
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

一般社団法人横浜市商店街総連合会が主催する「ガチ！」シリーズ第 10 弾、「ガ

チでうまい横浜の商店街丼もの NＯ .1 決定戦『ガチ丼！２』」の全エントリー商品

が決定しました。  

今回は 全 18 区 42 商店街 から、55 商品 がエントリーしています。2013 年に

皆様からご好評をいただいた「丼もの」をテーマに、定番の「かつ丼」や「親子

丼」をはじめ、「ガパオライス」や「タコライス」なども参戦します。  

投票期間には、全エントリー商品を紹介するエントリーブックも配布予定です

ので、ぜひともいろいろな商店街を巡って食べ比べてみてください。  

全ての情報はホームページをチェック！！  

＜公式ＨＰ：https://gachidon2.com/ ガチ丼！２で検索！＞ 
 

  

    【主  催】一般社団法人横浜市商店街総連合会 

    【投票期間】令和２年６月１日（月）～７月 31 日（金） 

    【投票方法】ハガキ投票・Ｗｅｂ投票 等 

【エントリーブック配布時期】令和２年 5 月末頃から 

【エントリーブック配布場所】各エントリー店、エントリー店所属商店街、18 区役所 他 

    【各賞発表】令和２年９月（予定） 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

お問合せ先 

    経済局商業振興課長             押見 保志 Tel：045-671-2577 

    一般社団法人横浜市商店街総連合会 事業部長 加藤 剛  Tel：045-250-6613 

 

 
「ガチ！」シリーズ 

新たに過去３シリーズの金賞受賞店と商店街を 
紹介する動画を配信しています。  

 ★ガチハンバーグ！ 
   「中華・台湾料理 金葉」 
 ★ガチめん！ 
   「中華居酒屋 ぼうず」 
 ★ガチ丼！ 
   「重寿司」 
 

金賞受賞店の 

紹介動画配信 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

 （裏面あり） 

 

