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JR根岸駅から徒歩15分
バス停「根岸橋」徒歩１分

“いつも何かをしている商店街”で
す。人気の写真展「ペット写真大集
合！」を今年も開催予定です。ご応
募、お待ちしています！

根岸橋通り商和会
AC

CESS JR根岸駅から徒歩20分
バス停「滝頭地域ケアプラザ前」
または「仲之町」徒歩１分

四間道路沿いに250mほど続く、
昭和初期から地域に愛されている
商店街です。街路灯が地域の防犯
に貢献しています。

岩瀬商店街

AC
CESS

JR根岸駅から徒歩25分
バス停「仲之町」徒歩１分

昭和初期より専門店が集まり、それ
ぞれ創意工夫している個性的な商
店街。毎月防犯パトロールを実施
し、地域の安全を見守っています。

岡村共栄会

AC
CESS

JR磯子・根岸駅からバスで10分
バス停「浜」すぐ

レトロなアーケードに高品質で、品揃
え豊富な専門店が集合！「安全・安心」
をモットーに手づくりの伝統の味やこ
だわりの逸品をお届けしています。

浜マーケット（磯子商店街商業協同組合）

AC
CESS

京急屛風浦駅から徒歩20分
バス停「汐見台ストアー前」すぐ

大きなケヤキの木や噴水のある広
場に面した商店街。グリーンカーテ
ンなど、地域の環境づくりに力を入
れています。

汐見台中央商店会

AC
CESS

京急屛風浦駅から徒歩１分
バス停「白旗」徒歩１分

青果・呉服・理容・電器など専門店
の特色が満載です！安心安全な地
域をめざし、子どもの見守りに力を
入れています。

白旗商店街
AC

CESS

JR新杉田駅からすぐ／京急杉田駅から徒歩５分
バス停「聖天橋」徒歩１分
バス停「新杉田駅前」徒歩２分

新杉田駅の歩道橋を渡った複合
商業施設内の商店街。グルメや暮
らしに役立つお店の他、さまざまな
季節のイベントを実施しています。

らびすた新杉田テナント会

AC
CESS JR新杉田駅から徒歩２分

京急杉田駅から徒歩５分
バス停「聖天橋」徒歩１分

60年の歴史ある商店街。趣のある
通りに、畳屋や米屋、個性的な飲食
店等が並び、専門店の魅力に多く
の人が遠方から足を運びます。

杉田十日会商店街

AC
CESS

JR新杉田駅から徒歩２分
京急杉田駅から徒歩５分
バス停「聖天橋」徒歩１分

杉田商店街の入り口（16号線側）
にある商店街です。衣料品・日用
品・食品など、個性豊かなお店が元
気に営業しています。

聖天橋センター

AC
CESS 京急杉田駅から徒歩１分

JR新杉田駅から徒歩３分
バス停「杉田駅前」すぐ

お得な生鮮品から衣料品、飲食店ま
で揃う下町の温かい商店街。「ぷら
むろーど杉田」の愛称で親しまれ、
昼夜とも賑わっています。

杉田商店街

AC
CESS

A B

C D

E F

G H

I J



磯子区の商店街紹介介店 介磯子区の商店街紹介介介介介介紹紹街紹店街街店店磯子区 商店磯 街街紹紹介介磯 介介介介街紹紹紹商店 紹磯子区の商店街紹介介介介介介介介紹紹紹磯 介介介介介介店 介介介紹紹紹磯磯磯磯磯 街街街街街街街街子 紹紹紹店店店店磯子区 街磯子区の商店街紹介
京急杉田駅から徒歩１分
JR新杉田駅から徒歩５分
バス停「杉田小学校前」すぐ

