
参加店舗リスト
地域 店舗名 業種 住所 電話番号 サービス期間 サービス実施日・時間 サービス内容 文ソコ登録店舗ページ

音羽 直会処　まんどりあし
飲食店
(海鮮を中心とした
居酒屋)

文京区音羽1-14-8
ハイツ音羽101

03-3941-3839 8/16～9/30

【店内飲食】
月・水～土
(昼の部)11：30～13：30
【テイクアウト】
月・水～土
(昼の部)11：30～13：30
(夜の部)17：00～20：00
※都の要請解除後、終了時間が変更となる場合
がございます。

・【店内ランチ】海鮮丼、北海丼、三食丼
通常980円→特別価格490円
・【店内ランチ】まぐろ漬け丼
通常880円→特別価格440円
・【店内ランチ】ネギトロ丼
通常780円→特別価格390円
・【テイクアウト】海鮮丼、北海丼、三食丼
通常960円→特別価格480円
・【テイクアウト】まぐろ漬け丼
通常870円→特別価格435円
・【テイクアウト】ネギトロ丼
通常770円→特別価格385円

〇

春日 ＳＤＴ(小洞天)
飲食店
(ダイニングバー)

文京区春日1-2-7-103 03-3815-4597 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

テイクアウトカレー弁当
通常1,500円→特別価格500円

春日 ダリ美容室 美容一般 文京区春日2-12-8 03-3814-9958 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・パーマ
通常7,200円→特別価格6,200円
・ヘアカラー
通常7,650円→特別価格6,650円
・トリートメント
通常4,620円→特別価格3,620円
・カット
通常3,650円→特別価格2,650円

小石川 宏文堂今井文具店
文具・事務用品・防
災用品の販売

文京区小石川3-2-27 03-3811-3420 8/16～9/24
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

オリジナル防災セット1日分　1,980円相当
プレゼント
＜対象条件＞税込2,500円以上の商品を
お買い上げのお客様に1セット。

小石川 チッタアルタ
飲食店
(イタリアンレストラ
ン)

文京区小石川3-1-24
K-WING1F

050-6869-8067 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く
(規定数に達するまで)

ボトルドリンク　5,000円相当　サービス
＜対象条件＞定価8,700円のコース及び
3,650円のドリンクペアリングを2名様以上
で注文した場合に、アルコール又はノン
アルコールを1本。

小石川 天しゃぶ
飲食店
（天ぷらしゃぶしゃ
ぶ）

文京区小石川3-1-1 03-3815-3579 8/17～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・刺身盛合せ
通常2,000円→特別価格1,500円
・天ぷら盛合せ
通常2,000円→特別価格1,500円
・於大の方御膳
通常3,850円→特別価格2,850円
・千姫御膳
通常3,300円→特別価格2,500円
・孝子御膳
通常2,750円→特別価格2,050円

2021年8月16日 9:00時点の情報です。
地域ごとに掲載しています。 不定期更新

※サービス期間・サービス内容など急遽変更になる場合
があります。詳細は事前に各店舗にご連絡ください。
※原則、各店舗の申告内容をそのまま掲載しています。
※各店舗、新型コロナウイルス感染症予防対策を実施
しています。

https://bunkyosokojikara.com/2020/04/18/mandoriashi/
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小石川 ファミリーレストラン大黒屋
飲食店
(レストラン)

文京区小石川3-1-1 03-3814-0881 8/16～9/18
月～土　ランチタイム
※日・祝除く

・丼弁当
通常500円→特別価格250円
・豚生姜焼弁当
通常500円→特別価格250円
・カツカレー弁当
通常500円→特別価格250円
・デリバリー弁当
通常500円→特別価格250円
・日替り弁当
通常500円→特別価格250円

〇

小石川 和賀喜家豆腐店 豆腐製造販売 文京区小石川2-17-18 03-3811-7469 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内対象商品300円以上お買い上げで一
律200円引き

〇

小日向 カフェBUNBUN 飲食店(カフェ) 文京区小日向2-16-15 03-5940-2822 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

