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海と丘に囲まれた

魅力いっぱいの磯子の街へ。
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キムチチャーハン
【H25認定】

プリン
【H23認定】

カスタードクリーム
コッペ
【R1認定】

みたらしだんご
【H23認定】

クッキー詰め合わせ
【H25認定】

湯だね食パン
【H25認定】

ほうれんそうカレー
(サグチキンカレー) 
【H23認定】

やみつきキムチチャーハン
　独特の味付け、焼き方で仕上げた逸品。大阪鶴橋から取り寄せた

キムチと米にもこだわったキムチチャーハンは、他では食べられない濃

厚な辛うまの味でやみつき必至。テラス席もあるお洒落な店内は、お

一人からグループでも。価格:テイクアウト950円、イートイン968円 

店内には常時30種類以上の
クッキー
　店内にはクッキーが所狭しと並び、

クッキ一好きにたまらない空間。緑

茶・ほうじ茶・キャロブなど、他では

見ないオリジナルクッキーも豊富。

無添加で手作りのやさしい味はお

土産にも最適。

価格:241円(5～6枚入り)

香り高い、ふわふわ食パン
　焼きたてをカットせず1斤そのまま

で販売。ふんわりもちもちの食感は

パンを食べる幸せを存分に味わうこ

とができます。トーストすることで、サ

クッ・もちっとした焼きたての食感も。

数量に限りがあるので、売り切れの

際はご容赦ください。価格:200円

やっと出会えた、正統派プリン
　基本のレシピを忠実に守り、材料も

卵・牛乳・バニラと非常にシンプル。卵

の味がしっかり楽しめて、子どもの頃に

食べたプリンを思い出す、ありそうでな

かった味わいに大人の方もハマるはず。

価格:300円

ふわふわコッペと甘さ控えめカスタードが絶妙
　たまご感しっかり、甘さは程よく控えめ、柔らかくなめらかな口

どけのカスタードは、開店当初から文句なしの一番人気！ホイッ

プやフルーツとの相性も抜群なので、組み合わせた商品も多数

ありますが、まずはこちらをお試しください。

価格:テイクアウト216円、イートイン220円

知恵と工夫でさらにおいしく
　定番の和菓子を、素材と製法に磨

きをかけてひと味違う逸品に仕上げ

ました。上質の米でひいた上新粉で

作ったお団子に、甘辛のたれをたっ

ぷりと。独自製法により吉野葛でと

ろみをつけ、ほどよい焦げ目も香ば

しくて美味。価格:110円  

翡翠色したやみつきカレー
　本場インド人コックが作るインドカレーは、ほうれんそうの

緑が鮮やか。野菜本来の旨みや甘さが生きていてマイルドな味

わい。辛さの調節もでき、お子様から年配の方まで幅広く愛さ

れています。

価格:ランチテイクアウト700円、ランチセット(ナンかライス、サ

ラダ、ドリンク付)880円、夜1,050円(全て税抜き)

2

04 05

お好み焼ころんぶす 根岸店
　磯子区西町 14-3　　751-9449
　11:30～14:30(土･日･祝～15:00)、
　17:00～21:30(金～22:30、土15:00～22:30、日･祝15:00～21:30)   
    月曜日(祝日の場合は火曜日) 

田邊屋
　磯子区西町 3-15　　753-8261
　9:00～17:00
    月曜日(祝日の場合は火曜日)

Pa･Pan ( パ・パン )
　磯子区坂下町 8-28  　  751-8707
　11:00～12:30、13:30～16:00
    火･木･土･日･祝
※湯だね食パンは午後のみ販売

タージタンドール
　磯子区東町 12-25　　755-1757
　11:00～15:00、 17:00～22:30　　なし

3

グァテマラ(コーヒー)
【H23認定】

ほっと一息、琥珀色の至福
　13種類の炭火焙煎珈琲がそろい、

注文が入ってからその都度、豆を挽い

て丁寧にドリップしています。好みの

カップで香り豊かな珈琲を味わうくつ

ろぎのひとときをどうぞ。香りを楽し

んでほしいから店内は禁煙です。

価格:500円(1杯)、650円(100g) 

柴原珈琲店
　磯子区原町 9-17　　754-0585
　10:00～18:00　　火曜日･水曜日

第 2クッキー専門店
　磯子区原町 7-9　　294-0804
　9:30～19:30        水曜日

ル・ウィークエンド
　磯子区西町 8-15　　751-9020
　10:00～19:00　  火曜日

コッペパンハウス パン屋のオヤジ
　磯子区西町 14-3  1 階　　353-3351
　7:00～18:00  ※売切れ次第終了　　日曜日･月曜日･第3火曜日
    https://www.instagram.com/panyanooyaji/   
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臨海部エリアの見どころ
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ＪＸＴＧエネルギー株式会社 根岸製油所

【問合せ】磯子区鳳町1-1　　757-7111　FAX: 757-7117　
　https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/about/branch/negishi/refinery/

　原油からガソリンや灯油、軽油などの製品を製造。見学会では、製油所の概要、石油精製方法、環境や安全に対する
取り組みなどを紹介します。

日清オイリオグループ株式会社
横浜磯子事業場

南部水再生センター

株式会社東芝 横浜事業所

【問合せ】磯子区新森町1　　757-5030　
【工場見学について】予約･問合せ:757-5038（3カ月前から2週間前までに

要予約）、見学期間:通年平日（開始時間10時/13時30分、各回約90分）、
定員:10～40名、年齢制限:小学生以上　
　https://www.nisshin-oillio.com/factory/

