
各位 

2022 年 7 月 12 日 

神田カレー街活性化委員会 

 

日本最大級といわれる“カレーの街”神田で 

2022年 8月 1日、「神田カレー街食べ歩きスタンプラリー2022」が開幕します！ 

千代田区観光協会観光大使の「リラックマ」とのコラボで、特製デザインカードをプレゼント！ 

 

400 以上のカレー提供店が集積する東京・神田において、神田カレー街活性化委員会（東京都千代田区・委員長 中

俣拓哉）は、カレー店めぐりを楽しむための食べ歩きイベント第 9 回「神田カレー街食べ歩きスタンプラリー2022」

を 2022 年 8 月 1 日（月）より開催します。これは 2022 年 12 月 15 日（木）までの 4.5 カ月間、神田界隈のカレー店

で実施し、街の活性化推進を目的としたものです。今なお続く新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、店内の

対策およびテイクアウトやデリバリーの利用を推奨し、参加店と参加者双方に注意喚起を呼び掛けながらの実施とな

ります。街の特徴である老舗有名店から話題の新ジャンルまで網羅された多彩なカレーを多くの人に楽しんでもらう

ことで、街全体に前向きで明るい雰囲気を取り戻させるとともに、飲食店にとって支援となることが狙いです。 

参加方法は、7月下旬より順次配布を開始する「神田カレー街公式ガイドブック 2022」（8万部発行、A5縦、無料）

および神田カレーグランプリ公式サイトに掲載の参加店でカレーを食べ、ガイドブックに付属しているスタンプシー

トまたはスマホ版スタンプラリーでスタンプを集めます。今年参加するカレー提供店は過去最大の 125 店舗。多種多

様なジャンルのカレーを楽しむことができます。また、店舗のほかに JR3 駅（5 ヶ所）と東京メトロ 5 駅がスタンプ

ポイントとなります。カレー提供店と参加の JR、東京メトロ各駅は 5 つのコースに分かれており、1 コース以上制覇

して応募すると、コース数に応じたグレードの神田カレーマイスター賞がもれなくもらえます。今年は千代田区観光

協会観光大使リラックマと初のコラボを実施し、マイスター賞の賞品として特製のリラックマデザインの神田カレー

マイスターカードがプレゼントされます。※参加店および配布場所については別紙を参照ください。※リラックマは、

千代田区に本社があるサンエックス株式会社のキャラクターです。 

 

■開催概要 

名称 神田カレーグランプリ 2022 （Kanda Curry Grand Prix 2022） 

日程 

 

神田カレー街食べ歩きスタンプラリー： 

2022 年 8 月 1 日（月）～2022年 12月 15 日（木）の 4.5 カ月 

主催 神田カレー街活性化委員会 

協力 

 

 

千代田区観光協会、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、共立女子大学・共立女子短期大学、専修大学、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、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、キリンビバレッジ株式会社、日本ケロッグ合同

会社、宇佐美麦酒製造株式会社、株式会社池光エンタープライズ、ヴィディヤジャパン株式会社、興産信用金

庫、東洋水産株式会社、株式会社おやつカンパニー、株式会社カデナデザインビレッジ、一般社団法人フード

ブリッジ、（特別協賛）三井物産株式会社  他 

後援 

 

 

千代田区、東京商工会議所千代田支部、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、東京お茶の水ロータリークラブ 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 広報担当：船木生子 