ドリンク全品(サイズ2種、アイス・ホットで
計21種類)一律150円引き

関口 IL　FELICE

飲食店
(イタリアンレストラ
ン・イタリア惣菜販
売)

文京区関口1-1-3
プラザ飯田橋1F

03-6457-5741 9/1～9/30
期間中毎日サービス実施
11：00～23：00
※定休日除く

持ち帰り生ハム盛り合わせ
通常2,000円→特別価格1,000円

〇

関口 蕎麦匠もみじ
飲食店
（手打ちそば）

文京区関口1-14-3
WTビルB1

03-3269-3434 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
限定100食　先着順にて提供

もみじ天せいろ
通常2,200円→特別価格1,200円

関口 手焼せんべい炭火焼喜作 和菓子販売 文京区関口1-7-2 03-3268-1121 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・割煎各種
通常670円→特別価格500円
・げんこつ各種
通常670円→特別価格500円
・手焼せんべい
通常1,100円→特別価格800円

〇

千石 スクアールビストロ
飲食店
(洋食フレンチレスト
ラン)

文京区千石4-45-18
永島ビル1F

03-3945-6821 8/19～9/25

期間中毎日サービス実施
イートイン・テイクアウトが対象
※デリバリーは対象外
※定休日除く

天然酵母プチパン4種＋花　プレゼント
＜対象条件＞1,000円以上お支払いのお
客様に1セット。

〇

千駄木 美容室 CLASSICAL

カット、シャンプー、
カラーリング、パー
マ、着付けなどの
美容サービス、シャ
ンプーなどの小売

文京区千駄木3-36-11 080-5408-0909 8/18～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・エコバック　プレゼント
＜対象条件＞シャンプー、ブロー以上の
施術又は3,000円以上の商品をお買い上
げのお客様。
・オリジナルタオル　プレゼント
＜対象条件＞パーマ、カラー等高額な施
術をされたお客様。(＋エコバック)

千駄木 SORRISO 婦人衣料雑貨販売 文京区千駄木2-32-4 03-3827-2250 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・イタリア製レザーポーチ　5,000円相当プ
レゼント
＜対象条件＞3万円以上お買い上げの
お客様。
・ポルトガル製サーディンソープ　プレゼ
ント
＜対象条件＞店内商品お買い上げのお
客様。

千駄木 喜常寿司
飲食店
(寿司)

文京区千駄木3-32-11-102 03-5809-0174 8/20～9/20
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・特選きつね
通常3,500円→特別価格3,000円
・上きつね
通常2,500円→特別価格2,000円

千駄木 フェリース
婦人アパレル・雑
貨小売業

文京区千駄木2-33-4
ウィン千駄木103

050-1159-0449 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内商品定価より20％OFF
※1商品あたり最大1,000円まで

千駄木 伊勢五本店　千駄木店 酒類小売店 文京区千駄木3-3-13 03-3821-4573 8/16～9/20 期間内の土・日・祝（火定休）

日本酒150ml～300ml(10種類程度の中か
ら3本選択)　又は　山梨県産日本ワイン
720ml(赤か白を選択)　プレゼント
＜対象条件＞税込3,500円以上お買い上
げのお客様にどちらか1セット。

https://bunkyosokojikara.com/2020/05/11/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E5%A4%A7%E9%BB%92%E5%B1%8B%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%8F%E3%82%84/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/06/%E5%92%8C%E8%B3%80%E5%96%9C%E5%AE%B6%E8%B1%86%E8%85%90%E5%BA%97/
https://bunkyosokojikara.com/2020/04/17/ilfelice/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/08/%E5%96%9C%E4%BD%9C/
https://bunkyosokojikara.com/2020/05/02/squalebistrot/
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千駄木
韓国家庭料理
呉宮(おぐん)