　食用油やミールのほか、加工油脂、化粧品原料などを
製造。工場見学では、食用油の生産工程を紹介するほ
か、工場敷地内をバスで巡回します。その他、「春まつり」、
「夏まつり」などのイベントも開催しています。

　横浜市で2番目にできた下水処理場。施設見学では、
汚れた水がきれいに再生される過程を見ることができます。
見学は平日のみ。

【問合せ】磯子区新杉田町8　　770-3111　FAX: 770-3179
　https://www.toshiba.co.jp/contact/guide/map/yokohama_com.htm

【問合せ】磯子区新磯子町39　　761-5251　FAX: 754-2367　
　https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/center/saisei_center/nanbu/05wtc.html

　JR新杉田駅前とJR磯子駅前に2つの拠点。杉田地区
では金属材料部品の開発・製造、ハードディスクドライ
ブの設計・開発、発電所の研究開発・設計、半導体製造
装置の開発・製造など、磯子地区では生産技術に関する
研究・開発などを行っています。杉田地区では、近隣の
皆さまもご参加いただける「夏まつり」を開催しています。

ＪーＰＯＷＥＲ（電源開発株式会社）磯子火力発電所

【問合せ】磯子区新磯子町37-2　　750-0655　FAX: 750-0654
【発電所　】https://www.jpower.co.jp/bs/karyoku/open_day/isogo.html 【見学施設　】https://www.jpower.co.jp/isogo_ep/

　石炭を燃やして蒸気をつくり、その蒸気の力で電気をつくる火力発電所。「ISOGOエネルギープラザ＆はまかぜ広場」
は、予約不要・入館料無料。“J-POWERまつり”や夏休みの子ども向けイベントでは、発電所の見学もできます。
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牧場の便り
【H23認定】

三角コロッケ
【H25認定】

昆布の佃煮
【H23認定】

ハヤシライス
【H23認定】

ポテトフライ
【H25認定】

タンメン
【H23認定】

モン・ブラン
【H23認定】

タンシチュー
【H23認定】

ハンバーグ日本風
【H25認定】

大学いも
【H25認定】

初体験のとろけるチーズケーキ
　なめらかなクリームチーズを使い、口溶けのよさを極め

た純生チーズケーキです。濃厚なのにしつこくなく、とろっ

とした初めての食感をお楽しみ下さい。鮮度を保つため

冷凍でお渡ししています。地域発送も可。価格:230円 

いつでも揚げたて懐かしの味
　注文を受けてから揚げてくれるの

でいつでも揚げたて。岡村で50年

以上愛されている惣菜屋さんが作る

ポテトフライは、ほくほくにふかした

ジャガイモを高温の油でカラッと揚

げた逸品。その場でも食べられるの

で部活帰りの学生にも大人気。

価格:110円(10個)

栗の風味豊かなご褒美スイーツ
　「モンマルト」は、地元で天神様として親しまれている

岡村天満宮の入口に佇む洋菓子店。栗のかおりがふんわ

り香り、隠し味にホワイトチョコレートを使用。まさに大

人の「モン・ブラン」。贅沢な逸品です。価格:360円 

根岸橋の商店街で50年の古参
　昭和の雰囲気そのままに、変わら

ぬ味と良心的な値段で庶民に愛さ

れる中華料理店。喉越しのいい自家

製麺は、食べ進めていくうちにいい

具合に旨み凝縮のスープが染みて味

わいがアップ。野菜の量も太っ腹です！ 

価格:650円

肉々しいハンバーグを味わう
　滝頭の住宅街にひっそりたたずむ、

知る人ぞ知る名店。父親から引き継

いだ門外不出の日本風ソースとしっ

かりした肉の味のするハンバーグが

味わえます。生姜焼きや手作り抹茶

ババロアもおすすめ。座敷もあるの

で、子連れでも安心です。価格:テイク

アウト1,150円、イートイン1,180円  

素材の味を生かした名物コロッケ
　ガチでうまい横浜の商店街コロッケ

No.1決定戦「ガチコロ！」で金賞を受

賞したハマの名物！じゃがいもにこだ

わった伝統の味は子どもからおばあち

ゃん、おじいちゃんまでみんなに愛され

ています。なぜ三角なのかは…わかりま

せん。価格:100円(特売日90円)

朝も夜も食卓にこの逸品！
　釧路産の昆布を使い、ホタテ貝柱のダシがふんわり香る

上品な佃煮。やさしい甘口に炊き上げていて、どんどん箸

が進みそう。白いごはんと合わせればおかわり必至。お酒の

肴にも重宝する食卓の人気者です。価格:230円(100g)

食通も唸る無敵のハヤシライス
　磯子の隠れた名店「たじま」。仕

込みに約2週間かけるソースは、素

材のエキスが凝縮されてコク豊か。

大きな角切り牛肉がゴロッと入って

食べ応え十分。数に限りがあるので、

売り切れの際はご了承ください。

価格:1,320円 

滝頭で50年以上愛される味
　店主が長年手作りでつくり続けて

いる味は、3世代にわたり通う人も。

カリカリっとした表面にかかったたれ

は優しい甘さ。一口食べれば、口の中

がほっこり。もちろん無添加です。夏

場は美味しい芋が手に入らないので

お休みです。価格:130円(100g)
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モンマルト
　磯子区岡村 2-11-35　　753-6366
　9:00～19:00　　水曜日 

