蕎麦

創業1860(安政6)年の老舗蕎麦屋。人気の
「三段重ね古式せいろ」「かき揚げ蕎麦」は昼
限定。森鴎外、樋口一葉、坪内逍遥、斉藤茂
吉、久保田万太郎など、錚々たる文豪に愛さ
れてきました。小説家・久保田万太郎による
看板と石額にも注目。

2

6 11

　

花火 上野本店12

営業時間   

TEL

11:00~24:00月～日

03-5870-7399 TEL 03-3833-9833

カフェ チョンハクトン
韓国料理

カフェ、料理、お酒も飲めるオールマイティ
ーな韓国料理のお店です。チゲやチヂミな
どの本格メニューから、かわいらしいスイ
ーツ、ヘルシーなドリンクまで色々楽しめ
ます。不忍池の緑がまぶしい、インスタ映え
する好立地。

2

営業時間   

TEL

17:00~5:00（L.O4:00)
17:00~23:00（L.O22:00）

月～土
日

03-6284-4868

鉄板焼

広島風お好み焼きのお店。看板メニュー「花
火焼き」の麺は、広島の製麺所から生麺を取
り寄せ、茹でてから焼きそばにしているの
だとか。ボリュームたっぷりですが、ハーフ
サイズも対応。交差点に面した大きな窓が
開放的な店内です。

店舗によってコロナ禍により営業時間に一部変更・営業自粛中の場合がございます。

祝日 

テイクアウトあり デリバリーあり ランチ（昼飲み）あり表記マーク

発行 :上野二丁目仲町通り商店会＋池之端仲町商店会　マップデザイン:藤谷けい（合同会社コマンドA） 　発行年月日 :2021年 2月14日
表紙 :BAR LEON

あらゆるシーンで食を楽しもう

仲町通り界隈には、日常づかいできるコスパのいいお店から、ちょっと特別なお
食事の日にもぴったりのお店まで、あらゆる食のシーンにお応えする多様なジャ
ンルのお店がぎゅっと集まっています。そしてここは、超多国籍なグルメタウン。
和食・中華・コリアン・焼肉・寿司・バル・居酒屋…。その日の気分に合わせて、
食べたいものを選べるまちです。特に、焼肉激戦区・寿司激戦区でもあります。
いろんなお店を試して、行きつけにしたいお店をぜひ発見してください。

食のまち
仲町通り
案内

歴史に裏打ちされた食のまち

寛永寺の門前町として栄えた上野界隈の中でも、仲町通りは上野・湯島・本郷をつな
ぐ重要なストリートとして一流のお店が軒を連ねました。また、不忍池のほとりとい
う立地から、いわゆる「花街」として更なる発展を遂げました。現在でも、情緒ある
老舗と夜のエンターテイメントのお店が入り混じる、独特のまちなみを呈しています。
森鷗外、樋口一葉、斉藤茂吉、池波正太郎など、錚々たる面々が愛した蕎麦屋の「蓮
玉庵」に代表されるように、文化と食が融合した仲町通り界隈は、多くの文豪・
美術家・落語家たちが訪れ、食文化を育んできたまちです。

新しい生活様式に完全対応

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の影響を受けながらも、多くのお
店が創意工夫を凝らして対策を立て、懸命に営業を続けています。消毒の徹底、テー
ブル間の間仕切り設置はもちろん、ランチや昼飲み営業、お弁当などのテイクア
ウトやデリバリーのサービスにいろんなお店が取り組んでいます。ぜひ、食べて
飲んで地元を応援してください。

上野二丁目

上野二丁目

上野二丁目 上野二丁目上野二丁目

上野二丁目

池之端仲町 池之端仲町池之端仲町 湯島白梅 湯島白梅池之端仲町

池之端仲町

上野二丁目 上野二丁目

上野二丁目

上野二丁目

上野二丁目上野二丁目

西側（湯島寄り）
エリア

東側（上野寄り）
エリア

上野二丁目 池之端仲町上野二丁目

不
忍
池
に
一
番
近
い
食
の
ま
ち

しのばず
遊ぼう！
池と町