飲食店
文京区千駄木3-37-20
団子坂カンカンビル3F

03-5842-1533 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・参鶏湯(ランチ)
通常1,200円→特別価格1,000円
・水冷麺(ランチ)
通常1,100円→特別価格900円
・参鶏湯ハーフ
通常1,500円→特別価格1,200円
・水冷麺
通常1,350円→特別価格1,100円
・韓国海苔　サービス
＜対象条件＞上記サービスメニューをご
注文のお客様に同時提供。

〇

根津 レストラン木塚 飲食店 文京区根津1-5-11 03-6904-6487 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

サラダ・スープ・ライス　サービス
＜対象条件＞和牛ステーキ2,580円をご
注文のお客様。

白山 B・B　momo 理容店 文京区白山1-1-5-102 03-3817-0011 8/18～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・男性カットコース
通常5,500円→特別価格5,000円
・女性カットコース
通常6,050円→特別価格5,500円
・男女カラーリングコース
通常9,900円→特別価格9,000円
・男女パーマコース
通常11,000円→特別価格10,000円
・女性シェービングコース
通常4,400円→特別価格4,000円

白山 髪ファッション四季　白山店 理容室 文京区白山5-2-4 03-3816-6052 8/16～9/30
平日　9：30～19：30
土日祝　9：00～19：00
※月・第2、3火除く

・ヘアカット
通常4,950円→特別価格3,950円
・ヘアカラー
通常8,580円→特別価格7,580円
・パーマ
通常9,900円→特別価格8,900円
・アイロン
通常9,900円→特別価格8,900円
・ヘッドスパ
通常8,250円→特別価格7,250円

白山 新三陽　白山本店
飲食店
（中華料理）

文京区白山1-32-7 03-3811-2928 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内商品全品50％OFF
※1品あたり最大1,000円まで

白山 メガネファイブ 眼鏡小売業 文京区白山1-37-2 03-5802-0550 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

メガネフレーム、レンズ、サングラス、老
眼鏡、補聴器、電池、メガネケース、レン
ズくもり止め、レンズクリーナー、光学機
器 等で定価1,200円以上の商品をご購入
の場合、一律1,000円引き。

○

本駒込
アオアシカフェ
(レオニダス文京白山店)

飲食店
チョコレート小売

文京区本駒込1-2-5
ルネ文京白山1F

03-5615-8977 8/17～9/30
火～土　11：00～18：30
※不定休あり

・450～700円のドリンク一律300円引き
・板チョコ(レオニダス)　プレゼント
＜対象条件＞チョコレート・ゼリーを2,000
円以上お買い上げ毎に1枚。

本駒込 趣味の園芸と陶器山竹
園芸植物・用品と
陶磁器食器の販売

文京区本駒込4-42-1 03-3821-6310 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内商品定価より20％OFF
※1商品あたり最大1,000円まで

〇

本駒込 トラットリア・イタリア 文京店
飲食店
（イタリアンレストラ
ン）

文京区本駒込2-28-10 03-3943-7165 8/23～9/30
期間中毎日サービス実施
11：30～20：00
※定休日除く

グラススパークリングワイン・ブラットオレ
ンジ・ノンアルコールビールのいずれか1
杯サービス
＜対象条件＞1人あたり1,000円以上のお
食事をご注文のお客様。

○

https://bunkyosokojikara.com/2021/06/21/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%AE%E5%BA%97-%E5%91%89%E5%AE%AE/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/08/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/06/%E8%B6%A3%E5%91%B3%E3%81%AE%E5%9C%92%E8%8A%B8%E3%81%A8%E9%99%B6%E5%99%A8-%E5%B1%B1%E7%AB%B9/
https://bunkyosokojikara.com/2020/05/22/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2-%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%BA%97/
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本駒込 パンダワイン
飲食店・酒類販売
業

文京区本駒込4-39-2
リーラ文京本駒込103号室

03-4285-7413
8/19～9/30
※一部サービスの実施期間が異なる場合
がございます。

期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・キーホルダー（コルクチャーム）　プレゼ
ント
＜対象条件＞1,800円以上の商品をお買
い上げのお客様に1個。
・Ｍｉｎｉ　Ｖｉｎ(90mlのワイン)　プレゼント
＜対象条件＞2,800円以上の商品をお買
い上げのお客様に1個。
・ワインバー持ち込み料　(※1)
通常1,000円→先着30名様限定で無料
(※1)緊急事態措置に伴い、8/23～サー
ビス提供開始予定です。

