
場所：清水観音堂境内祭囃子と寿獅子

イベントスケジュール

3月27日 12:00／14:00 日

場所：清水観音堂前「緑をふやそう」草花市
3月25日金 ～4月10日日

～4月10日日
場所：不忍池畔青空骨董市

3月19日 10:00～20:00 土

～4月3日日
場所：噴水前広場うえの桜フェスタ2016

4月1日金

～4月17日日
場所：上野公園入口袴腰前高張提灯点灯

「東京オペラの森2016」

3月6日日

～4月17日日

東京•春・音楽祭

3月16日水

～4月10日日
場所：不忍池畔上野公園チャリティー似顔絵会

3月19日 11:00～17:00 土

インターネットで上野の桜情報をホームページで紹介。
（http://ueno.sakuramori.jp/ueno_sakura/kaika）

※開花状況により開催期間の変更もあります。

2016.３/19 sat     4/10 sun（予定）
（主催：上野観光連盟 後援：東部公園緑地事務所・台東区）

▶
 第67回うえの桜まつり

神輿の渡御

イベントスケジュール

入園時間：8:00～20:00(入園無料）

2月28日 13:00 中坂上出発 15:30 宮入日

カラオケコンクール 決勝 3月6日 12:00日

まといパレード 2月14日 11:00日

宝生会 奉納謡曲大会 10:00

2月13日　14日日土

2月20日　21日日土

2月27日　28日日土

3月5日　  6日日土

石川県奥能登物産展

2月15日月

熊本県物産展

2月8日　～3月8日火月東京都立工芸高校工芸祭作品展

青森県物産展

福島県物産展

薩摩琵琶の演奏 2月13日 11:00/13:00/14:00
演奏：櫻井亜木子（13日）、榎本百香（27日）

主催：古流松瀞会

主催：千代紙ゆしまの小林

湯島天満宮祭礼連合会青年部

立正佼成会文京教会 総勢100名

 主催：文京宝生会

主催：石川県能登町

主催：天草四郎観光協会（熊本県上天草市）

主催：平川市碇ヶ関商工会

主催：福島県中通り観光キャンペーン推進協議会

協力：㈱台東第一興商

土 土

生花展

梅の開花・その他イベント情報は公式HPをご参照ください。
http://www.yushimatenjin.or.jp/pc/ume/

2016.2/8 mon     3/8 tue▶
 第59回 湯島天神梅まつり

27日

2月20日土 日21日

和紙人形作品展示 場所：北回廊
和紙人形展 2月8日月 火～3月8日

（一般入場無料） 住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-37-9
電　　話　03-3831-5256
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-翌5：00
　　　　　（翌4：00L.O）

くりはら屋12

ハイボール1杯サービス
特 典梅と桜マップ

酒匠 絆屋

梅水晶(サメの軟骨梅肉和え)　　　500円（税抜）
日本酒 出羽桜(山形)　 　　 800円（税抜）

13

梅料理「サメの軟骨梅肉和
え」をサービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-37-9 黒島ビル 1F
電　　話　03-6806-0159
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　月曜～金曜18:00～27:00 
　　　　　　土曜日18:00～23:30

寄り処 つむぎ

じょっぱり白梅(日本酒)　 　　  600円（税込）

14

じょっぱり白梅
1杯サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島３-３７-２ 雄山ビル1F
電　　話　03-5817-8134
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　17:00～26:00
　　　　　 土曜日17:00～24:00

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
鶏ささみの梅あえ　 　　   600円（税込）
桜肉のしゃぶしゃぶ　 　　1,700円（税込）

ゆしま花月

かさねうめ単衣（ひとえ）　 　　  432円（税込）
かりんとう丸小缶（朱色缶）　 　  1,998円（税込）

15

なし
特 典梅と桜マップ

住　　所　文京区湯島3-39-6
電　　話　03-3831-9762
定  休  日　なし
営業時間　平日9：30-20：00　
　　　　　　土・日・祝日10：00-17：00

住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　文京区湯島3-43-11
電　　話　03-3834-3638
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-翌5：00
　　　　　（翌4：00L.O）

蕎麦角ヤ16

ハイボール1杯サービス
特 典梅と桜マップ

鶏ささみの梅あえ　 　　  500円（税込）
桜エビのおろしそば　　　　    800円（税込）

住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　台東区上野2-10-7
電　　話　03-3836-1901
定  休  日　なし
営業時間　月-土曜日16:00-23:30
　　　　    日・祝日   15:00-23:00