創業60年以上。飲食・物販はもちろ
ん、健康・美容など暮らしに役立つ
店舗が充実しています。「磯子の逸
品」認定店もあります。

杉田駅前商店会K
AC

CESS

京急杉田駅からすぐ
JR新杉田駅から徒歩５分
バス停「杉田駅前」すぐ

京急杉田駅に隣接する商業ビル内
にあり、地元に根ざした人情味あふ
れる商店街です。１階の広場では、
さまざまなイベントを開催します。

プララ杉田専門店会

AC
CESS

L

JR洋光台駅から徒歩１分

洋光台駅前にあり、広場を囲むよう
に店舗が広がっています。
年間を通してさまざまなイベントを
開催している元気な商店街です。

洋光台駅前商店街サンモールM

JR洋光台駅から徒歩１分

毎年12月1日～1月20日頃まで、地域
への感謝を込めてビル全体にイルミ
ネーションを飾りつけています。防犯
にも力を入れた、元気な商店街です。

ショップ27店会

AC
CESS

N
JR洋光台駅から徒歩２分

洋光台駅前の個性豊かな商店が集
まる商店街です。地元に密着したお
店で生活を応援します！元気な笑顔
でお店を開けています。

洋南協栄会

AC
CESS

O

AC
CESS



家電販売・修理
ツツミデンキ

安心・安全！がモットー
の頼れるまちの電気店
です。電気のことで困っ
た時には、まずご相談く
ださい！

オーブントースター

☎

 2本お宝
はコレ！

A 洋品店
マルフク洋品店

ファッションは暮らしを
豊かにする文化です。楽
しくワクワクするような
品揃えで、お待ちしてい
ます。

日本製婦人ブラウス 3本お宝
はコレ！

A
☎

米穀販売
近江屋米店

精米したてのおいしいお
米を１kgから販売してい
ます。岡村地区、滝頭地
区の方は５kgから配達
も承ります。

お米 新米新潟コシヒカリ３㎏  4本お宝
はコレ！

C
☎

スポーツ用品
オリオンスポーツ

ベーシックな品揃えの
地域密着型スポーツ店
です。用具のメンテナン
ス、チームウェア、記念
品もご相談ください。

 3本お宝
はコレ！

C
☎

日用雑貨
原商店

便利なショッピングカー
ト、シルバーカートをは
じめ、昔ながらのお鍋・
やかん等も取り揃えてお
ります。

原商店お買物券（2,000 円分） 4本お宝
はコレ！

D
☎

精肉・惣菜
兼平実商店（鳥徳）

毎日昔ながらの工程で
焼豚を焼いています。
ぜひご賞味ください。
牛肉・豚肉もお手頃価
格で販売しています。

自家製炭火焼焼豚  5本お宝
はコレ！

D
☎

和菓子製造販売
和菓子の大平屋

きんかん大福、コーヒー
大福、あんドーナツな
ど、季節感あふれる自
家製・無添加の各種和
菓子も好評です。

和菓子詰合せ 6本お宝
はコレ！

D
☎

惣菜・食品
はまや高木食品店

各種自家製の惣菜を取
り揃えております。煮豆
をはじめ季節の煮物、
昆布の佃煮など、ほっ
とする味わいです！

はまや高木食品店お買物券
（1,000 円分） 8本お宝

はコレ！

D
☎

青果
岡田果実店

新鮮な野菜と果物を取
り揃えています。
ご贈答・ご法要などフ
ルーツの盛り合わせも、
ご相談ください。

お好み野菜・果物のセット 4本お宝
はコレ！

D
☎

青果
片野青果

毎日が特売日！何かしら
の野菜・果物を大特売し
ています。おすすめ商品
を多数ご用意し、お待ち
しています。

10本お宝
はコレ！

D
☎

お客様チョイス
旬の果物・野菜

はきもの・傘
履物の旭屋

ベビー・レディース・メン
ズまでサイズを豊富に
揃えております。傘の販
売、修理もお気軽にご
相談ください。

4本お宝
はコレ！

D
☎

履物の旭屋お買物券
（2,000 円分）
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宝 く じ 配 布 期 間磯子の商店街には、個性豊かなお店がたくさんあります。

専門店だからこその品揃えやサービス、こだわりのおいしさ、
そして何よりお客さんとの近さは、地元密着のお店ならでは！
いつも行く近所の商店街はもちろん、少し足を延ばして
初めて訪れる商店街にも、きっと新しい発見があります。

さあ、商店街に出かけてみましょう！

磯子の商店街には、個性豊かなお店がたくさんあります。
専門店だからこその品揃えやサービス、こだわりのおいしさ、
そして何よりお客さんとの近さは、地元密着のお店ならでは！
いつも行く近所の商店街はもちろん、少し足を延ばして
初めて訪れる商店街にも、きっと新しい発見があります。

