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SHIMOKITAZAWA CURRY MAP 2022
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まだまだ食べるぞ！

・
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ランチあり

ミニカレーの提供あり

土日祝のみランチあり

シモキタコインが
使えるお店

テイクアウトあり

OP 優待あり

OP マークのある店舗では、小田急ポイントアプリのクーポンでおトクな
サービスが受けられます
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ご当地

ニックンロール
ニックンチーズカレー

ファストフード兼カフェ

秦妃 ROUGAMO
チキンカレーローガモ

バイキング

ににんがよん（2×2=8）
12 種類の中から食べ放題

ベトナム料理、カフェ

1,200 円

1,100 円

柔らかチキンと具材たっぷり
トマトベース。

トロトロに煮込んだ牛すじカ
レーを自慢のフォーにかけちゃ
いました！
平日 昼 11:00〜LO14:30
夜 17:00〜LO20:30
土日祝 11:00〜LO20:30
不定休 ［2 階］

比内地鶏を使い 12 時間以上煮
込んだスープで作る辛口カレー
ラーメン
11:00〜22:00
なし ［1 階］
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110

やきとり 居酒屋

ビストロ

980 円
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105

106

107

深煎り本格珈琲が隠し味のカ
レー。
11:00〜LO19:00
なし ［1 階］

カフェバー

3rd stone cafe
タイ風ココナッツカレー
フェス ver.
1,045 円

カフェバー

居酒屋

1,050 円

1,000 円

マイルドでまろやかで女性に大
人気！ 700 円のメニューもあり

人気看板メニューをカレーフェ
ス限定トッピングでお楽しみ頂
けます！
12:00〜LO4:00
なし ［3 階］

エビがたっぷり入った、マイルド
でスパイシーな濃厚カレーです。

燻製とカレーのハーモニー！自
家製の燻製と一緒に召し上がれ！
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113

114

もつ焼き屋、串焼き店、居酒屋

イタリアン、ダイニング、カフェ

バル

カレーフェスの為に作った間違
いのないスペシャルカレー！！
平日昼 11:00 ～ LO14:30
夜 18:00 ～ LO20:30 土日
祝昼 11:00 ～ LO15:00 夜
17:30 ～ LO20:30
火 ［1 階］

啼寅東京（テトラトウキョウ）
もつ焼き屋の炭火焼き
スパイシー牛ハラミ
600 円
ボリューム満点のスパイシーな
牛ハラミを備長炭で上げます！
平日 17:00〜LO22:00
土日 16:00〜LO22:00
木 ［1 階］

art ReG cafe
伝説の鉄板焼きキーマカレー
1,000 円 大盛り 1,200 円
900 円
チーズと卵がトッピングされてい
てカレーとの相性はバツグン！
11:30〜LO22:00
なし ［2 階］

ARENA 下北沢
カレーライス

PHO' MINH 下北沢店
牛すじ煮込みカレーフォー

16:00〜23:00
8 日のみ 21:00〜23:00
10/9 日 ,15 土 ［4 階］
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Nan station
CAFE&TERRACE
バターチキン＆
ハニーチーズナン
1,760 円（ドリンク付き）

旧ヤム邸シモキタ荘
海老とかぼちゃのココナッツ
甘味噌ポークキーマ
1,100 円 ※テイクアウトのみ
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つけ麺

シモキタザワテラス
PANESHOUSE
小海老と彩り野菜珈琲カレー

バターチキン , マトン , 野菜カ
レー , フライドチキン , 焼きそ
ば , 鶏めし
11:00〜23:00
なし ［2 階］

カレー屋

牛すじカレーに熟成されたパル
メジャーノをふんだんに使いま
した。
昼 11:00〜LO15:30
夜 17:00〜LO22:00
水 ［1 階］

カレー研究所

1,180 円

111

年に一度しかやらないカレーで
す！今年はリニューアルしまし
た！
11:00〜LO21:00
なし ［2 階］

サンドイッチカフェ &
バーガーダイニング

口の中で広がるカレーの香りと
共に具材の食感もお楽しみ頂け
ます！
11:00〜LO20:30
なし ［2 階］

12:00〜LO4:00
なし ［1 階］

1,200 円

ザ旨いもんバルコラボ
the 肉丼の店
パルミジャーノ積もる肉
専門の超濃厚牛すじカレー
1,000 円
500 円
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704 円

11:00〜LO22:30
なし ［1 階］

自慢ハニーチーズナンをタベ
ニキテクダサイ。メニューは
750 円から！
11:00〜LO22:00
なし ［2 階］

黒川食堂
バターチキンカレー
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野菜の旨味たっぷりカレーソー
ス & 糸引くチーズがたまらな
い逸品！
12:00〜21:30
10/5 水〜10 月祝 ［1 階］

Pebble
イエローシュリンプカレー

バビシャー
選べる！カレー 2 種と
ハニーチーズナンセット
1,500 円

定食カフェ
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450 円

アジアンバル

肉バル
インド・ネパール・タイ料理

カレー

とりとんくん下北沢店
燻製カレー
500 円

平日 17:00〜5:00
土日祝 15:00〜5:00
なし ［B1 階］

バル 5 丁目 6 番地
とろ〜りチーズの
海老カレー春巻き
550 円
ぷりぷりの海老にチーズを入れ
たスティック春巻きです。
18:00〜0:00
火 ,10/3 月 ［1 階］

SWEETS & SHOPPING & ENJOY

無添加薬膳スープカレー
COSMOS
10 種の野菜と牛すじの
トマトスープカレー
1,480 円
トロトロ牛すじとさっぱり
トマトのスープカレー！
12:00〜23:00
なし ［1 階］