西洋料理 たじま
　磯子区広地町 1-12　　751-5926
　12:00～14:00(LO)、17:00～20:00(LO)
    月曜日･火曜日

はまや髙木食品店
　磯子区久木町 20-5　　751-7610
　9:00～19:00  　  毎月9･19･29日　
※昆布の佃煮は8の付く日のみ販売

手間ひまかけた匠の味
　浜マーケット入口の2階にあり、本格洋食を作り続けて

35年。じっくり煮込み、素材の旨みが溶け出した滋味豊

かなソースと、とろけるほどやわらかいタンは秀逸。食べ

れば誰でも思わず笑顔に。価格:1,400円

カフェレストラン洗濯船
　磯子区久木町 20-3　　753-6144
　11:00～15:00、17:00～21:00  　
    毎月9･10･19･20･29･30日

平和楼
　磯子区丸山 2-10-11　　751-3416
　11:00～14:30、17:00～20:30　　日曜日

芋や
　磯子区丸山 2-25-17　　753-0683
　11:00～16:00　　日曜日･木曜日
※6～8月は休業

岡本惣菜店
　磯子区岡村 3-5-16　　751-4453
　11:00～14:00、16:00～19:00
　月曜日

レストラン・シン
　磯子区丸山 2-20-10  1階　　753-9702
　11:00～16:00　  月曜日、第2･第4日曜日
    https://www.restaurantshin.com/

欧風菓子 フリアンドール
　磯子区岡村 4-23-6　　761-3170
　9:00～19:00　　火曜日       https://m.facebook.com/friandor

グルメショップ・カネヒラ
　磯子区久木町 20-4　　752-2943
　10:00～18:00　  毎月9日･19日･29日



A 横浜市電保存館

【開館時間】9:30～17:00（入館は16:30まで）　【休館日】月曜日(祝日の場合は火曜日)、年末年始
(12/9～1/3)※春休み･夏休み･冬休み期間中は月曜日も開館　【入館料】大人(高校生以上)
300円、3歳から中学生100円　【問合せ】磯子区滝頭3-1-53　　754-8505　FAX: 754-8507
　https://www.shiden.yokohama/

【開館時間】9:00～17:00(10～3月は～16:00)
【休館日】月曜日(祝日の場合は火曜日)、年末年始(12/28～1/4) 【入館料】無料  
【問合せ】磯子区岡村4-11-22　　761-4571　FAX: 761-4603　

　https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/sandd/

　“ちんちん電車”の愛称で親しまれ、横浜市民
の足として活躍した「横浜市電」。館内には、実
際に乗車できる７両の市電車両のほか、停留所
標識、敷石を当時の姿で展示しています。
　歴史展示コーナーでは「横浜の発展と都市
交通のあゆみ」をテーマに横浜の歴史が学べ
ます。また「鉄道ジオラマ」や運転が体験でき
る「市電シミュレーター」なども楽しめます。
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岡村・滝頭エリアの見どころ

B 三殿台遺跡・横浜市三殿台考古館
　小高い丘の上に残る、縄文・弥生・古墳時代のムラの跡(国
指定史跡)。復元住居はかや葺きの竪穴式で、中に入ることが
できます。古代人の生活が体験できる各種体験教室も開催。
　また、岡村出身のフォークデュオ「ゆず」のCD「すみれ」ブ
ックレットにも登場しました。

C 岡村天満宮 D 岡村公園

【問合せ】磯子区岡村2-13-11       　751-2008      
　http://okamura-tenmangu.com/

【問合せ】磯子区岡村2-17　　751-4375　FAX: 751-2292
　https://www.kanagawaparks.com/okamura/

　 岡 村天 満 宮は、源
頼朝の家臣が 京都の
北野天満宮の分霊を
祀ったことが始まりと
伝えられています。現
在は学問の神様として、
合 格 祈 願の人々を集
めています。境内には
「撫でれば患部の苦
痛が除かれる」という
石の牛像もあります。

　天神道路西側の「岡村梅林」では、散策路を歩きながら約
150本の梅が鑑賞できます。野球場やテニスコートがある東
側の高台からは、横浜ランドマークタワーや富士山などを臨
むことができます。夜景スポットとしても知られています。
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金剛院

宝生寺

弘誓院

宝積寺市立横浜
商業高校
別科

密蔵院

真照寺

日枝大神

金蔵院
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岡本総菜店

レストラン・シンレストラン・シン

グルメショップ・カネヒラ

西洋料理
たじま

はまや髙木食品店

カフェレストラン
洗濯船

平和楼

モンマルト

岡本惣菜店

グルメショップ・カネヒラ

西洋料理
たじま

はまや髙木食品店

カフェレストラン
洗濯船

芋や芋や

平和楼



磯子・屏風ヶ浦・汐見台エリア ー磯子の逸品ー

26
グーテシュー

【H25認定】屏風ヶ浦の本格派パティスリー
　シュー皮の表面にあしらわれたゴ

マが香る、サクサクシュークリームは

店名を冠した看板商品。独自の割合

で配合されたカスタードと生クリーム

は、食感を楽しめるよう注文してから

詰めてくれます。旬の果物を使用した

季節のケーキも楽しみ。価格:248円 
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ごまだれ餅
【H23認定】