さあ、商店街に出かけてみましょう！

鮮魚
鮮魚 伊豆屋

新鮮な海の幸を取り扱
う老舗鮮魚店。豊富な
品揃えが特徴です。
自家製の塩辛、酢の物
が自慢です！

塩数の子 300ｇ  3本お宝
はコレ！

D
☎



飲食店
Tomin-chi

野菜ソムリエプロで、は
まふぅどコンシェルジュの
シェフが野菜たっぷりの食
事を提供！一番人気は大
きなロールキャベツです。

ランチお食事券（２名様分） 4本お宝
はコレ！

D
☎

飲食店
洋食デッサン

本格洋食店。特厚ポーク
ジンジャーステーキや、
フォンドボーと赤ワイン
の特製デミグラスハン
バーグが好評！

ポークジンジャーステーキ 5本お宝
はコレ！

D
☎

鶏肉・惣菜
鳥竹

国産の若どりを厳選し、
販売している鶏肉専門
店。加工品も好評で、中
でも手羽先の焼き物は
一番人気です。

8本お宝
はコレ！

D
☎

もも肉１枚とむね肉２枚の
詰合せ

鮮魚
おけさ水産

豊富な品揃えと美味し
さ、コミュニケーション
に自信があります！

お好みセット 7本お宝
はコレ！

D
☎

生花
フラワー・スミレ

令和３年１月にオープン
した生花店。花束・フラ
ワーアレンジメントなど、
ご要望に合わせてお作
りいたします。

7本お宝
はコレ！

D
☎

花束または
フラワーアレンジメント

飲食店
＆キッチン

オムライス３種(牛スジシ
チュー、エビチリソース、
クリームシチュー)と牛ス
ジカレーが人気です‼

20本お宝
はコレ！

D
☎

オムライス２種のＷプレート
またはハーフのお持ち帰り

飲食店
彩

リーズナブルな価格で韓
国の家庭料理を楽しめ
ます。キンパとニャン
ニョムチキンが特におす
すめです!!

