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23/

in 高円寺南まつり

高円寺手づくり市
想いが詰まった手作り作品がずらり!
たくさんの「タカラモノ」に巡り合えるチャンス!
手づくり限定のフリーマーケット!!
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23/ 10:00～16:00
場所:高円寺中央公園

見
つ
け
る
!!

イルミネーション点灯式
冬の夜空を彩る豪華なイルミネーションが、ブラス
バンドの演奏と共に灯されます!
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/ 南商店会1６:30  PAL商店街18:00
場所:高円寺中央公園&PAL商店街

と
き
め
く
!!

串串フードコート
アイデアたっぷりの串が集結!!その場で食べてその場
で投票!!串を頬張りビールをグッと一杯やりながら楽
しめます!!
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23/ 11:00～16:00
場所:氷川神社

食
べ
る
!!

串串オンステージ
ライブ、パフォーマンス、ダンスなど
盛りだくさん！子供からお年寄りまで
楽しめるステージです!!  
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23/ 11:00～16:00
場所:南口駅前広場

盛
り
上
が
る
!!

串串バトル @kk_battle
有限会社HOT WIRE GROUP
TEL：03-3313-5589（串串バトル係）

※時間、演目などは余儀なく変更する場合がございます。

お問い合せ先

11月22日（土）23日（日）は、串串オンステージでパフォーマンス
を観たり、氷川神社のフードコートで美味しい串を食べよう！

11月8日～23日にかけて、参加店の美味しい串を食べ歩こう！
(参加店では300円までの「串串バトルメニュー」が期間限定で提供されています )

「グランプリ」「アイデア」「コストパフォーマンス」を決めて投票しよう！
投票者の中から抽選で豪華商品が当たるよ！
（投票は8日～23日の間で可能です）

無料のガイドブック（本紙）をゲット！Step1

Step2

Step3

Step4

串 串 バ ト ル の 楽 し み 方

なみすけとナミーもやってくる!!

なみすけとナミーもやってくる!!

フードコートでは
商店街対抗串串バトルも開催!!

フードコートでは
商店街対抗串串バトルも開催!!

バルーンアートやミュージカル紙芝居、
ミニワークショップなど
子供向けスペースも充実！！
家族みんなで串串バトルを楽しもう！！

ステージタイムテーブルステージタイムテーブル

日本の軽食ス
タイル「串」が

高円寺で進化
する!日本の軽食ス

タイル「串」が

高円寺で進化
する!52

有限会社HOT WIRE GROUP

串串バトルin高円寺南まつりへのご意見、ご感想をお聞かせ下さい。

有限会社HOT WIRE GROUP

開会式

阿波おどり
[弁慶連]

ダンス
[トモダチプロジェクト]

バンド
[プレタポルテ]

パフォーマンス
[劇団どろんこ座]

パフォーマンス
[ぐれキャラショー]

パフォーマンス
[回文ブルース]

パフォーマンス
[ストリートけん玉]

ミュージカル
[LALAWAY!]

杉八小学校音楽教室演奏

イルミネーション点灯

杉並学院吹奏楽部演奏

阿波おどり
[志留波阿連]

バンド
[プレタポルテ]

バンド
[ゴマアブラ]

パフォーマンス
[ぐれキャラショー]

パフォーマンス
[アイドルライブ]

パフォーマンス
[ストリートけん玉]

チアダンス
[TIGGERS DANCE TEAM]

閉会式
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串串フードコート串串フードコート

串串オンステージ串串オンステージ
南口広場では南口広場では

11月22日（土）、23日（日）11月22日（土）、23日（日）

氷川神社では氷川神社では

中央公園では中央公園では

が開催!詳しくは裏面へ!!が開催!詳しくは裏面へ!!

参加店参加店

高円寺手づくり市高円寺手づくり市

¥240
つみれ（しいたけ肉詰め串）

バリトラ高円寺本店

国産肉厚しいたけがバリうま!!