とろりあふれる濃厚ごまだれ
　コシがあってもっちりとしたお餅の中から、香ばしいごま

だれがあふれ出します。一口大の食べやすさも手伝ってつい

手が伸びる、老若男女に好まれる逸品です。全国配送でき

るので贈り物にもおすすめ(冷凍便)。

磯子風月堂
　磯子区磯子 2-21-7　　751-0200
　9:00～18:30(日曜日･月曜日～17:00) 　  なし
    https://www.isogo-fuugetudou.com/  
   

25
お好みランチ(8貫)
【H23認定】

お客様の笑顔が見たい一心で
　「好きなネタを食べていただきたい」という思いから誕生したうれし

い逸品。その日仕入れた新鮮なネタからお好みで8貫選べ、茶わん蒸し

と味噌汁が付いてこのお値段！旬の魚を味わいたいなら、迷わず「奴

寿司」へ。価格:1,760円 

パティスリー アン・グーテ
　磯子区森 3-3-17　　752-4173
　11:00～19:30　
    水曜日･隔週火曜日

奴寿司
　磯子区森 3-3-17　　753-1263
　月～金11:00～15:00･17:00～22:00、土11:00～22:00、日11:00～21:30  　
    なし(寿司カウンターのみ火曜日休み)

22
かき揚げ丼

【H25認定】

揚げたてを食す幸せ
　磯子駅からほど近い場所にひっそ

りとたたずむ「井筒」。少し敷居が高

いかな？そんな心配は無用です。暖

簾をくぐると店主夫婦の温かい笑顔。

かき揚げはたっぷりの海老と三つ葉

で、もちろん揚げたてサケサク。夜は

カウンターで揚げたて天ぷらに酔い

しれてほしい。価格:1,650円

天ぷら活魚 井筒
　磯子区森 1-2-1 同潤会磯子ハイツ 104 号
　752-2220
　11:30～14:00、17:00～21:00　　水曜日

磯子丼
【R1認定】

古き良き磯子の海を凝縮した
海鮮丼！
　埋立て前の海岸でとれたシャコ、

穴子、あさり、海苔がのった海鮮丼。

鮪の大トロ、中トロ、赤身も助っ人で

入り、豪華な逸品に。毎月15日を磯

子丼の日として、限定20食まで550

円で提供しています。

価格:1,100円

20

大福
【H25認定】

白幡商店街で50年
　材料にこだわり、あんからすべて

手作りの大福はやさしい甘さでこれ

ぞ正統派。開店以来変わることな

く、もち米を蒸し、つきあげた餅につ

つまれた上質の粒あん。日本に生ま

れてよかったと思えるお味。店頭で

は季節に応じたお菓子のお話も。

価格:110円

24

御菓子司  光永堂
　磯子区森 3-14-33　　751-0216
　8:30～18:00     木曜日･第3金曜日

23
マロン

シャンテリー
【H25認定】

屏風ヶ浦の気さくな町のケーキ屋さん
　生クリームと栗を贅沢に使ったこちらの逸品は濃厚でまろ

やかな味わい。栗の旨みがしっかり味わえるお店の看板商品

です。気軽に入れて、気軽にしゃべれる町のケーキ屋さんを

目指していると語る店主夫妻の気さくな人柄も魅力です。

価格:420円

21
キムチチゲ
【H23認定】

辛いだけじゃないダシの旨みが決め手
　味付けは塩だけでも十分においしい、濃厚牛ダシスープを使用

しています。ダシの旨みがしっかり感じられて、辛いものが苦手で

もどんどん箸が進むと評判です。ざっくばらんな家庭的な雰囲気

の中、本場の味を楽しめます。価格:(小)1,980円、(大)2,970円 

韓料理 夢回廊
　磯子区森 2-1-14　　754-4011
　11:30～14:00、17:00～23:00　　日曜日、第1･第3月曜日
    http://www.yumekairoh.jp/    

 

和食処 ひぜんや
　磯子区磯子 2-20-50　　751-8441
　11:30～14:30、17:00～21:30       月曜日
    http://www.ikeyariika.com/   
  

マロン洋菓子店
　磯子区森 4-7-9　　753-2566
　9:30～20:00　　木曜日･第4水曜日(ただし祝日営業)
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磯子・屏風ヶ浦・汐見台エリアの見どころ

【問合せ】南部公園緑地事務所　　831-8484　FAX:　 831-9389（公園内から久良岐能舞台へ
抜ける道の開門時間は9:00～16:30 《久良岐能舞台の休館日･雨天時は閉門》）

　久良岐公園は港南区と磯子
区にまたがる広大な公園で、
春の梅や桜、夏の棚田の緑、
秋の紅葉など四季を通して自
然の景観を楽しむことができ
ます。

　 戦後の闇市
が発展してできた
レトロな味わい
のある商店街。
アーケードを歩
くと、今も昔と変わらない温かい雰囲気が感じら
れる貴重な場所です。「8」の付く日と27日と土曜
日は、特売日。「9」の付く日は定休日。 【開館時間】9:00～22:00（夜間利用がない時は～17:00）　【休館日】年末年始、原則とし