プデチゲセット 5本お宝
はコレ！

D
☎

美容室
ファミリーヘアサロンＮＩＫＯ

３月オープンのカットと
カラー(白髪染め)専門の
美容室。カット1,500円、
カラー2,500円～、お気
軽にどうぞ！

5本お宝
はコレ！

E
☎

ファミリーヘアサロンＮＩＫＯ
利用券（1,500 円分）

飲食店
超蜜やきいもpukupuku 横浜磯子店

全国やきいもグランプリ
で準グランプリ受賞店の
２号店。不定期営業に
つき、営業日はツイッタ
ー、インスタで要確認！

全国やきいもグランプリ
準グランプリ受賞の超蜜やきいも 10本

お宝
はコレ！

D
☎

作業用品・安全靴
ワークショップＴＡＭＵＲＡ

各種メーカーの作業衣
をはじめセーフティス
ニーカーや工具類など、
各種取り揃えてお待ちし
ています。 

強力ＬＥＤライト 2本お宝
はコレ！

G
☎

自転車販売・修理
佐々木輪業

創業６０年の地域密着
サイクルショップ。幅広
い商品＆修理大歓迎。出
張修理も受付中。まずは
お電話を！

6本お宝
はコレ！

G
☎

水滴やキズから守る！
電動アシスト自転車用スイッチカバー

米穀販売
八瀬川商店

お米マイスターがいるお
店。銘柄米の食べ比べ
もできます。受注後に
お好みに合わせて精米
もいたします。

4本お宝
はコレ！

H
☎

お米マイスターが選ぶ
お米５㎏

薬局
岩崎薬局

創業約１００年「病気に
なりにくい身体作り！」
のお手伝い。漢方薬のご
相談は予約制、お電話
お待ちしています。

8本お宝
はコレ！

H
☎

からだが欲しがるドリンク
80ml

飲食店
政寿司

旬の新鮮なネタを使っ
たお寿司や天ぷらが味
わえます。アットホーム
でリラックスして過ごせ
るお店です。

焼酎「中々」720ml 5本お宝
はコレ！

H
☎

靴・鞄修理
靴修理専門人 alphonso

適正価格と確かな技術
で、お気に入りの一足
を…。靴修理に関する
どんなことでもご相談く
ださい。

 6本お宝
はコレ！

I
☎

デリケート・レザー・プロテクター
( 防水＆保革 )Ｍサイズ

美容室
ＨＵＧ＆ＬＵＧ

３６５日お客様をキレイ
に！をコンセプトにトー
タルでヘアスタイルをお
つくりします！髪の悩み
ご相談ください。

1本お宝
はコレ！

J
☎

センカレン
シャンプートリートメントセット

トータルビューティーサロン
ＨＵＧ ＬＩＦＥ

まつげ・エステ・ネイルの
トータルで美容のお手
伝い。お得なクーポンは
ホットペーパービュー
ティーでご予約を！

5本お宝
はコレ！

J
☎

フランス産ブルターニュ海の
バスソルト

タピオカ専門店
茶千歳

モチモチ食感のタピオ
カや果肉食感あるフ
ルーツティーを味わえる
魅力的なお店です。

8本お宝
はコレ！

J
☎

タピオカミルクティー券
（２枚セット）



生花
Ties florist（ティーズフローリスト）

ご自宅用切花、鉢花、
ギフト用花束、アレンジ
メント、鉢(胡蝶蘭)など
を取り揃えています。ぜ
ひご利用ください。

8本お宝
はコレ！

J
☎

Ties florist 生花と鉢花の
お買物券（1,000 円分）

洋品店
ブティックエリー

ミセスをターゲットに、
カジュアルからお出かけ
のオシャレ着までトータ
ルにコーディネート。
サイズも豊富！

7本お宝
はコレ！

J
☎

ブティックエリーお買物券
（1,000 円分）

洋品店
マルイヤ

ミセスのお手頃価格の
パンツ・インナー・アウ
ターからおしゃれ着にわ
たりご用意しています。
学生服も取扱い。

7本

J
☎

マルイヤお買物券
（1,000 円分）

お宝
はコレ！

お茶・海苔
野本園茶舗

杉田商店街・横丁で元
気に頑張っているお茶
屋さんです。金額、数
量に関わらず、配達い
たします。

花柄ポット 5本お宝
はコレ！

J
☎

食肉・惣菜
肉の石川

サーロインステーキやす
きやき用肉、ラードで
揚げたコロッケ・メンチ
カツも大好評のお店！お
待ちしています。

7本お宝
はコレ！

J
☎

肉の石川お買物券
（1,000 円分）

飲食店
パレ・ド・バルブ

「バルブ」とはフランス語
で「あごひげ」。リラック
スしてお箸でも楽しめ
る、カジュアルフレンチ
のお店です。

ディナーコースＣ（２名様分）  1本お宝
はコレ！

J
☎

洋品店
ブティックラポール

ワールドのスチェッソ、
コルディア、インテレク
ションを豊富に取り揃え
て皆様のご来店をお待
ち致しております。

10本お宝
はコレ！

J
☎

ブティックラポールお買物券
（2,000 円分）

飲食店
タコとハイボール 横浜杉田店

たこ焼きとお酒を楽しむ
居酒屋のようなお店で
す！
ぜひ、お気軽にいらして
くださいね。

7本お宝
はコレ！

J
☎

「こくうまと塩たこ」の
サービス券（1,000 円分）

生花
おくやま花店

４８年続く小さな花屋で
す。ご自宅用、大切な方
への贈り物、心を込めて
お作りします。
お気軽にどうぞ！

5本お宝
はコレ！

J
☎

おくやま花店お買物券
（1,500 円分）

飲食店
酒処 馬酔木

地元に根付き２３年！
季節感を大切に旬の食
材にこだわり、おいしい
つまみとお酒をご用意し
お待ちしています。

7本お宝
はコレ！

J
☎

酒処馬酔木お食事券
（1,000 円分）

洋品店
レディース マルマツ

「杉田でここにしかない
物」を扱う大人女性のた
めの洋服屋さんです。洋
服のお直し、お持ち込み
ＯＫ！

5本お宝
はコレ！

K
☎

レディースマルマツお買物券
（2,000 円分）

理容
理容＆かつら イブカ

杉田で創業約７０年。中
高年層に愛されるヘア
サロンです。赤ちゃん筆
や男性用カツラの取扱
いもしています。

3本お宝
はコレ！

K
☎

ハールワッサー
(爽快感のあるヘアートニック)