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-17-8 ドメス水道橋 2 階 

TEL：070-5566-5446 FAX：03-6735-4632 E-mail：renraku@kanda-curry.com 

公式サイト：https://kanda-curry.com/ Facebook：kandacurry Twitter：@kandacurry 

ニュースリリース 

mailto:renraku@kanda-curry.com
https://kanda-curry.com/


（別紙） 
 
■ 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 ～カレーなる酒場～  52 Shapla 神田店 

2 秋葉原カリガリ 53 ジャンカレー  

3 麻布十番モンタボー東京ワテラスモール店 54 生姜豚 香登利 

4 アジアンダイニングバー サパナ 水道橋西口店 55 上等カレー 秋葉原店 

5 アジアンレストラン マスターシェフキッチン 神田 56 上等カレー 神田小川町店 

6 アパ社長カレー 飯田橋駅南店 57 神保町イタリアン Cuore d'oro 

7 アロマズ オブ インディア 58 神保町 エスニックカレー&ヌードル パンチマハル 

8 一茶一会 59 神保町ブックセンター 

9 いわし料理 大松 60 スープカレーカムイ 

10 インド・アジアン料理 プルナ  61 スープカレー ネイビーズ 神保町店 

11 インドカレー カーマ 62 スープカレー屋オオドリー＜鴻＞神田駿河台店 

12 インド・パキスタン料理 スルターン飯田橋本店 63 スパイシービストロ タップロボーン 神保町店 

13 インド料理 ザ・タンドール 64 スパイスカレー アルクロード 

14 インドレストラン マンダラ 65 スパイスカレー ブラックデビル 

15 エスペリア 66 スパイスパレット 

16 Eblack 67 Spice Box 

17 APRON The Diner 68 スマトラカレー 共栄堂 

18 欧風カレー ガヴィアル コレド室町 2 店 69 SETOUCHI 檸檬食堂 神田店 

19 欧風カレー ガヴィアル 神保町店 70 ゼロツー ナシカンダール トーキョー 

20 欧風カレー ソレイユ 71 蕎麦 1118 

21 欧風カレー ボンディ 神田小川町店 72 蕎麦ダイニング 煉 神田店 

22 欧風カレー ボンディ 神保町本店 73 Dining Bar ティグレ 

23 OCEAN breeze 74 タイ料理 ジャンピー 

24 オオドリー＜鴻＞本店 75 タイレストラン メナムのほとり 神保町本店 

25 お好み焼 ねぎ焼 十々 76 だしごはん 

26 お茶の水、大勝軒 BRANCHING 77 だし家焼肉ゑびす本廛  

27 学士会館 THE SEVEN'S HOUSE 78 チャントーヤ ココナッツ カリー 

28 金沢ミルカツカレーおちゃのみず 79 T.dining 

29 cafe ＆ dining jimbocho 80 鉄板居酒屋 BelonBelonBoo と Bar ボンド 

30 Café & Bar BASE CAMP 81 デニーロ神田店 

31 Curry&Cafe SAMA 神田店 82 東京カレー屋名店会 

32 カリーライス専門店 エチオピア 83 トプカ 神田本店 

33 カレー食堂 心 秋葉原店 84 Trieste 

34 カレー専門店 ベンガル 85 とろ肉つけ麺 魚とん 

35 カレーの市民 アルバ 秋葉原本店                      86 とんかつ檍のカレー屋 いっぺこっぺ秋葉原 

36 カレーメン京 87 丼達 

37 カレー屋 ばんび 88 長崎トルコライス食堂 

38 カロリーカレーハウス 89 BANAcoco. 東京カオソーイ 

39 神田淡路町 ゆう庵 90 BAR CAFE 三月の水 

40 ガンディーマハル 91 ハングリーカレーby100 時間カレー 

41 喫茶 プペ 92 バンコックコスモ食堂 

42 キッチンカロリー駿河台下本店 93 ハンバーグレストラン 牛舎本店 

43 kitchen 723 94 ヒナタ屋 神保町本店 

44 京風カレー おこしやす 95 日乃屋カレー 御茶ノ水 

45 くずしわしょく香季庵 日本橋店 96 日乃屋カレー 神田 

46 Gravy 97 日乃屋カレー 神田西口 

47 ゴーゴーカレー 神田駅南口パーク 98 日乃屋カレー 九段下 

48 Cozy  99 美味これくしょん 神田倶楽部 

49 Komi'ｚ 100 豚バル ピッグテイル 