和食バル さしすせそ17

なし
特 典梅と桜マップ

厳選洋食さくらい 若18

なし
特典梅と桜マップ住　　所　文京区湯島3-40-7カスタムビル7F／8F

電　　話　03-3836-9357
定  休  日　なし
営業時間　  月-金曜 11:30～15:00(14:30L.O)　17：30-22：45（L.O22：00）

   土曜11：30-22：45（22：00L.O）　日・祝日11：30-21：45（21：00L.O）

住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ
住　　所　台東区上野1-7-3-B1
電　　話　03-5818-0887
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-翌4：00
　　　　　 （L.O翌3：00）

カドヤ黒門町スタンド19

ハイボール1杯サービス
特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
梅のお酒をつかったカクテル　  800円（税込）
桜のお酒をつかったカクテル　  900円（税込）

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　台東区上野2-11-19
電　　話　03-3832-0785
定  休  日　なし
営業時間                平日 11:00-15:00（14：30L.O） 17：00-22：00(21：30L.O）
　　　　    日・祝日 11:00-22:00（21：30L.O）

伊豆榮 不忍亭20

生ビール小または
ソフトドリンク1杯サービス

特 典梅と桜マップ

梅の香　  　　1,080円（税込）
桜御膳　  　   4,320円（税込）

若

梅弁当　 　　　　  3,000円（税込）

いただきコッコちゃん 上野店

ささみ串（梅大葉）　 　 1本150円（税別）
さくらミルク（アルコール入りカクテル）　 　 420円（税別）

21

お会計より10％OFF
特典

住　　所　台東区上野2-12-23 U・ONEビル2F
電　　話　03-5817-7160
定  休  日　なし
営業時間　月-木曜16：00-24：00 

金・土曜16：00-翌4：00  日・祝日16：00-23：00

梅と桜マップ

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　台東区上野4-4-3
　　　　　 ハトヤビル１号館B1F
電　　話　03-5816-0555
定  休  日　日曜
営業時間　18：00-翌4：00

Domaine Champ de Haut
（ドメーヌ・シャンドゥ）

22

燻製おつまみサービス
特 典梅と桜マップ

さくらワイン（ボトル）・チーズセット　3,000円（税別）

キッチンさくらい 若23

ミニデザート、飲物付
（14：30まで）

特典梅と桜マップ住　　所　台東区上野3-27-3ハトヤビル３号館6F／7F
電　　話　03-6240-1648
定  休  日　なし
営業時間　月-金曜11:30-15:00（L.O14：30） 17：30-22：45（L.O22：00）

　土曜11：30-22：45（L.O22：00） 日・祝日11：30-21：45（L.O21：00）

春のお花見弁当　 　　2,800円（税込）

住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　台東区上野4-9-7
電　　話　03-3831-0384
定  休  日　なし
営業時間　10:30～21:30（L.O.21:00）

あんみつ みはし24

「桜あんみつ」ご注文のお客様に
白玉トッピングサービス

特 典梅と桜マップ

桜あんみつ　  　　 630円（税込）

※「桜あんみつ」の販売は３月１日からの予定です

TOWA -麦酒と日本酒と蕎麦-

梅五目うどん　 　　  950円（税込）
桜天ざる蕎麦　　　　　　　1,400円（税込）

25

麺大盛り無料サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　台東区上野6-11-12
電　　話　03-5816-3934
定  休  日　なし
営業時間　月-金曜11：30-23：30（L.O23：00） 　　　　
　　　　　　土・日・祝日11：00-23：30（L.O23：00）

若 よろずや味噌漬け01 若

特 典梅と桜マップ

COFFEEリーム26

お会計より５％OFF

特 典梅と桜マップ

住　　所　台東区上野6-15-9 マルイ上野1F右角
電　　話　03-3831-3996
定  休  日　なし
営業時間　9：15-21：30

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）桜のモンブラン　 単品 650円（税抜）、コーヒー紅茶のセット 950円（税抜）

若

キッチンカドヤ

梅とネギのパスタ　  　　1,000円（税込）
桜エビと春キャベツのパスタ　1,000円（税込）

08

ハイボール1杯サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-46-9
電　　話　03-3834-7071
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-5：00（4：00L.O）