洋菓子
ドラ アン フルール

ケーキと焼き菓子のお
店です。ご自宅用に、ご
贈答用に、ぜひどうぞ。
バースデーケーキのご予
約も承ります！

8本お宝
はコレ！

K
☎

ドラアンフルールお買物券
（1,000 円分）

生花
フローリスト花だより

冠婚葬祭の生花・アレン
ジメントなどお花と共に
お客様の心も配達。磯
子・金沢・港南区配達無
料(3,000円以上)。

4本お宝
はコレ！

L
☎

花だよりお買物券
（2,000 円分）

鶏肉・惣菜
鳥栄

杉田で６０余年の鶏肉
専門店です。店内加工
の地鶏肉の他、人気の
やきとり、うなぎもぜひ
お試しください。

鳥栄お買物券（2,000 円分） 4本お宝
はコレ！

L
☎

時計・眼鏡
名宝堂

地域と共に歩み、約５０
年。時計の電池交換、修
理、分解掃除、何でもご
相談ください。眼鏡一式
5,500円より。

めざまし時計  3本お宝
はコレ！

L
☎

ジーパン屋
ジーパンのトップ

創業５０年。ジーンズ各
種サイズ豊富、デニム
修理はお持ち込みＯＫ！
レディーストップスは、
好評一点物‼

リーバイスＧジャン 1本お宝
はコレ！

L
☎

エステサロン・化粧品販売
ＰＯＬＡ杉田ビューティーサロン

エステ・化粧品販売・無
料肌チェックしていま
す。お悩みに合わせサン
プルを差し上げていま
す。お気軽にどうぞ！

3本お宝
はコレ！

K
☎

ＰＯＬＡボディーシャンプーと
フェイシャルマッサージお試し券



パン販売
リトルマーメイド京急杉田駅店

今年で５０周年！これか
らも新作から定番のパ
ンまで、おいしい焼きた
てパンをお届けします。
ぜひご利用を‼

5本お宝
はコレ！

L
☎

リトルマーメイドの
パン・スープ等詰合せ

洋品店
ファッションＫ

お手頃価格でリッチなお
しゃれ。今すぐ着たい商
品が特別価格で毎日
ドッサリ入荷。素通りで
きない楽しいお店！

2本お宝
はコレ！

L
☎

ファッションＫお買物券
（5,000 円分）

お茶・海苔
( 有 ) 曽根茶舗

香り立つ深蒸し茶、海
苔など多数取り揃えてい
ます。毎週水・土曜日
は特売日、お茶と海苔
の割引セール実施中！

お茶と海苔 10本お宝
はコレ！

L
☎

飲食店
洋光台ハンバーガー Pass Time

磯子の逸品、洋光台ダブル
チーズバーガーは、工房で
焼くバンズ、゙１１種類のスパ
イス入りパティ、手作りの
ソース！ここだけの味を‼

10本お宝
はコレ！

M
☎

洋光台ハンバーガー・
ポテト・ドリンクセットα

化粧品販売
マヤ化粧品店

試せる！選べる！相談で
きる！資生堂化粧品専門
店。今さら聞けない！と
思わず、お気軽に美容
相談にどうぞ‼

本
お宝

はコレ！

M
☎

水分量チェックと
マヤ化粧品店お買物券（1,200円分）20

インド・ネパールカレー
サフロン

手作り炭火焼きの美味
しいナンと独自のスパイ
スを使ったインドネパー
ルレストラン。
ランチメニューがお得。

5本お宝
はコレ！

M
☎

サフロン
バターチキンセットペア券

菓子
まつのや菓子店D

テキストが入ります⑩
テキストが入ります⑩
テキストが入ります⑩
テキストが入ります⑩
テキストが入ります⑩

菓子詰め合わせとぬいぐるみ

☎

７名
様

お宝
はコレ！

家電販売
洋光台電化センター

「まちの電気屋さん」で
す。照明 (ＬＥＤ)から一
般家電品、取付工事や
修理等もいたします。

ＬＥＤランタン 2本お宝
はコレ！

M
☎

葬儀・仏具
伝創株式会社

京仏具の老舗。お彼岸・
お盆やお正月のご挨拶、
故人へのお供えに、高級
ご進物線香を各種取り
揃えております。

3本お宝
はコレ！

M
☎

京都製数珠「天然蝶貝正絹房箱入」
片手女性用

理容
カットサロンとまと洋光台店

気が向いた時に、お気
軽にご来店ください。
お待ちしております。

カット無料券 4本お宝
はコレ！

M
☎

宝石・貴金属
アンジェリック

普段使いのアクセサリー
から記念のジュエリーま
で、豊富な種類を扱って
います。リフォーム＆修
理も承ります。

天然石ブレスレット 10本お宝
はコレ！

M
☎

美容室
ビューティーサロン タナカ

全スタッフ女性の老舗の
美容室です。長年、地域
の皆様に助けていただ
いている恩返しができた
らと思っています。

サイトプライン 3本お宝
はコレ！

M
☎

飲食店