て第3月曜日　【問合せ】磯子区岡村8-21-7　　761-3854　 FAX: 754-4050
　http://www.kuraki-noh.jp/

　久良岐公園北側の閑静な日本庭園の中にある、大正6年に東京日
比谷に建てた能舞台を移築したもの。幾多の人間国宝を育んだ能楽
振興の拠点。催し物のない日には、見学することができます。初心者
向けの能楽講座や能装束展、コンサートなど幅広い企画が催されてい
ます。庭園に設けられた水琴窟の音色にも耳を澄ませてみてください。

C 久良岐公園

浜マーケット

D 久良岐能舞台

E

B

A 旧東伏見邦英伯爵別邸
（貴賓館）

【利用できない時間】深夜1:24～3:51　【利用料】片道52
円（スイカ･パスモのみ、現金不可）※未就学児は無料

【問合せ】磯子タウンマネジメント倶楽部　
　750-4171　FAX: 750-4172

　https://www.hama-market.com/

　ＪＲ磯子駅からのアクセスには、高台までの約
60mを一気に昇ることができるブリリアシティ横
浜磯子のグランドエレベーターが便利です。
　東伏見邦英伯爵（久邇宮家から臣籍降下し
た人物）が、昭和12年に建てた別邸で、戦前の
横浜の別荘建築の代表として市の歴史的建造
物に認定されました。

ブリリアシティ
横浜磯子の
グランドエレベーター

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/midori-koen/koen/koen/daihyoteki/kuraki/kuraki.html
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杉田エリア　ー磯子の逸品ー
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27

ドラの
ロールケーキ
【H23認定】

クリームメロンパン
【H23認定】

モスコミュール
【H25認定】

鮮魚のブイヤベース
【H25認定】

唐マヨ丼
【H25認定】

ランチコース
【H23認定】

杉田梅の
梅干し
【R1認定】

ジャンボ
メンチカツ 
【H25認定】

ハンバーグ定食
【R1認定】

梅さやか
【H23認定】

シンプルでも忘れられない味
　「お客様の顔を思い浮かべながら心を込めて」がモットー

の「ドラ アン フルール」は、手作りのケーキと焼菓子が自慢。

しっとり生地と甘すぎないクリームは、シンプルなのに記憶

に残るバランスの取れた味わいです。価格:300円

だれでもウェルカム！
あったか居酒屋
　自家製の唐揚げに黒煙秘伝の焼

鳥のタレを回しかけたボリューム満

点の丼ぶり。マヨネーズ、ネギ、のり

がのった一度食べたらやみつき必至

の味です。お酒の〆として、夕飯とし

ても。女性一人でも気軽に立ち寄れ

るアットホームな雰囲気もうれしい。

価格:700円

果肉たっぷり＆すっぱい杉田梅の梅干し
　かつて磯子の地に多く植えられていた杉田梅。その実は

大きく、クエン酸が強く、塩漬けにすると昔ながらのすっぱ

い・しょっぱい梅干しが出来上がります。梅干しには抗菌作

用、整腸作用などの効果が確認されています。スズキヤ新

杉田店･磯子店、Hobby Lobby(ホビーロビー)らびすた新杉

田店でも購入できます。価格:梅干し(赤)600円/100ｇ、梅

干し(白)500円/100ｇ(いずれも税抜き)

ランチタイムは満席必至！
　「1,500円でこんなに！?」と喜び

の声が続出中。彩り豊かな前菜盛り

合わせ、ボリューム満点のメイン、最

後まで期待を裏切らないデザートな

ど、「一品一品こだわり抜いたランチ

コースをリーズナブルに」という心意

気に拍手。価格:1,530円 

絶品デミグラスソースがけ、
真心をこめた手づくりハンバーグ
　牛7:豚3の割合の厳選された合い

挽き肉とタマネギを、真心をこめてよ

く練りこんだ手づくりのハンバーグ。

自家製デミグラスソースとの相性は

バッチリです。生野菜も添えてあり、

栄養バランスのとれた、おすすめの

逸品です。価格:900円 

老舗ベーカリーのロングセラー
　パンなのにケーキみたいにやわらか

なメロンパン。外側はクッキー生地の

ようにサクッと香ばしく、中はしっとり。

濃厚なカスタードクリームがたっぷり

詰まっていて、最後の一口までおいしく

食べられます。価格:129円

しっとり落ち着ける大人の空間でほっと一息
　自家製の生姜漬けウォッカを使用したこちらのモスコミュー

ルは、しっかり効いたライムとグラスを傾けるたび鼻をくすぐる

大振りのミントの爽快感がたまらない。ゆっくりくつろいでもら

いたいと語るバーテンダーとの会話も大きな楽しみです。

価格:1,300円

おいしいもの＋お腹いっぱい＝
“1+11”
　生粋の杉田っ子が作るブイヤベー

スは新鮮な魚を一匹まるごと使った

迫力満点の逸品！おいしいものをたく

さん食べてほしいと語る店主の作る

料理は、ジャンルにこだわらないか

ら「杉田料理」。ワインも豊富、お好み

を伝えてみて。通いたくなるお店です。

価格:1人前1,300 円～(税抜き)

