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パン、スイーツ、酒、惣菜、ご飯

にしまろちゃんが
おうちで食べたい！

おいしいもの
全48品
区制70周年を記念して、西区の名品を紹介するために実施し
た「にしまろちゃんがおうちで食べたい！ おいしいもの大集合」。
西区内で販売されていて、持ち帰りができる「おいしいもの」を
公募し、全48品が認定されました。にしまろちゃんも思わず買
って帰りたくなる、おいしいものの数々、ぜひご賞味あれ♪

ロースカツサンド ￥310

フルーツサンド ￥180

lたっぷりソースがついた大きなロ
ースカツと、シャキシャキのフレッシ
ュキャベツをサンド。食感自慢の逸品

fジューシーなフルーツとバ
タークリームをはさんだサン
ドイッチ。地元の子供たちに
永く愛される定番商品

大きなカツは食べごたえあり

地元っ子のロングセラー1

2

※本誌に紹介されている情報は14年10月現在のものです。内容は変更になる場合があります。

※掲載している価格は8％の消費税込み価格です。税率変更により、価格が変更になる場合があります。

※紹介している店舗は年末年始が休業の場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

創業から約40年続くサンド
イッチ専門店。一つ一つ丁寧
に手作りするサンドイッチは、
世代を超えて地元の人たちか
ら愛され続けている。

i伊勢町2-99　
1045・241・6898　
68:00～13:30　d㊐㊗

手作りサンドイッチの店
サンドーレ伊勢町店

MAP P13A

目印はコレ
認定店舗には、このス
テッカーを贈呈しまし
た。探してみてね♪

パ
ン

パン…P3～4

スイーツ…P5～7

酒…P7

惣菜…P8～9

ご飯…P10～11



ショートケーキ ￥324

シュークリーム ￥151 和栗のモンブラン 
￥324

季節のジェラート ￥432/ダブル

生シュークリーム 
￥180

平沼そだち 各￥160

d定番人気の逸品。フレッシュク
リームと国産イチゴを使い、あっ
さりとした口当たりに

sフレッシュクリームとカスター
ドクリームを合わせているため、
クリームの口当たりがやさしい d国産の和栗を使用し、一

つずつ丁寧に手作りしてい
る。深みのある和栗の味と
なめらかなクリームが魅力

誰もが食べやすい定番商品

味のよさで
売れ筋No

.1

ほんのり甘くて懐かしい

地元愛あふれる

3種類

特製クリームがとろける

たっぷりク
リームに

大満足

しつこくない甘
さが魅力

北海道産の小豆のあ
んこ

ツナとパンの相性抜群

和食材と洋食が
コラボ

粒マスタードがピリリ

和栗の甘
味を楽しめ

る 1211

13

14

17

クリームパン ￥170/1個

ゴールデンヨット ￥1652/1本

ウインナー ブランチ ￥210/1個

f卵の風味がやさしいカスタードク
リームがたっぷり。香ばしさが漂うパ
ン生地とカスタードの相性も抜群

d最高級といわれる粉のゴールデンヨ
ットを水を使わず、北海道のよつ葉牛
乳でこねあげた逸品。1/2本は￥826

sウインナーとキャベツがパン生地の
中に入ったボリューム満点のひと品。
粒マスタードが味のアクセントに

里芋＆ツナ
ホワイトグラタン ￥190/1個

フルーツ入り
フランシス ￥184

h具材は洋風のツナグラタンと和食材
の里イモ。意外な組み合わせだが、里
イモの甘味がグラタンと絶妙にマッチ

gシュー生地をのせて焼
いたパンに、自家製カス
タードクリームとホイッ
プクリーム、フルーツを
はさんだ定番商品

ツナボール ￥76/1個

f秘伝の甘酢入り特製ツナサラダ
をパン生地で包み、自家製パン粉
をつけて揚げている

アンパンマン ￥310

dパン生地の中に、北海道
産の小豆をたっぷり使った
つぶあんが。程よい甘さで
大人にも好評

メロン
パンナちゃん 
￥310

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

dクッキー生地に包
まれたパン生地の中
には、とろけるメー
プルマーガリン。ひ
と口ごとにメープル
の香りが広がる
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7
ほんのりミルクの香り