みつばち

白梅しるこ　  　　  790円（税込）
桜あんみつ　 　　  470円（税込）

11

白玉トッピング
サービス

※「白梅しるこ」「桜あんみつ」ともに提供期間あり

特典
住　　所　文京区湯島3-38-10
電　　話　03-3831-3083
定  休  日　なし
営業時間　2月まで 売店11：00-21：00 喫茶11：00-20：00　

3月以降及び土・日・祝日
売店10：00-21：00 喫茶10：30-20：00

梅と桜マップ

高やま

穴子の湯引き梅肉がけ　  　　　950円（税抜）
鯛の桜蒸し　  　　　800円（税抜）

10

なし

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-35-13
電　　話　03-5688-8599
定  休  日　日曜
営業時間　17：30-23：00（22：30L.O）

ピッツェリア アンゴロ

梅のジャムをつかったピッツァ　　1,000円（税込）
桜エビをつかったピッツァ　　1,000円（税込）

07

ハイボール1杯サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-36-8
電　　話　03-3831-8018
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-5：00（4：00L.O）

美酒喰処 湯島たけうち 若

白梅ガーリックライス（ローストビーフ添え）　 1,500円（税込）
桜チップでスモークした自家製ロースハム　 1,200円（税込）

06

梅酒
「湯島の白梅」1杯サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-35-8コア湯島1F
電　　話　03-3836-1398
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-24：00

十字屋商店 若

K18WG 梅のかたちをしたジュエリー
K18PG  桜のかたちをしたジュエリー

05

梅・桜商品10％OFF

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-35-8コア湯島1F
電　　話　03-3831-1085
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　平日10：00-19：00
　　　　　土曜10：00-18：00

すし初 若

特製梅巻・燗酒「羽前白梅」ぬる燗　 750円（税抜）
桜鯛・「桜」や「櫻」の由来の純米酒　 750円（税抜）

04

なし
特 典梅と桜マップ

住　　所　文京区湯島3-35-8コア湯島1F
電　　話　03-3831-4467
定  休  日　2/28
営業時間　11:30-14：00（13:30L.O）
　　　　　 16:30-22：30（22:15L.O）

つる瀬 若

ふく梅　  　　  200円（税込）
桜  餅　  　　  200円（税込）

03

500円以上お買い上げの方に
上用饅頭1個サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-35-8コア湯島1F
電　　話　03-3833-8516
定  休  日　月曜（月曜祝日の場合、火曜休）
営業時間　平日・土曜10：00-19：00
　　　　　日曜10：00-18：00

01

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　文京区湯島3-36-5
電　　話　03-3831-8285
定  休  日　3/13,20,21,27 日曜・祝日
営業時間　9：00-18：00

老舗 大佐和02

特 典梅と桜マップ

煎茶白梅　  　   1,188円（税込）
さくら湯呑　  　　1,080円（税込）

住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　800円（税込）
住　　所　文京区湯島3-32-11
電　　話　03-3836-3938
定  休  日　不定休
営業時間　10：00-18：00

よろずや味噌漬け01 若

なし

特 典梅と桜マップ

いわし梅煮（2本入り）　 　　 800円（税込）

ご来店のお客様全員に接茶
のおもてなしを致します。

バーカドヤ

梅のお酒をつかったカクテル　   700円（税込）
桜のお酒をつかったカクテル　   700円（税込）

09

ハイボール1杯サービス

特 典梅と桜マップ
住　　所　文京区湯島3-45-3
電　　話　03-3831-4775
定  休  日　日曜・祝日
営業時間　18：00-翌5：00
 　    （翌4：00L.O）

本鰆と道明寺で桜蒸し          　  680円（税別）
桜鯛の天豆包み揚げ 忍び香梅  750円（税別）

梅のメニュー提供店舗   桜のメニュー提供店舗 YOU若旦那のお店
YOUエリアを盛り上げる3、4代目の若旦那衆

若

※販売期間は3月1日～4月10日頃(予定)

　  梅メニュー 2/8～3/8　  桜メニュー3/19～4/10 特別メニュー提供期間 特典 2/8～4/10 
※店舗によって異なる場合がございます

※限定10食

梅の香桜御膳

若

若

※特典をご注文の際は当マップを店舗スタッフへご提示ください。 