115

ヤキトリてっちゃん下北沢店
チキンカレーのドリンク
セット
1,100 円
GORILLA オリジナルカレー！
をドリンクと一緒にお楽しみく
ださい。
17:00〜0:00
なし ［1 階］

ADDA
ADDA プレート
700 円

スリランカ × インド！
11:30〜LO16:00
なし ［1 階］

a

kitchen&bar cinq
骨付きラムカレー
1,700 円

平日 17:00〜21:00
土日祝 14:00〜21:00
なし ［6 階］
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カフェ

カフェ、飲食店

880 円
食べ応えあり◎
11:00〜20:00
なし ［1 階］

b

1,200 円

ラムチャップをメインに添えた
羊肉カレーはスパイスも自家調合

116

胃袋にズキュンはなれ
キーマカレーホットサンド

大阪スパイスカレー

1,200 円

600 円

銀座いし井 下北沢店
濃厚魚介豚骨！南蛮そば
特製辛口カレー味
980 円

Why＿? 下北沢
旬野菜とソイミートの味噌
キーマカレー
1,200 円
旬のお野菜たっぷり、ご飯が進む
プラントベースのキーマカレー
11:00〜19:00
なし ［1 階］

c

甘いものは別腹だ～！

カレーのお供にスイーツ
お買い物や謎解きも楽しもう！
こちらのお店でもスタンプがもらえます。

カフェ

カップケーキ専門店

カキ氷屋

450 円

510 円

880 円

マサラをブレンドすることで
レモネードが一層爽やかに！

北海道産のバターや季節のフ
ルーツを贅沢に使った甘さ控え
めのケーキ
11:00〜18:00
月 , 火 , 水（10/10 月祝は営業）
［1 階］

一年中天然氷を使った化学調味料
無添加の完全手作りソースです。

ラ・ピーニャ
マサラレモネード

11:30〜20:00
水 ［1 階］

d

婦人服

Soﬃtto
カレーマップ提示で 5％OFF
メルマガ会員登録で更に 5％
OFF
MANISH で MODE なカジュア
ルアイテムを沢山取り揃えてい
ます♪
平日 11:30〜20:00
土日祝 11:00 ～ 20:00
なし ［1 階］

k

焙煎所・コーヒースタンド

Belleville Brulerie TOKYO
アフォガート
650 円
パリ発コーヒー焙煎所。焙煎し
たての豆やドリンクの販売して
います！
10:00〜20:00
10/4 火 ［1 階］

10

e

f

g

ベーグルカフェ

h

シフォンケーキ専門店

ニューヨークカップケーキ
いちごのマカロン

i

天ノ屋下北沢本店
いちごのかき氷

12:00〜20:00
なし ［1 階］

j

古着屋

WEGO VINTAGE 下北沢店
500 円以上購入で
スタンププレゼント！

MICHAEL CLAVIS
フレンチシフォンと
マサラチャイ
750 円

ドーナツ屋

ジェラート屋

550 円

baglecafe88
紫芋あん＆
クリームチーズサンド
350 円

550 円

500 円

カレーフェス期間限定で、カレー
まんのラテアートを提供します。

国産小麦を使用したベーグル＆
サンドイッチを販売しています！

質と量を兼ね備えた下北沢最大
級の古着屋です。

1/1000 のシフォンケーキで
作る「フレンチシフォン」

青大豆からとれた豆乳とおから
を使った揚げ / 焼きドーナツ
を販売してます。
11:00〜20:00
なし ［1 階］

イタリアから届いたジェラート
マシーンを使いなめらかに作り
ました。

ギャラリー & カフェ

BALLON D'ESSAI
カレーまんラテアート

平日 11:30〜19:00
土日祝 10:30〜19:00
なし ［1 階］

l

10:00〜18:00
月 ,10/11 火（10/10 月祝は
営業）［1 階］

m

フルーツカクテル・
フルーツシーシャ専門店

カレー屋

Minus Blue
UK2 Life Cream Soda

Curry Spice Gelateria
KALPASI
スパイスジェラート

1,100 円

550 円

ギリシャのエーゲ海、地中海を
モチーフにブルーを基調とした
店内で彩り綺麗なフルーツシー
シャとドリンクを楽しめます！

カレー屋が作る本気のジェラー
トを是非お召し上がり下さい！

15:00〜LO21:00
なし ［2 階］

11:30〜LO19:00
木 ［1 階］

11:00〜20:00
なし ［1 階］

n

リアル脱出ゲーム

リアル脱出ゲーム下北沢店
カレーマップ提示で
「ふしぎな小部屋からの脱出
カレー Ver.」 500 円
リアル脱出ゲームをカレーフェス
期間限定バージョンにしちゃいま
した！
平日 12:00〜20:00
土日祝 10:00〜20:00
10/6 木 ［1 階］

11:30〜12:00
13:30〜14:00
火 ［1 階］

o

Captain’ s Donut
ソイソフト＆ドーナツ

p

料理と暮らし適温
窓からアイス

11:00 ～ 19:00
月 ,10/11 火
（10/10 月祝は営業）［1 階］

q

わらび餅専門店・和カフェ

甘味処鎌倉下北沢店
わらびもちドリンク
伊良（いよし）コーラ

ビーガンバーガー屋

ケーキ屋

850 円

300 円〜

450 円

カレーフェス期間限定商品！わ
らびもち専門店が作るわらびも
ちドリンクを是非ご堪能下さい。
11:00〜20:00
なし ［1 階］

ニューヨーク発のオールビーガ
ンメニューのバーガー屋です !

カレーみたいなスイーツです。
バナナの米粉ロールケーキが
入っています！

SUPERIORITY BURGER
ビーガンジェラート

12:00 ～ LO18:30
火水 ［1 階］

pâtisserie KOZU
まるでカレー

11:00〜20:30
火 ［1 階］