※注文は2人前から 

後味もよく品のある甘さ
　ほどよい甘さの桃山餡(白餡に卵黄

を練り込んだもの)と爽やかな梅が出

会い、上品なハーモニーを奏でるお

菓子。その昔、梅林で有名だった杉田

の歴史を次の世代に伝えていきたい

という、ご主人の磯子愛が詰まってい

ます。価格:190円(税抜き)

30
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ドラ アン フルール
　磯子区杉田 1-20-21　　771-1468
　11:00～19:00　　日曜日、月曜日不定休

杉田料理 1+11( けい )
　磯子区杉田 2-1-8 塚田ビル 1 階　　308-6552
　12:00～14:30(平日のみ)、 18:00～24:00
    月曜日

グルメとよ
　磯子区杉田 1-17-1-204 プララ杉田 2 階 　　  
    772-3736
　火～金11:00～21:30、
    土･日･祝11:00～21:00       月曜日

金喜屋
　磯子区杉田 1-16-7　　771-2651
　7:30～20:30　  日曜日・祝日

お肉たっぷり、肉屋のメンチ
　肉屋なので肉はドンと出したいという女将さんの言葉ど

おり、肉のうまみが詰まったメンチカツ。大きめなサイズで

ご飯のおかずにもピッタリです。店頭には唐揚げ、コロッケ、

手羽先などたくさんのできたてお惣菜も。自家製チャーシ

ューも絶品。価格:120円

肉の石川
　磯子区杉田 1-16-9　　771-5598
　9:30～19:00　   火曜日

菓子一
　磯子区杉田 1-12-29　　771-7659
　9:00～18:30(日曜日～18:00)　　
　不定休

黒煙～kokuen～
　磯子区新杉田町7-9 YGGレジデンス新杉田102号　
　349-5570
　17:00～23:00     　日曜日･祝日

パレ・ド・バルブ
　磯子区杉田 1-9-13　　773-2981
　11:30～14:00(LO)、17:30～21:00(LO)　　　
　月曜日       https://www.barbe.co.jp/  
   

Cafe & Bar X-RAY 杉田店
　磯子区杉田 3-11-12　　298-2636
　11:00～15:00、18:00～26:00  　  不定休
　http://www.bar-xray.com/

横浜 旬・菜・果
　磯子区杉田 9-1-16　　090-8052-3478
　10:00～17:00　　不定休       http://shunsaika.yokohama/ 





洋光台・上笹下エリア ー磯子の逸品ー

44

40

41

43

アルバートブレンド 
【H25認定】

五目焼きそば
【H23認定】

チキンカレーパン
【H25認定】

ダブルチーズバーガー
【R1認定】 カラッと揚がった絶品力レーパン

　じっくりと妙めることで野菜の甘さ

が引き出されたカレーはスパイシーだ

けど辛さを抑えた本格的な味わい。

揚げたてを頬張ればとろけ出るカレ

ーとごろっと入ったジューシーなチキ

ン！できたてが並ぶよう、回数多く揚

げているというのもうれしい。

価格:237円

くつろぎの空間で薫り高いコーヒーを
　ダブル焙煎の豆を使用した薫り高いコーヒ

ーは注文ごとに珈琲豆を挽き、サイフォンで

抽出した一杯。奥深い味とコクで、くつろぎ

のひと時を約束してくれます。落ち着いた雰

囲気の店内はゆっくり時間が流れ、ついつい

長居をしてしまいそう。

価格:440円(1杯)、880円(200g)

腹八分目ではやめられない！
　麺が見えないくらいどっさりと野

菜がのったお店の看板メニュー。具

材をかきわけてたどり着いた麺もボ

リュームいっぱいで、必ずや満腹感

をお約束します。夜は焼き鳥など日

本料理も格安で提供しています。価

格:660円 とろとろチーズたっぷりの、ボリューム満点ハンバーガー
　分厚いハンバーグとたっぷりのとろけたチーズを、手作りバンズで挟ん

だビッグなハンバーガー。これだけのボリュームでこの価格には驚きです。

ポテトとドリンクがついたセットがおすすめです。

価格:テイクアウト695円(税抜き)、イートイン682円（税抜き）
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富貴
　磯子区洋光台 3-13-4-101　　352-8089
　11:30～14:30、17:00～23:00
    ランチのみ土曜日･日曜日休み

イル・デ・パン
　本    店 : 磯子区田中 2-25-6 黒川ビル 101
    杉田店 : 磯子区杉田 1-12-27
    本店 771-9689、杉田店 349-5065
　本店 8:00～18:00、杉田店 10:00～19:00
　月曜日･火曜日(ただし祝日営業)

38
２種盛りカレーセット
【H25認定】

顔より大きな自家製ナンに
思わず笑顔
　7種類から2種類選べるカレーは、

辛さも選べて本格的。中でもインド･

ネパールの家庭の味を楽しめる日替

わりカレーは是非選んでみてほしい。

おつまみや生ビール(299円)が楽しめ

るディナーもおすすめです。

価格:850円

サフロン
　磯子区洋光台 3-13-5-105　　367-8455
　11:00～15:00、17:00～22:30　　
    なし

アルバートコーヒー
　磯子区洋光台 3-13-4-109　　
    831-6233
　9:00～19:30　  
    不定休(月1回程度)