高円寺ガード下一美味しい焼鳥屋！
高円寺南3-69-1
17:00～24:00 不定休

03-3339-9486

¥280甘口キーマ！！串カレー

自由人酒場

自由人酒場×しげくに屋５５ベーカリー
（キーマ） （バケット）

甘口キーマ !!自由人カレー
高円寺南4-42-6
18:00～24:00 不定休

03-5305-6665

¥100絶品！煮つくね串

居酒屋かふぇ　じっこ

ごはんがほしくなる串

南国リゾート風居酒屋かふぇ
高円寺南3-58-22(4-5F)
11:30～1:00 なし

03-3317-7755

¥200宮崎名産豚ホルモン串

九州料理マルキュウ

やわらかく煮込み、特製みそダレに漬けた炭火焼

鶏、豚を中心とした炭火焼と九州の郷土料理のお店
高円寺南4-29-8
17:30～24:30 無休

03-3314-5515

17

¥150
やみつきサラダ串

晴れる屋

焼かない！揚げない！太らない？
食串（しょくし）て旨し、サラダ串

大人が「喰って、呑んで、楽しむ」酒場
高円寺南3-67-1 JR高架下1F
17:30～1:00（日祝～0:00） 第1・3日＋不定休

03-3330-6600

1

¥280タラレバの串カツ

タラレバ

大きく、うまい、店の裏メニュー

鳥肉好きの方のためのお店です
高円寺4-49-1
17:30～25:00 なし

03-5373-1007

5 9

¥300トンテキ串

筑前屋

ジューシーな国産肩ロース肉を串に刺しました！

芝浦直送やきとん・もつなべ　築地直送鮮魚の店
高円寺南4-28-7
17:00-26:00 不定休

03-5306-6040

16

¥280あぶらえ五平餅

BAR BAR

店主地元の岐阜県名物、荏胡麻を塗った五平餅!

通いたくなる高円寺の隠れ家的バー
高円寺南4-5-4(2F)
水～土 20:00～24:00 日～火

03-3317-7755

24

¥250濃厚チョコブラウニー串

tokyobike（カフェ併設）

人気商品のブラウニーです。コーヒーと一緒にどうぞ。

人と街を楽しむための自転車を作っています。
高円寺南2-51-4
平日12:00-20:00/土日祝12:00-19:00

月・火03-5913-7897

25

¥250キノコのポルペッティ

ピッツァマジョリタ

トマトで煮込んだキノコとひき肉のイタリア風肉団子

25cm石釜ピッツァ+前菜+ドリンクで￥650～
高円寺南3-23-19
11:30～14:30/16:30～21:30
(土日祝 11:30～21:00)

月曜(祝日の際は翌火曜)
03-6795-8338

26

¥300メキシコ牛BBQステーキ串

テキーラハウス

最高のコスパ！厚切りステーキ肉を特製ソースで

メキシコ料理とテキーラのお店
高円寺南3-23-19
17:00～1:00 不定休

03-6750-9439

27

¥150サクサクもじゃフランク串

焼きたてパンの店 ベルゲン

見てビックリ！食べてサクサクのカレー味！

9時から18まで1時間に1品以上焼きたてがあるお店
高円寺南3-21-14
9:00～22:00 水

03-3315-5567

28

¥300OSOZAIKUSHI

酒ごはん屋 あかね雲

店で人気のお惣菜を1口サイズで食べやすくお手軽に

お惣菜とお酒の美味しい酒ごはん屋
高円寺南2-19-22
19:00～24:00 日・水

03-6670-9206

29 丸山餃子製作所
安心・国産・みそダレ餃子

高円寺南4-28-10
12:00～14:00/18：00～23:00 無

03-5305-3085

本宮きらり
福島のふるさとの味を届けます

福島県本宮市糠沢字石神１１０－６ 0243-64-2420

¥240ピンチョでコラボル

ワイン酒場Collabor

仏・伊・西が一串の中で!!

