News Release

ニュースリリース

2018 年 09 月 18 日
神田カレー街活性化委員会

第 8 回 神田カレーグランプリ 2018
「グランプリ決定戦」出場店決定のお知らせ
神田カレー街活性化委員会は、2018 年 11 月 3 日（土）、１１月 4 日（日）の２日間、東京・神田駿河台下の小川広場（千
代田区神田小川町 3-6）において、「第 8 回 神田カレーグンプリ 2018 グランプリ決定戦」を開催します。当決定戦は 9
月 10 日までの予選ファン投票で決定した 20 店舗（別紙 1）が小川広場に集結し、各店自慢のカレーを特別価格で提供し
ます。カレー1 食につき 1 枚の投票券が配られ、カレーを食べ比べした来場者が気に入ったお店に投票。得票数の多い
順に、グランプリ、準グランプリ、第 3 位、ならびに神田カレーマイスター賞を決定します。
本年で第 8 回目となる当イベントは、400 店以上のカレー提供店が集まる神田の街において多くの方にカレーを楽しん
でいただくことによって、街を盛り上げ活性化することを目的としています。
また、神田の街のカレー店めぐりを楽しむための 100 日間イベント「神田カレー街食べ歩きスタンプラリー」も、2018 年
11 月 30 日（金）まで開催中です。スタンプラリー参加店でカレーを食べ「神田カレー街公式ガイドブック 2018」（8 月 14 日
8 万部発行、A5 版、無料）または、スマホ用デジタルスタンプ帳にスタンプを押してもらいます。制覇したコース数に応じ
て、賞品を贈呈します。 ※スタンプラリー参加店およびガイドブック配布場所については別紙 2、3 をご参照ください。

■開催概要
名称

第 8 回 神田カレーグランプリ 2018 （Kanda Curry Grand Prix 2018）

日程

神田カレー街食べ歩きスタンプラリー： 2018 年 8 月 23 日（木）～11 月 30 日（金）の１００日間
予選ファン投票：2018 年 9 月 1 日（土）正午～9 月 10 日（月）12：00 ※終了
グランプリ決定戦： 2018 年 11 月 3 日（土）11：00～19：00、11 月 4 日（日）11:00〜17:00
（開会式 11 月 3 日（土）10：40 から、投票は 11 月 4 日 16：00 まで、表彰式は 11 月 4 日 17:00 より）

主催

神田カレー街活性化委員会

協力

千代田区商工業連合会、神田スポーツ店連絡協議会、神田古書店連盟、明大町づくり道場、ちよだ音楽
連合会、一般社団法人淡路エリアマネジメント、山崎金属工業株式会社、株式会社繁盛プロジェクト 他

協賛

エスビー食品株式会社、東京地下鉄株式会社、株式会社新進、宇佐美麦酒製造株式会社、、興産信用
金庫、ライオン株式会社、三井食品株式会社、一般社団法人フードブリッジ 他
特別協賛 三井物産株式会社

後援

千代田区、東京商工会議所千代田支部、千代田区観光協会、千代田区商店街振興組合連合会、千代
田区商店街連合会、靖国通り商店街連合会、神田すずらん通り商店街、神保町ブックフェスティバル実行
委員会、明治大学社会連携機構、千代田観光まちづくり実行委員会 他

本件に関するお問い合わせ先
神田カレー街活性化委員会 神田カレーグランプリ事務局 担当：船木（フナキ）
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-9-4 岩本町 194 ビル８階
TEL： 070-5566-5446 FAX： 03-6735-4632 E-mail： info@kanda-curry.com
公式サイト： http://kanda-curry.com/ Facebook： kandacurry