39

42

洋光台ハンバーガー
【H23認定】

お好み焼
【H25認定】

焼き餃子
【H25認定】

キャベツたっぷりのお持ち帰
り専門店
　薄く引いた生地にキャベツをたっ

ぷりのせた広島風お好み焼は、豚玉

の具だくさんで栄養たっぷりの逸品。

ベンチもあるので焼き立てをすぐ食

べることができるのもうれしい。あん

こがギッシリ入った鯛焼きも◎

価格:350円

洋光台で上品な中華に出会う
　モチモチの皮に包まれた餡には春

雨が入り、楽しい食感。さらに醤油

をつけずにチリソースで食べる新しい

味は、やみつきになるうれしい発見です。

明るく開放的な店内で女性でも気軽

に入れます。ホテル出身のオーナー

シェフの上品な中華をぜひ！

価格:390円(5個入、税抜き)

パンから手作り、これぞ専門店の味
　11種のスパイスで旨みをプラスし

たパティはボリューム満点。そこに特

製ソースとオリジナルブレンドのチー

ズをトッピングし、パンもパティに合

わせて手作りする究極のハンバーガ

ーです。このこだわりでこのお値段！

毎日でも通えそう。お持ち帰りもでき

ます。価格:テイクアウト454円(税抜

き)、イートイン446円(税抜き)

37

チャイニーズテーブル 由 ( ゆう)
　磯子区洋光台 3-13-4-102　　832-0011
　11:30～14:30、17:00～20:30
　月曜日

洋光台ハンバーガー Pass Time
　磯子区洋光台 3-13-5-104　　367-8081
　9:00～18:00  ※売切れ次第終了　  
    火曜日

洋光台ハンバーガー Pass Time
　磯子区洋光台 3-13-5-104　　367-8081
　9:00～18:00  ※売切れ次第終了　   火曜日

まるたい本舗
　磯子区洋光台 3-13-5-114　　306-7703
　月～土10:00～18:00、 日･祝10:00～17:00       
    水曜日
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洋光台・上笹下エリアの見どころ

A はまぎんこども宇宙科学館

【開館時間】9:30～17:00(入館は16:00まで)  【休館日】第1･第3火曜日、年末年始、臨時休館あり 
【入館料】大人400円、小･中学生200円　※宇宙劇場(プラネタリウム)入場料別(大人600円、４才～中学生300円) 
【問合せ】磯子区洋光台5-2-1　　832-1166　FAX: 832-1161　　https://www.yokohama-kagakukan.jp/

　巨大な宇宙船をイメージした参加体験型の科学館。フロアごとにテーマの異なる５つの展示室があり、子どもから大人
まで、自分で触れて体感して、楽しく遊びながら宇宙や科学のふしぎを学ぶことができます。
　宇宙劇場（プラネタリウム）では、直径23mのドーム全体に広がる迫力の映像と、リアルで美しい星がつくりだす、臨場
感あふれる宇宙を体験できます。

【問合せ】中区本町6-50-1　　682-1892　FAX: 682-1859     　http://www.danchinomirai.com/

　ＵＲ都市機構による「団地の未来プロ
ジェクト」の一環として、1970（昭和45）
年にＪＲ洋光台駅前に誕生した「洋光台
中央」の広場が、2018(平成30)年に大規
模リニューアルされました。デザインの監
修は、2020(令和2)年東京五輪のメイン
会場となる新国立競技場を手がけた建
築家の隈研吾氏が行いました。
　広場を囲む団地の２階レベルにダイナ
ミックな形状のやわらかい“庇”と“デッキ”
を設けることで、立体的に賑わいが展開
する“縁側”を生み出しました。駅前空間
に回遊性を生み出し、人が集い、溜まる

ことができる賑わいの場とすることで団地を核とした洋光台エリア全体の活性化を目指しています。
　広場では、毎年恒例のハロウィンや広場リニューアル後に新しく始めたクラフトマルシェなど様々なイベントが開催され、
盛り上げをみせています。

B 洋光台中央団地広場

洋南協栄会

洋光台
ショップ27店会

サンモール洋光台

洋光台ハイタウン入口

峯市民の森

峰せせらぎ緑道

●

●

●

●

●

●
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まるたい本舗

サフロン

Pass Time

富貴

イル・デ・パン

アルバート
コーヒー 

まるたい本舗

サフロン

Pass Time

富貴

イル・デ・パン

チャイニーズテーブル
由（ゆう）
チャイニーズテーブル
由（ゆう）
チャイニーズテーブル
由（ゆう）

アルバート
コーヒー 

A

B

はまぎん
こども宇宙科学館

洋光台中央団地広場

はまぎん
こども宇宙科学館

洋光台中央団地広場

洋光台西公園

洋光台
駅前公園

洋光台南公園

洋光台緑地トンボ池

磯子カンツリークラブ
　　　ゴルフ場
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スマホで
スタンプイベント
（よこはまウォーキングポイント連携企画）

スマートフォンに「よこはまウォーキングポイント＊」アプリをダウンロードして、
「磯子の逸品」販売店を巡るスタンプイベントに挑戦してみませんか？

全43店舗を制覇された方には、「磯子の逸品」オリジナルグッズをプレゼントします。

01　開催期間
令和2年5月1日(金)～令和3年12月31日(金)