＜「ガチ丼！２」開催概要＞ 

令 和 ２ 年 ３ 月 2 7 日 

経 済 局 商 業 振 興 課 

一般社団法人横浜市商店街総連合会 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

ガチ！シリーズ 横浜市 



■　「ガチ丼！２」 エントリー商品一覧

no 区 商店街名 屋号 エントリー商品名

1 青葉区 青葉台南商店会 ジョルニカフェ玄 陶焼 淡路牛丼

2 青葉区 奈良北商店会 CON LE MANI ガパオライス

3 旭区 白根通り商店会 キムチの由季家 鶏そぼろと豆もやしのピビンパ

4 泉区 立場中央商店会 食彩ダイニング き～たんち からあげ丼

5 磯子区 プララ杉田専門店会 焼肉まんぷく とろ～り卵のスタミナハラミ丼

6 磯子区 プララ杉田専門店会 産直クラブ 清田 まかない海鮮漬け丼

7 神奈川区 大口1番街 らーめん橋本 パワー豚丼

8 神奈川区 反町駅前通り商店街 中山菜館 チャーシューあんかけご飯

9 神奈川区 西神奈川三丁目商興会 末廣園 海鮮丼

10 神奈川区 二ツ谷通り商栄会 横浜マルニカフェダイニング 名物！かながわ丼

11 神奈川区 六角橋協栄会 ゆめや（wakuwaku café） 恋する豚めし

12 神奈川区 六角橋商業（協） 寿屋 はまぽーく寿屋ボウル

13 金沢区 西柴ショッピングセンター 寿司駒 山かけ丼

14 港南区 丸山台いちょう坂商店街 CLEVER CAFÉ ローストビーフ丼

15 港北区 綱島西口商店会 ブルックリンスタンド タコライス

16 港北区 綱島モール商店会 FAT MAM 大葉と牛ハラミの旨辛丼

17 港北区 日吉商店街（協） そば処 たつ吉 飲める親子丼

18 港北区 南日吉商店会 チーズ マルゲリータンドリー丼

19 港北区 南日吉商店会 和食ダイニング ゆず 白い海鮮丼

20 栄区 長沼商栄会 焼肉店 濱皇 熟成ハラミステーキ丼

21 栄区 本郷台駅前アーケード商店街（協） BBQ HOUSE 忠 牛すじ丼

22 栄区 本郷台駅前アーケード商店街（協） タイ料理 トムヤムくん ガパオライス（半熟目玉焼きのせ）

23 栄区 本郷台駅前商店会 hanau café 和牛100％!! ロコモコ丼

24 栄区 本郷台駅前商店会 そば処 深山 鴨の親子丼

25 瀬谷区 瀬谷銀座通り商店会 たまごcaféごはん きり玉

26 都筑区 えだきん商店会 Asuta Café Asutaのカフェ丼

27 都筑区 川和商店街 いち（一陽軒） マーボー丼

28 都筑区 川和商店街 元祖月島もんじゃくう川和町駅前店 明太子チーズもんじゃ丼

29 都筑区 仲町台商業振興会 龍巳飯店 豚バラあんかけご飯

30 都筑区 仲町台商業振興会 精肉店 熊本 清人 あか牛丼

31 都筑区 仲町台商業振興会 とんかつ稲 日本一 かつ丼

32 都筑区 仲町台商業振興会 Laule'a Rainbow モチコチキン丼

33 鶴見区 仲通り商店街商和会 仲通 うまかべん 生姜焼丼

34 戸塚区 トツカーナモール商店会 菊屋食堂 ソースカツ丼

35 戸塚区 戸塚駅東口ラピス商店会 tom tam 茶房 焼肉丼

36 戸塚区 戸塚宿ほのぼの商和会 炭火焼肉ホルモン濱蔵 濱蔵ホルモン丼

37 戸塚区 東戸塚商店会 ダイニング和くら スモークチキンのフワフワ玉子丼

38 戸塚区 東戸塚商店会 中国料理 丸勝 陳麻飯（陳マーボードウフあんかけ丼）

39 中区 石川壱商栄会 肉屋の肉料理みずむら ステーキのどんぶり

40 中区 本牧通り商業活性化協会 中国料理 桃李 麻婆ご飯

41 中区 横浜中華街市場通り会 慶福樓 エビチリ丼

42 中区 本牧三溪園通り商栄会 日中友好食処 本牧玉家 アナキスドン

43 西区 戸部大通り商店会 そば処 松山 親子あんかけかきあげ丼

44 西区 西前中央商店会 手毬すし びんちょうまぐろのネギトロ丼

45 保土ケ谷区 洪福寺松原商店街（振） 横浜たにや yokohama marine factory ジャンボたらカツ丼

46 保土ケ谷区 天王町商店街（協） 和醸良酒 自家製鶏ハムのビビンバ丼

47 保土ケ谷区 天王町商店街（協） 創作和ビストロ Shin 板前さんの和風ローストビーフ丼

48 保土ケ谷区 天王町商店街（協） 唐揚げ専門店 あげ市 明太マヨ丼

49 保土ケ谷区 西谷商栄会 和食処 栄 極上海鮮丼

50 保土ケ谷区 和田町商店街（協） 錦蘭 鶏味噌丼

51 緑区 中山商店街（協） Tama Café ポーク丼（Tama Café ｵﾘｼﾞﾅﾙﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽ）

52 南区 横浜弘明寺商店街（協） ぐぁんばる亭 トンペー焼どんぶり

53 南区 横浜弘明寺商店街（協） 海魚家 海鮮うおや丼（あら汁付）

54 南区 横浜弘明寺商店街（協） メルカフェ アボカドライス

55 南区 横浜橋通商店街（協） TAKARA まぐろづくし丼

※内容は令和２年３月27日現在のものです。今後商品名等が変更となる可能性があります。詳細は公式ホームページをご覧ください。