〇

本郷 魚よし商店 魚介類販売業 文京区本郷4-36-5 03-3811-2256 8/19～9/30
期間中毎日サービス実施
12：00～19：00
※定休日除く

全品対象お買い上げ金額1,000円以上の
お客様に500円相当のサービス

本郷 柏木理容所 理容業 文京区本郷5-28-3 03-3813-0682 8/19～9/25
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・調髪
通常4,500円→特別価格3,500円
・店内販売商品全品20％OFF
※1商品あたり最大1,000円まで

本郷 㐂久月 和菓子製造小売 文京区本郷4-6-13 03-3811-0467 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
9：00～19：30
※定休日除く

ガーゼ手拭　プレゼント
＜対象条件＞500円以上お買い上げの
お客様に500円毎に1枚。

○

本郷 ギフトショップ　ラムール
小売業
(ギフトショップ)

文京区本郷4-26-7 03-3811-3414 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・カットソー
通常1,900円→特別価格1,500円
・サマースーツ、ワンピース、ブラウス
通常販売価格より一律1,000円引き
・一部小物雑貨20％OFF

本郷 札幌味噌ラーメン　三好
飲食店
(ラーメン・小料理)

文京区本郷6-25-14
宗文館ビル1F

03-6801-8898 8/16～9/30
月～金　11：00～15：00　17：00～ラスト
土　11：00～15：00

・辛みそ
通常860円→特別価格500円
・みそ
通常760円→特別価格500円
・しょうゆ
通常730円→特別価格500円
・しお
通常730円→特別価格500円
・チャーハン
通常700円→特別価格500円

○

本郷 バーバーアライ 理容業 文京区本郷2-21-5 03-3815-1464 8/18～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日(月・9/14・9/21)除く

・調髪
通常4,300円→特別価格3,300円
・カットのみ
通常3,200円→特別価格2,200円
・調髪と白髪染
通常8,000円→特別価格7,000円
・調髪と白髪ぼかし
通常5,900円→特別価格4,900円

本郷 マックフォトサービス 写真店 文京区本郷2-31-1 03-5684-1649 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※休業日(日・祝)除く

店内一部商品通常価格より50％OFF
※1商品あたり最大1,000円まで

〇

本郷 理容アライ 理容業 文京区本郷2-38-9 03-3811-2962 8/18～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

プレリアップ(薬用トニック)　又は　ルシー
ドトータルケア乳液　プレゼント
＜対象条件＞総合調髪、調髪、顔剃りな
ど有資格者来店客にどちらか1つ。

向丘 大坂や茶店
小売業
(茶・のり・陶器)

文京区向丘1-9-22 03-3811-1286 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内商品表示価格より全品20％OFF
※1商品あたり最大1,000円まで

〇

https://bunkyosokojikara.com/2021/06/25/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/06/%E5%96%9C%E4%B9%85%E6%9C%88/
https://bunkyosokojikara.com/2021/02/13/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%91%B3%E5%99%8C%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E4%B8%89%E5%A5%BD/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/06/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/10/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%82%84%E8%8C%B6%E5%BA%97/
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湯島 bbq オリーブチキン 湯島店 飲食店
文京区湯島3-36-8
吉田ビル1Ｆ

