
ナビット周辺エリア 

本日は、当社ナビットのセミナーにご参加くださいましてありがとうございました。 
このランチマップは当社の「神保町ブログ」をもとに手作りで作成しております。 
探検気分でお探し下さい!! 

 
 

ナビット神保町ブログ  ○○○ 
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ナビット 

至水道橋駅  

No 店 舗 名 ジャンル オススメ度 コ メ ン ト 
1 キッチン南海 洋食 ★★ 学生街神保町らしく、とにかくボリューミーな量の定食屋さん。普通でもかなり量が多い。 

2 さぼうる2 喫茶店 ★★★ 知る人ぞ知る、神保町の有名店、超山盛りナポリタン600円がオススメ♪アド街でもおなじみ。 

3 シンガポールレストラン マカン エスニック料理 ★ ドライワンタンミー750円がオススメだとか。ただし量は少なめとのこと。 

4 トラットリア パパミラノ イタリアン ★★ とてもオシャレなイタリアン。ランチは900円～1000円。夜はコース料理でお誕生会などにも良いです。 

5 ボンディ カレー ★★★ カレー激戦区、神保町の中でも超有名店「ボンディ」は欧風カレーで、ふかしたじゃが芋つき。 

6 ムアンタイなべ エスニック料理 ★★ タイスキのお店ですが、ランチは色々なセットがあります。 

7 スパ蔵 イタリアン ★★ 珍しい生パスタが食べられるお店、生パスタのもちもち感がたまりません。 

8 王家私采 中華料理 ★★ ランチは食べ放題バイキング形式もあり。モダンでおしゃれな作りなので女性客も多いです。 

9 ビストロ アリゴ フレンチ ★ 古民家を改装して造られたお店。１Fが立ち飲みで２Fがお座敷。「骨太ランチ」900円で雰囲気よし。 

10 新世界菜館 中華料理 ★★ 普段のランチより若干高めの高級中華のお店。何を食べてもおいしい。上海蟹が有名。夜もいい。 

11 ボーイズカレー カレー ★ 会社の近く、靖国通り沿いのお店。ここのイチオシは生姜焼きとナポリタン、とても庶民的なお店です。 

12 エスペリア 多国籍料理 ★ とにかく広いのですぐに入れます。ランチの種類も多く、チーズハンバーグ定食は若い人に大人気！夜もいい。 

13 ラーメン二郎 ラーメン ★★★ 神保町名物といえば「ラーメン二郎」の長蛇の列！大雨の中でも並んでます。運がよければ入れるか？ 

14 炉端焼 
BECOSHNIN ベコ主任 炉端焼き ★★★ 「牛タン塩焼き麦とろ丼」950円がオススメ。ランチセットにはスープとデザートのケーキがつきます。 

15 ANGOLO イタリアン ★★ 店長の接客がとても丁寧。ランチはパスタセットで、パスタ＋お肉かお魚で選べます 

16 肉屋の正直な食堂 ステーキ ★ 500円ワンコインで肉料理の定食にありつけるお店。自分で焼いて食べます。 

17 全家福 新館 中華料理 ★ ナビットの隣のビル。1日20食限定のフカフレスープそば、ごはんは1400円と高いですがオススメ。 

17 富山氷見手延うどん 開元 うどん ★ 隣の隣のビル。数量限定ミニ懐石五膳980円は、本当にすぐに売り切れるので超早めに行かないと！ 

18 もちぶたや 沖縄料理 ★★ ランチはどれもおいしい。フーチャンプルー、沖縄そばのランチセットがオススメです。 

19 Osteria Appunto 
オステリアアプント イタリアン ★ オシャレでこじんまりしたお店。ランチはパスタとリゾットの組み合わせの2種類でスープもついて800円。 

20 レストラン鳴海 洋食 ★★ しっかりと洋食を食べたい人向け。ハンバーグ＋１品、もししくは生姜焼き＋１品というメニュー。 

21 九段一茶庵 本店 そば ★★★ 専修大学の脇にひっそりとある店。名物の五色盛りそば1800円はすぐに売り切れる。蕎麦茶もいい。 

22 ナンカレー カレー ★ ナンはお代わり自由で、14時過ぎでも空いています。インド人とネパール人が気さくに話しかけてきます。 
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靖国通り  