50 SAINO 101 ブックハウスカフェ 

51 J.Tipple Bar 102 べっぴん舎・お茶の水 



103 べっぴん舎・神保町 115 モチヅキカレー 

104 ベンガル料理 TORKARI 神保町本店 116 MONMOM 

105 ボルツ  117 焼肉モリちゃん 御茶水ノ店 

106 本格名古屋めし なご味や五八  118 やっぱりカレーは金曜日だよね 

107 MAJI CURRY 神田神保町店 119 洋食膳 海カレー TAKEUCHI 

108 南インド食堂 Beans on Beans 120 ラホール 外神田店 

109 南インドの定食と軽食 三燈舎 121 ラミちゃんの台所 

110 南インド料理 アーンドラ・ダバ  122 RESTAURANT 1899 OCHANOMIZU 

111 南インド料理 シリバラジ 水道橋店 123 レストラン エフ 

112 夢来の樹 レジェルム 124 Restaurant Mari 

113 メナムのほとり 神保町テラススクエア店 125 wata 軒 

114 麺匠釜善   

 
■ スタンプ設置駅 東京メトロ 5カ所   ＪＲ3駅 5カ所 

 

・東京メトロ 神田駅     ・ＪＲ神田駅 南口、北口 
・東京メトロ 九段下駅     ・ＪＲ御茶ノ水駅 お茶の水橋口、聖橋口 
・東京メトロ 神保町駅     ・ＪＲ秋葉原駅 電気街改札口 
・東京メトロ 新御茶ノ水駅 
・東京メトロ 淡路町駅 

 
 
■ 「神田カレー街公式ガイドブック 2022」配布場所 （予定） 

※配布開始予定 7月 27日ころ （場所により配布開始日が前後します） 
※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。 
※施設がお休みのところもありますのでご注意ください。 
 

スタンプラリー参加各店 東京メトロ（半蔵門線）九段下駅 

千代田区役所 東京メトロ（東西線）九段下駅 

千代田区麹町出張所 東京メトロ神保町駅 

千代田区神保町出張所 東京メトロ新御茶ノ水駅 

千代田区万世橋出張所 東京メトロ西日暮里駅 

千代田区神田公園出張所 東京メトロ（千代田線）明治神宮前＜原宿＞駅 

千代田区和泉橋出張所 東京メトロ（副都心線）明治神宮前＜原宿＞駅 

千代田区富士見出張所 東京メトロ東京駅 

千代田区観光協会 東京メトロ本郷三丁目駅 

千代田区立九段生涯学習館 東京メトロ御茶ノ水駅 

JR 秋葉原駅 東京メトロ淡路町駅 

JR 御茶ノ水駅 東京メトロ（副都心線）池袋駅 

JR 神田駅 東京メトロ（丸ノ内線）池袋駅 

東京メトロ秋葉原駅 東京メトロ（有楽町線）池袋駅 

東京メトロ仲御徒町駅 東京シティアイ 観光情報センター（東京駅地下道直結・KITTE 地下 1 階） 

東京メトロ小伝馬町駅 本と街の案内所／小学館ギャラリーBH 神保町 

東京メトロ（半蔵門線）三越前駅 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（銀座線）三越前駅 東京古書会館 

東京メトロ水天宮前駅 神田スポーツ店連絡協議会加盟店 

東京メトロ神田駅 三省堂書店神保町本店（小川町仮店舗） 

東京メトロ新宿駅 東京堂書店神田神保町店 

東京メトロ（丸ノ内線）新宿三丁目駅 書泉グランデ 

東京メトロ（副都心線）新宿三丁目駅 ｍAAｃｈ ecute 神田万世橋 

（別紙つづき） 



ワテラスコモン 3331 アーツ千代田 

ちよだプラットフォームスクウェア 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） 

ほか設置協力店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年神田カレーグランプリ決定戦の様子（以降コロナ禍により中止） 

 

■リラックマとは  

リラックマはOLのカオルさんの家にいきなり住みついた着ぐるみのクマ。 

毎日だらだらゴロゴロしています。 

背中にチャックがありますが、中身は秘密です。 

いたずら好きなやんちゃなクマの子・コリラックマと、 

働き者でキレイ好きなキイロイトリと暮らしています。 

はちみつの森に住むチャイロイコグマは、コリラックマのお友達です。 

 

詳しくは https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/ 

 

プロフィール写真は下記よりダウンロードいただけます。 

https://xgf.nu/zmTk 

 
 

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/
https://xgf.nu/zmTk