03-6284-4348 8/16～9/15
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・オリーブチキン骨付き（ハーフ基準）
通常1,650円→特別価格1,050円
・ヤンニョムチキン骨付き（ハーフ基準）
通常1,650円→特別価格1,150円
・ハニーガーリックチキン骨付き（ハーフ
基準）
通常1,650円→特別価格1,150円
・マーラーホットチキン骨付き（ハーフ基
準）
通常1,650円→特別価格1,150円
・極限王カルビチキン骨付き（ハーフ基
準）
通常1,650円→特別価格1,150円
・オリーブチキン骨なし（ハーフ基準）
通常1,650円→特別価格1,050円
・ヤンニョムチキン骨なし（ハーフ基準）
通常1,650円→特別価格1,050円
・ハニーガーリックチキン骨なし（ハーフ基
準）
通常1,650円→特別価格1,050円
・マーラーホットチキン骨なし（ハーフ基
準）
通常1,650円→特別価格1,050円
・極限王カルビチキン骨なし（ハーフ基
準）
通常1,650円→特別価格1,050円

〇

湯島 FELICE(フェリーチェ) 婦人服小売
文京区湯島3-32-14
プルナス湯島1F

03-5812-5357 8/16～9/20
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

エコバック　又は　オーガニックタオル
2,500円相当　プレゼント
＜対象条件＞4,000円以上お買い上げの
お客様にどちらか1つ。

湯島 一輪咲いても花は花
飲食店
（焼肉店）

文京区湯島3-46-8
東証ビルB1

03-3836-2987 8/16～9/16
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・厚切り上タン
通常2,480円→特別価格1,580円
・上ハラミ
通常2,250円→特別価格1,350円

〇

湯島 （欧風料理）すいせん
飲食店
（欧風料理・テイク
アウト販売）

文京区湯島3-33-2 03-3832-3737 8/16～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

お勘定合計の20％OFF
※1人あたり最大1,000円まで

湯島 東大門
飲食店
(焼肉・韓国料理)

文京区湯島3-38-15
シャローム湯島1F

03-3835-4200 8/19～9/25
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

・ボッサム
通常3,000円→特別価格2,000円
・上カルビ弁当
通常2,200円→特別価格1,500円
・上ハラミ弁当
通常2,200円→特別価格1,500円
・ノンアルコールビール　サービス
＜対象条件＞定価2,000円以上のメ
ニューご注文のお客様に1本。
・ソフトドリンク　サービス
＜対象条件＞定価1,000円以上のメ
ニューご注文のお客様に1杯。
・ジャージャー麺とチャンポンの麺大盛
通常300円→先着5名様限定で無料

〇

湯島 湯島3丁目 居酒屋(和食)
文京区湯島3-37-4
ガーベラ天神ビル1F

03-6284-2212 8/16～9/16
期間中毎日サービス実施
※14：00までの販売
※定休日除く

・神戸牛ステーキ弁当
通常2,400円→特別価格1,500円
・生本マグロ中トロ・アボカド丼
通常1,000円→特別価格500円
・海鮮丼
通常1,200円→特別価格500円

湯島 湯島丸赤
弁当・惣菜・鮮魚販
売

文京区湯島3-39-9 03-3831-5701 8/23～9/30
月～金
※祝日除く

うずら豆　又は　ふき豆　サービス
＜対象条件＞銀鱈西京焼弁当・紅鮭弁
当(1,000円)をご購入のお客様に1品。

○

https://bunkyosokojikara.com/2021/02/03/bb-q-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%B3-%E6%B9%AF%E5%B3%B6%E5%BA%97/
https://bunkyosokojikara.com/2020/04/19/%E4%B8%80%E8%BC%AA%E5%92%B2%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%82%E8%8A%B1%E3%81%AF%E8%8A%B1/
https://bunkyosokojikara.com/2020/04/20/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%96%80/
https://bunkyosokojikara.com/2021/05/06/%E6%B9%AF%E5%B3%B6%E4%B8%B8%E8%B5%A4/
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湯島 湯島ワイン食堂PAPIN
飲食店
(フレンチビストロ)

文京区湯島3-35-5　1F 03-5812-4933 8/23～9/30
期間中毎日サービス実施
※定休日除く

店内で提供している2,000円以上のボトル
ワインを先着100名様限定で一律1,000円
割引

○

https://bunkyosokojikara.com/2020/04/19/%E6%B9%AF%E5%B3%B6%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%A3%9F%E5%A0%82%E3%83%91%E3%83%91%E3%83%B3/