の○○○に店名を入れて検索してください！ 

※ご注意 全国チェーンのお店は除外しております。ご了承ください。 



ちょっと足を伸ばして白山通り周辺 
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※ご注意 全国チェーンのお店は除外しております。ご了承ください。 

ナビットはこちら 

至神保町駅 

No 店 舗 名 ジャンル オススメ度 コメント 

23 麺屋33 ラーメン ★ ｢濃厚豚骨魚介ラーメン塩エビ風味｣｢丸鶏旨味そば醤油」がオススメ。白山通り沿い。 

24 キッチンマミー とんかつ・フライ ★★ とにかくがっつり食べたい人にはオススメのボリューミーなお店。ランチ5種類は全部フライ系で800円！ 

25 魚河岸酒場 魚百 魚介料理・海鮮料理 ★★★ マグロのづけ丼、アジフライ、さわらの西京焼き、ほっけなど、魚料理が豊富でボリュームも満点で800円！ 

25 avocafe カフェ ★★ 世界で唯一？のアボガドがメインのお店。「spam丼」はスパムと温泉卵とアボガドの組合せが絶妙！！ 

25 ライスカレーまんてん カレー ★★★ カレー激戦区、神保町の中でも並んででも食べたいお店です。かつカレー600円がオススメです。 

26 鉄火炉火 ステーキ ★★★ 正に神保町の隠れ家的なお店。神保町には珍しいリッチなお店で、A4のステーキは絶品！ランチメニューもあり。

27 パンチマハル カレー ★★★ カレー激戦区、神保町の中で堂々の第1位を獲得！アジア各国を旅して作ったオリジナルカレーをお試しあれ！ 

28 うどん小麦 うどん ★★★ 自家製麺にこだわった立ち食いうどん屋。濃厚鶏白湯つけうどん味玉付は770円。太目の麺がオススメ。 

28 めんめん かめぞう ラーメン ★★★ ”新博多ラーメン”のお店。新博多ラーメンは替え玉１回がついて500円とリーズナブルな価格。 

29 チェゴヤ 神保町店 韓国料理 ★★★ 石焼ビビンバやダッカルビ丼、豆腐チゲなどがオススメ。ナムルが食べ放題で、ボリュームあり。 

29 ねこのしっぽ イタリアン ★★ どのメニューにもハズレがなく、特に生姜焼きがオススメです！店内も猫のイラストが一杯で可愛い♪ 

29 ランディ ハンバーグ ★★ 神保町の有名店。ひき肉を使用しないで細切りの肉をハンバーグにしているのが特徴。かなり混みます。 

30 
半ちゃんラーメン 
さぶちゃん ラーメン ★★ 半ちゃんラーメンを日本で初めて出したお店として有名なお店。よしもと興業の芸人が多数出没し、アド街の常

連。 

31 Caffe de Banff 喫茶店 ★ ランチは税込みで945円で高めですが、ゆったりとしたスペースで完全喫煙OKのお店。ランチは15時まで。 

32 
新潟カツ丼タレカツ 
神保町本店 カツ丼 ★★★ 珍しい新潟タレカツのお店。カツカレが起源なのでカツが薄く、サクサクのカツ以外ご飯の上にない丼。 

33 海南鶏飯 エスニック料理 ★★ 海南チキンライス850円がオススメ。揚げ鶏を頼むのがミソです。ランチはかなり混みあいます。 

34 とんがらし 天麩羅 ★★★ 知る人ぞ知る超人気店！老夫婦が切り盛りし、注文してから天ぷらを揚げてくれて、たった550円！ 

35 いもや 天麩羅 ★★★ 神保町だけでたくさんあります。名店中の名店！ピカピカの白木で食べる天ぷら定食650円は絶品！ 
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