志ん多く

毎朝、市場より仕入れを
している魚がメインの海
鮮居酒屋。自慢の一品は
おやじ盛り‼豪快な刺身
盛合わせです。

7本お宝
はコレ！

M
☎

志ん多くお食事券
（1,000 円分）

青果
新倉青果店

長年地元で愛され、親
しまれているご長寿店
舗。品揃え豊富で、とに
かく安い！自家製つけ物
も大人気です。

野菜と果物おすすめセット 10本お宝
はコレ！

M
☎

パン製造販売
横浜むぎや

自家製天然酵母パン、
保存料等使用していま
せん。中身がぎっしり、
噛むほどに味わいが‼
創作パンもご用意。

7本お宝
はコレ！

M
☎

自家製天然酵母パンセット
お買物券（1,000 円分）

飲食店
やきとり鶏仁

炭火焼にこだわったアッ
トホームなやきとり屋。
旬のおすすめメニュー、
ぜひどうぞ！お気軽にご
来店ください。

7本お宝
はコレ！

M
☎

やきとり鶏仁お食事券
（1,000 円分）

飲食店
いちのせ

洋光台駅近くの洋食屋
さんです。一通りの定番
洋食とお酒が楽しめま
す！お待ちしています。
木曜定休日。

ハンバーグセット 7本お宝
はコレ！

M
☎

飲食店
駅そば

そば・うどん以外にも定
食や一品料理も多数ご
用意しています。昔なが
らの食堂のような居心
地の良さです！

ミニ丼セット 7本お宝
はコレ！

M
☎

時計・眼鏡・貴金属
岸時計店

腕時計・万歩計・体温
計・補聴器の電池交換、
ベルト交換対応。貴金
属の修理、各種洗浄、
ハズキルーペ体験も！

7本お宝
はコレ！

M
☎

腕時計がキレイになる！
クリーニング付き腕時計電池交換無料券



 ●「いそご商店街宝くじ」に関するお問合せ先

【お問合せ時間】月・水・木・金の9時～10時・14時～17時

ホームページは
こちらから

〈注意事項〉
● 宝くじは、なくなり次第配布終了となります。店舗により配布終了となるタイミングが異なりますのでご了承ください。
● 店舗により営業日や営業時間が異なります。また、当せんプレゼントのお渡しに準備が必要な場合がありますので、個別の店舗へお出かけの際は、予めご確認ください。
● プレゼントの内容はやむを得ず変更となることがあります。

中面の参加店舗からの個性あふれるプレゼント！該当のプレゼント提供店舗でのお渡しとなります。

ツツミデンキ オーブントースター ２本
マルフク洋品店 日本製婦人ブラウス ３本
近江屋米店 お米 新米新潟コシヒカリ３㎏ ４本
オリオンスポーツ レクリエーション用バドミントンラケット２本セット ３本
原商店 原商店お買物券（2,000円分）  ４本
兼平実商店（鳥徳） 自家製炭火焼焼豚  ５本
はまや高木食品店 はまや高木食品店お買物券（1,000円分） ８本
和菓子の大平屋 和菓子詰合せ ６本
鮮魚 伊豆屋 塩数の子300ｇ　 ３本
履物の旭屋 履物の旭屋お買物券（2,000円分） ４本
岡田果実店 お好み野菜・果物のセット ４本
片野青果 お客様チョイス 旬の果物・野菜 10本
鳥竹 もも肉１枚とむね肉２枚の詰合せ ８本
Tomin-chi ランチお食事券（２名様分） ４本
洋食デッサン ポークジンジャーステーキ ５本
＆キッチン  20本
おけさ水産 お好みセット　 ７本
フラワー・スミレ 花束またはフラワーアレンジメント　 ７本
超蜜やきいもpukupuku横浜磯子店  10本
彩 プデチゲセット ５本
ファミリーヘアサロンNIKO ファミリーヘアサロンＮＩＫＯ利用券（1,500円分） ５本
ワークショップTAMURA 強力ＬＥＤライト ２本
佐々木輪業  ６本
八瀬川商店 お米マイスターが選ぶお米５㎏　 ４本
岩崎薬局 からだが欲しがるドリンク80ml ８本
政寿司 焼酎「中 」々720ml ５本
靴修理専門人alphonso デリケート・レザー・プロテクター（防水＆保革）Mサイズ ６本
HUG&LUG センカレンシャンプートリートメントセット １本
HUG LIFE フランス産ブルターニュ海のバスソルト　 ５本
茶千歳 タピオカミルクティー券（２枚セット） ８本
Ties florist（ティーズフローリスト）Ties florist生花と鉢花のお買物券（1,000円分） ８本
ブティックエリー ブティックエリ―お買物券（1,000円分） ７本
マルイヤ マルイヤお買物券（1,000円分） ７本
野本園茶舗 花柄ポット ５本
肉の石川 肉の石川お買物券（1,000円分） ７本