仏・伊・西の3ヶ国が一度に楽しめるワイン酒場！
高円寺南4-26-5
火～土18:00～26:00
日・祝15:00～23:00

月曜、第2火曜
03-5929-7756

18

¥300串串ワッフル

ベリーベリースープ

デザートワッフルを串に刺しちゃいました。

食べるスープで頑張る女性を応援します。
高円寺南4-30-8
10:00～22:00 不定休

03-5929-7880

19

¥250ハツ串香草バターソース

新井屋

口の中がイタリア？一度食べたらやみつきです！

新鮮で種類豊富なホルモン屋
高円寺南3-57-6
17:00～2:00 月曜日（11月８日～１２日まで休み）

03-3315-3508

20

¥300アイスドッグ串

不思議な窓★優

小窓から売る、甘くて冷たいアイスドッグ！

小窓から売る甘くて冷たいドッグとえびカレーが大人気！
高円寺南4-24-4
11:00～19:00 無

03-3314-6998

21

¥140チキン山賊焼き

スリーエフ高円寺南4丁目店

食べごたえ満点！粗挽き胡椒仕立ての塩焼きチキン

「もちぽにょ」＆「挽きたてコーヒー」も大好評 !!　
高円寺南4-23-7
24時間営業 無

03-3317-7622

22

¥200ミニホタテ焼き串

魚家わさび

ミニホタテを自家製タレで焼きました

築地市場や沼津港直送の鮮魚を取り揃えています。
高円寺南4-8-5
12:00～14:00/17:00～24:00 無

03-6304-9890

23

¥300アツアツ海鮮串揚4本

丸金酒場

アツアツ海鮮バラエティー串4本

築地直送魚河岸料理
高円寺南4-26-16(B1) 
17:00～4:00 元日

03-3316-0353

13

¥300タンドリー串

花菜

ネパールのマサラで味付けした本格タンドリー

インド・ネパール料理
高円寺南3-58-25(2F)
11:00-23:00 年中無休

03-5306-1626

12

¥300
パティシエのチョコバナナ

パティシエジュンホンマ

阿波踊りで大好評だった
チョコバナナが再び登場！

すべての人に愛されるお菓子を、心を込めて作っています。
高円寺南4-28-10
10:00～21:00 不定休

03-5307-8004

14

¥200豚キムカツ串

リトルウィング

豚×キムチ　相性ばっちりガチマイウー

当店おすすめの串かつを是非お召しあがり下さい。
高円寺南4-25-4
18:00～26:00 月曜日 

03-3317-2134

15

¥300チーズフォンデュ串

アスタリスク

4 種のチーズを使った贅沢な味わい♪

ベルギー専門のカフェ＆バル
高円寺南4-45-2 (2F)
14:00～2:00 火曜日

03-3317-9188

10

¥300
ビフカツデミソース串

イタリアン酒場TOMBO

衣はカラッと中はレア!! 
特製デミグラスソースで

タパス20種ALL480円！  安くて美味しいイタリアン酒場
高円寺南4-45-2 (2F)
17:00～2:00 無

03-3315-2715

11

¥300
炭火鴨ローストのサラダ串

五弦（いづる）

蕎麦のかえしとワサビの和風ソース！
ジューシー＆ヘルシー！　

60種以上の芋焼酎を中心としたBar。手打ち蕎麦。
高円寺南4-42-2(１F)
18:00～24:00 不定休

03-5929-7859

6 7

¥300リア充の肉（燻製）

MT基地

上手に焼けました！

中二病の女子達と話せる「萌えない」オタクバー
高円寺南3-59-9
20:00～4:00 なし

03-6383-2330

8

¥300きりたんぽ

潮鶴B&M 

味噌と醤油の自家製きりたんぽ！

毎日築地に買い付け。炭焼が自慢。日本酒380円で提供！
高円寺南3-57-21(2F)
17:00～24:00位 不定休

03-3317-8337

2 3 サークルK高円寺南店

¥120焼き鳥
マイ上がるマロヤカ!!ウマサ!!

ヤバすぎる例のコンビニ
高円寺南4-44-8
24時間 無休

03-5378-5275

串串フードコートのみ参加

フードコート参加フードコート参加

フードコート参加

フードコート参加

フードコート参加

串串フードコートのみ参加

Check!!Check!!
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南商店会南商店会

西商店会西商店会
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23/
抽選で山形産の新米5kgを100名様にプレゼント！

抽選で山形産の新米20kgを3名様にプレゼント！

<参加店一覧>晴れる屋/潮鶴B&M/バリトラ高円寺本店/サークルK高円寺南店/タラレバ/五弦
自由人酒場/MT基地/居酒屋かふぇ じっこ/アスタリスク/イタリアン酒場TOMBO/花菜/丸金酒場
パティシエジュンホンマ/リトルウィング/筑前屋/九州料理マルキュウ/ワイン酒場Collabor
ベリーベリースープ/新井屋/不思議な窓★優/スリーエフ高円寺南4丁目店/魚家わさび/BAR BAR
tokyobike/ピッツァマジョリタ/テキーラハウス/焼きたてのパンの店ベルゲン/酒ごはん屋あかね雲
【各参加店に投票BOXを設置しています】●当選は引換券の発送をもってかえさせて頂きます。●商品の配送をご希望の場
合は着払いとなります。●グランプリは開票後、串串バトル公式ページ他にて発表！●11月23日（日）までに参加店に設置し
た投票BOXで投票するか、52円切手を貼って郵送してください。※24日（月）消印有効