02　スタンプイベント名
「磯子の逸品」を食べ歩こう！

03  プレゼントの応募について
【応募条件】

次の条件を全て満たす方が対象です。
・スタンプイベントに参加し、全てのスタンプを集めた方
・18 歳以上の横浜市在住・在勤・在学の方

【応募方法】
達成画面をスクリーンショットやカメラで撮影して、必要
事項とともに「磯子の逸品」事務局にEメールで送信する
か、または磯子区役所区政推進課６階窓口で達成画面
をご提示ください。

【必要事項】
氏名、住所、電話番号、生まれた年（西暦）、市内在勤ま
たは在学の方は、勤務先または学校名とその所在地

（ご提供いただく個人情報は、プレゼントの発送以外には使用しません。）

【Ｅメールの送信先】
「磯子の逸品」事務局： is-kikaku@city.yokohama.jp

【応募締切】
令和４年１月31日（月）

04　

●「磯子の逸品」やプレゼント応募に関するお問合せ

磯子区役所区政推進課企画調整係「磯子の逸品」事務局

TEL: 045-750-2331    FAX: 045-750-2533  

E-mail:  is-kikaku@city.yokohama.jp

ホームページ

お問い合わせ先

磯子の逸品

●ウォーキングポイント事業に関するお問合せ

よこはまウォーキングポイント事業（YWP）事務局

TEL: 0570-080-130 �045-681-4655 

受付時間： 平日 9:30～17:30（土・日・休日は休み）

ホームページ よこはまウォーキングポイント

よこはまウォーキングポイント

ダウンロードはこちらから

・Android端末をご利用の方

・iPhoneをご利用の方

・またはアプリストアで

●ニックネーム、ログインＩＤ、登録用パスワードを入力す
　るだけで登録完了！

●詳しくは、よこはまウォーキングポイントのホームペー
　ジに掲載しているマニュアルをご覧ください。

よこはまウォーキングポイント
歩数計アプリについて

索引

和菓子
梅さやか〔菓子一〕…………………………………

ごまだれ餅〔磯子風月堂〕……………………………

大福〔御菓子司 光永堂〕……………………………

みたらしだんご〔田邊屋〕……………………………

洋菓子
グーテシュー〔パティスリー アン・グーテ〕……………

クッキー詰め合わせ〔第2クッキー専門店〕…………

ドラのロールケーキ〔ドラ アン フルール〕……………

プリン〔ル・ウィークエンド〕……………………………

牧場の便り〔欧風菓子 フリアンドール〕………………

マロンシャンテリー〔マロン洋菓子店〕………………

モン・ブラン〔モンマルト〕……………………………

パン
カスタードクリームコッペ〔コッペパンハウス パン屋のオヤジ〕……

クリームメロンパン〔金喜屋〕…………………………

ダブルチーズバーガー〔洋光台ハンバーガー Pass Time〕………

チキンカレーパン〔イル・デ・パン〕…………………

湯だね食パン〔Pa･Pan（パ・パン）〕…………………

洋光台ハンバーガー〔洋光台ハンバーガー Pass Time〕………

和食
磯子丼〔和食処 ひぜんや〕…………………………

お好みランチ（8貫）〔奴寿司〕………………………

かき揚げ丼〔天ぷら活魚　井筒〕……………………

唐マヨ丼〔黒煙～kokuen～〕………………………

キムチチャーハン〔お好み焼ころんぶす 根岸店〕………
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19

22

23

4

22

14

15

14

18

5

洋食
鮮魚のブイヤベース〔杉田料理1+11（けい）〕………

タンシチュー〔カフェレストラン洗濯船〕……………

ハヤシライス〔西洋料理 たじま〕……………………

ハンバーグ定食〔グルメとよ〕…………………………

ハンバーグ日本風〔レストラン・シン〕………………

ランチコース〔パレ・ド・バルブ〕……………………

中華

五目焼きそば〔富貴〕……………………………

タンメン〔平和楼〕………………………………

焼き餃子〔チャイニーズテーブル由（ゆう）〕……

エスニック

キムチチゲ〔韓料理 夢回廊〕…………………

２種盛りカレーセット〔サフロン〕…………………

ほうれんそうカレー〔タージタンドール〕…………

惣菜等

お好み焼〔まるたい本舗〕………………………

昆布の佃煮〔はまや髙木食品店〕……………

三角コロッケ〔グルメショップ・カネヒラ〕………

ジャンボメンチカツ〔肉の石川〕………………

杉田梅の梅干し〔横浜 旬･菜･果〕……………

大学いも〔芋や〕………………………………

ポテトフライ〔岡本惣菜店〕……………………

飲み物

アルバートブレンド〔アルバートコーヒー〕………

グァテマラ（コーヒー）〔柴原珈琲店〕……………

モスコミュール〔Cafe & Bar X-RAY 杉田店〕…………
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18

＊「よこはまウォーキングポイント」とは、18歳以上の横浜市民の方等に歩数計又は歩数計アプリを持って、歩いて楽しみながら健康づくりに取り組んでいただく事業です。

・スタンプの取得方法は
  「磯子の逸品」のホーム
　ページをご覧ください。

ホーム画面から
スタンプイベントへの
アクセスはこちら