オムライス２種のＷプレート
またはハーフのお持ち帰り

全国やきいもグランプリ
準グランプリ受賞の超蜜やきいも

水滴やキズから守る！
電動アシスト自転車用スイッチカバー

パレ・ド・バルブ ディナーコースC（2名様分） １本
ブティックラポール ブティックラポールお買物券（2,000円分） 10本
タコとハイボール 横浜杉田店 「こくうまと塩たこ」のサービス券（1,000円分） ７本
おくやま花店 おくやま花店お買物券（1,500円分）　 ５本
酒処 馬酔木 酒処 馬酔木お食事券（1,000円分） ７本
レディース マルマツ レディース マルマツお買物券（2,000円分） ５本
理容＆かつら イブカ ハールワッサー(爽快感のあるヘアートニック)  ３本
ドラ アン フルール ドラ アン フルールお買物券（1,000円分） ８本
POLA杉田ビューティーサロン  ３本
フローリスト花だより 花だよりお買物券（2,000円分）　 ４本
ジーパンのトップ リーバイスＧジャン  １本
名宝堂 めざまし時計 ３本
鳥栄 鳥栄お買物券（2,000円分）　 ４本
㈲曽根茶舗 お茶と海苔 10本
ファッションK ファッションＫお買物券（5,000円分）　 ２本
リトルマーメイド京急杉田駅店 リトルマーメイドのパン・スープ等詰合せ ５本
洋光台ハンバーガー Pass Time 洋光台ハンバーガー・ポテト・ドリンクセットα　   10本
マヤ化粧品店 　 20本
サフロン サフロンバターチキンセットペア券 ５本
岸時計店 ７本
洋光台電化センター ＬＥＤランタン ２本
伝創株式会社 京都製数珠「天然蝶貝正絹房箱入」片手女性用 ３本
カットサロンとまと洋光台店 カット無料券 ４本
アンジェリック 天然石ブレスレット 10本
ビューティーサロン タナカ サイトプライン ３本
志ん多く 志ん多くお食事券（1,000円分） ７本
新倉青果店 野菜と果物おすすめセット 10本
横浜むぎや  ７本
やきとり鶏仁 やきとり鶏仁お食事券（1,000円分） ７本
いちのせ ハンバーグセット ７本
駅そば ミニ丼セット ７本

水分量チェックと
マヤ化粧品店お買物券（1,200円分）

腕時計がキレイになる！
クリーニング付き腕時計電池交換無料券

自家製天然酵母パンセット
お買物券（1,000円分）

ＰＯＬＡボディーシャンプーと
フェイシャルマッサージお試し券
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お会計のときに「宝くじ券」が１枚もらえます。

当せん者には、店舗からの個性あふれるプレゼント！
当せんした宝くじをもって、該当のプレゼントを提供する店舗に取りに行こう！

スズキヤ新杉田店（らびすた新杉田内）　  ５本
スズキヤ磯子店（JR磯子駅すぐ）　  ５本
【特別賞（磯子区商店街連合会）】　  ５本

スズキヤ新杉田店で使えるお買物券
（1,000円分）
スズキヤ磯子店で使えるお買物券
（1,000円分）

商店街で使えるお楽しみ商品券
（10,000円分）
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いそご商店街宝くじ

お宝
はコレ！

※可能な限り、お問合せは電話でお願いします。
※中面の店舗紹介や宝くじで当たるお店からの
　プレゼントに関するお問合せは、各店舗へお願いします。

㊟ 高額商品を主に販売している店舗（☆マークのついている店舗）については、
　 宝くじ券を複数枚お渡しする場合があります。
㊟ 高額商品を主に販売している店舗（☆マークのついている店舗）については、
　 宝くじ券を複数枚お渡しする場合があります。

参加店舗は

このマーク
が

目印！
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