Twitter： @kandacurry

（別紙 1）
■ 第 8 回神田カレーグランプリ 2018 グランプリ決定戦出場店

（呼称 50 音順）

1

秋葉原 カリガリ

2

アジアンダイニングバーSAPANA 水道橋西口店

3

アパ社長カレー 飯田橋駅南店

4

いずみカリー 水道橋店

5

イベリコ豚・ワイン居酒屋 ドンファン

6

いわま餃子～EXOTIC DINING～

7

インド料理 ザ・タンドール

8

カリー＆ワヰン べっぴん舎

9

ガンディーマハル

10

kitchen723 （キッチン 723）

11

品川甚作本店

12

ジャンカレー

13

ジョイアルカレー 神田錦町店

14

スープカレー屋オオドリー＜鴻＞ 神田駿河台店

15

Spice Box （スパイスボックス）

16

チャントーヤ ココナッツ カリー

17

Dippalace （ディップパレス） 飯田橋サクラテラス店

18

BAR CAFE 三月の水

19

MAJI CURRY （マジカレー） 神田神保町店

20

ラホール 外神田店

（別紙 2）
■ 神田カレー街食べ歩きスタンプラリー＜参加カレー提供店＞

（呼称 50 音順）

1

AKL（アカラ） ～カレーなる酒場～

46 品川甚作本店

2

秋葉原 カリガリ

47 Japaria Legna （ジャパリアレグナ）

3

アジアンダイニングバーSAPANA（サパナ）水道橋西口店

48 Shapla （シャプラ） 神田店

4

アパ社長カレー 飯田橋駅南店

49 ジャンカレー

5

アロマズ オブ インディア

50 ジョイアルカレー神田錦町店

6

いずみカリー水道橋店

51 上等カレー神田小川町店

7

一茶一会

52 ジンギスカン 神保町 マカン

8

イベリコ豚・ワイン居酒屋 ドンファン

53 神保町ブックセンター

9

いわま餃子～EXOTIC DINING～

54 スープカレー屋オオドリー＜鴻＞神田駿河台店

10

インドカレー カーマ

55 スタンドニューキャッスル神田

11

インドネパール料理 ユニーク

56 SPICE KICHEN 3 （スパイスキッチンスリー）

12

インド・パキスタン料理 シディーク神保町店

57 Spice Box （スパイスボックス）

13

インド・パキスタン料理 スルターン飯田橋本店

58 スマトラカレー 共栄堂

14

インド料理 ザ・タンドール

59 タイスキレストラン ムアンタイ

15

インドレストラン マンダラ

60 チャントーヤ ココナッツ カリー

16

エスニック料理 マハラジャ お茶の水店

61 中国東北少数民族料理 羊福

17

エスぺリア

62 ツバキ神田鍛冶町

18

Eblack（エブラック）

63 T.dining （ティーダイニング）

19

欧風カレー ガヴィアル 神保町店

64 Dippalace （ディップパレス）飯田橋サクラテラス店

20

欧風カレー ガヴィアル コレド室町 2 店

65 DELHI GATE （デリーゲート）

21

欧風カレー専門店 ペルソナ

66 トプカ 神田本店

22

欧風カレー ソレイユ

67 丼の達人

23

欧風カレー ボンディ 神田小川町店

68 BANAcoco. 東京カオソーイ

24

欧風カレー ボンディ 神保町本店

69 BAR CAFE 三月の水

25

OCEAN breeze （オーシャンブリーズ）

70 ハンバーグレストラン 牛舎

26

お茶の水、大勝軒

71 ビストロ石川亭 神田錦町店

27

お茶の水、大勝軒 BRANCHING （ブランチング）

72 日乃屋カレー 神田

28

cafe＆dining HORIZON （ホライズン）

73 日乃屋カレー神田西口

29

Café & Bar BASE CAMP （ベースキャンプ）

74 日乃屋カレー九段下

30

Café HINATA-YA （ヒナタヤ）

75 美味これくしょん神田倶楽部

31

Curry & Spice Bar 咖喱人 （カリービト）

76 100 時間カレー B&R 神田店

32

カリー＆ワヰン べっぴん舎

77 豚バル ピッグテイル

33

カリーライス専門店 エチオピア

78 ブックハウスカフェ

34

カレー専門店 ベンガル

79 ボルツ

35

カレー屋 ばんび

80 MAJI CURRY （マジカレー）神田神保町店

36

神田神保町オオドリー＜鴻＞本店

81 マルゴ丸の内

37

ガンディーマハル

82 マルゴルナソラ丸ノ内店

38

喫茶 プペ

83 南インド料理 アーンドラ・ダバ

39

キッチンカロリー

84 南インド料理 SRI BALAJI （シリバラジ）水道橋店

40

kitchen723 （キッチン 723）

85 メナムのほとり 神保町テラススクエア店

41

クリスティ

86 メナムのほとり 本店

42

Cozy （コージー）

87 洋食膳 海カレーTAKEUCHI （タケウチ） 神保町本店

43

SAINO （サイノ）

88 ラホール外神田店

44

J.Tipple Bar （ジェイティップルバー）

89 LOTUS （ロータス） 鎌倉橋

45

JB's BAR （ジェイビーズバー）

（別紙 3）
■ 「神田カレー街公式ガイドブック 2018」配布場所
※数に限りがありますので、時期によっては無くなっている可能性がございます。
スタンプラリー参加各店

東京メトロ半蔵門駅

千代田区役所

東京メトロ新御茶ノ水駅

千代田区麹町出張所

東京メトロ西日暮里駅

千代田区神保町出張所

東京メトロ町屋駅

千代田区万世橋出張所

東京メトロ千駄木駅

千代田区神田公園出張所

東京メトロ根津駅

千代田区和泉橋出張所

東京メトロ湯島駅

千代田区富士見出張所

東京メトロ(半蔵門線)大手町駅

千代田区観光協会

東京メトロ(東西線)大手町駅

千代田区立九段生涯学習館

東京メトロ御茶ノ水駅

JR 御茶ノ水駅

東京メトロ淡路町駅

JR 神田駅

東京シティアイ（東京駅直結 JP タワー・KITTE 地下 1 階）

東京メトロ秋葉原駅

本と街の案内所／小学館ギャラリーBH 神保町

東京メトロ上野広小路駅

お茶ナビゲート（御茶ノ水駅直結ソラシティ地下 1 階）

東京メトロ末広町駅

東京古書会館

東京メトロ仲御徒町駅

神田スポーツ店連絡協議会加盟店

東京メトロ小伝馬町駅

三省堂書店神保町本店

東京メトロ（日比谷線）茅場町駅

東京堂書店神田神保町店

東京メトロ人形町駅

書泉グランデ

東京メトロ(半蔵門線)三越前駅

マーチエキュート神田万世橋

東京メトロ(銀座線)三越前駅

ワテラスコモン

東京メトロ神田駅

明治大学

東京メトロ銀座駅

ちよだプラットフォームスクウェア

東京メトロ九段下駅

3331 アーツ千代田

東京メトロ神保町駅

興産信用金庫(本店・神保町支店・秋葉原支店・飯田橋支店・市ヶ谷支店）

東京メトロ竹橋駅