メープルマーガリンが香る

四季折 の々オリジナルフレーバーが新鮮

sシングルは￥360。テイクアウ
トは店頭で2種類の味を選び、テ
イクアウト専用ボックス500㎖に
入れてもらって￥1440（箱代込）

j香ばしいシュー皮に
生クリームを入れ、季
節ごとに替わるフルー
ツを添える定番商品

h左から、小豆あんと栗入りのパイまんじゅう、栗入りのカ
ステラまんじゅう、黄味あんで甘露梅を包んだまんじゅう

シナモンドーナッツ ￥100/1個

s1956年から続く定番商品。こ
ろんとかわいい丸形ドーナツ
に、胃腸にやさしいシナモ
ンシュガーがたっぷり

15

8
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5 もともとは四季折々の和菓子
を提供していたが、1990（平
成2）年からは洋菓子の製造販
売も開始。地元に愛される誰
もが食べやすい和洋菓子の店。

i霞ヶ丘77　1045・242・0727
69:00～19:00　d㊋

きんぺい堂

MAP P12E

厨房で手作りするイタリアン
ジェラートの店。定番の味の
ほか、小倉、抹茶といった和
テイスト、季節限定で枝豆や
栗、ユズ、イチゴなども。

i南幸1-6-31
髙島屋横浜店B2　
1045・311・5111（代表）
610:00～20:00　d1/1

ジェラテリア 
パンチェーラ

MAP P14-ⒷF

1900（明治33）年に創業し、
和菓子の製造販売をスタート。
1956（昭和31）年からは洋菓
子の製造販売も始め、昔なが
らの味を守る和洋菓子の老舗。

i平沼1-6-20　
1045・321・4375　
69：00～20:00
d不定

寿
す

々
ず

㐂
き

家
や

菓子舗

MAP P15-ⒸG

横浜・馬車道で誕生し、戦後
は藤棚に移って約80年。家
付き酵母がしっかり付いた工
場で、できるだけ昔ながらの
製法でパンを焼き続けている。

i中央2-35-7　1045・321・
1848　67:00～19:00、㊗7:00
～18:00　d㊐

ムカヰベーカリー

MAP P14-ⒶC

無添加にこだわり、「やさしい
味」がモットーの手作りパン
の店。旬の野菜など、体にい
い素材を積極的に取り入れた
オリジナルパンも楽しみ。

i岡野2-15-32　
1090・2333・5170　
610:00～19:00　d㊍

パン工房 チャチャ

MAP P12B

アニメでおなじみのアンパン
マンのパンを購入できるのは、
モール内の「ジャムおじさん
のパン工場」。すべて厨房内
で手作りしている。

iみなとみらい4-3-1
1045・227・8855　
6ミュージアム10:00～18:00
（最終入館17:00）、
モール10:00～19:00　d1/1
7モールは入場無料

横浜アンパンマンこども
ミュージアム＆モール

MAP P13D
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県指定の銘菓
。あんは2種

国産小豆の上
品な甘味

掃
か

部
もん

山
やま

をイメージ

横浜
の歴
史を感

じる機
関車
モチ

ーフ

リン
ゴと梅

のさわやかなハーモ
ニー

シンプルで懐かしい味

ヨコハマ陸蒸気サブレ ￥596 ふらんすやまポテト ￥227/1個

おはぎ ￥130/1個

大信州
みぞれりんごの
梅酒 ￥1512/720㎖

l1872（明治5）年、日本初の鉄道が新橋
～横浜間に開通。そんな歴史を感じさせ
る4種類の絵柄付きの手作りサブレ

dサツマイモにバター、生クリーム、
卵黄を混ぜてふんわりと焼き上げた逸
品。クリーミーな口どけが絶妙

dこしあんとつぶあんの2種
類があり、柔らかく仕上げた
もち米との相性ピッタリ。少
しの塩味がアクセントに

d長野県内で最上級と
される「サンふじ」を
特殊な方法ですりおろ
し、梅酒とブレンド。
みぞれリンゴの舌触り、
蜜のような果汁が酸味
のある梅酒とマッチ
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19戸部の春風 ￥160 みたらし団子
 ￥120

豆もち ￥120/1個

オレンジショコラ ￥1242

本
ほん

練
ねり

挽
ひき

茶
ちゃ

羊
よう

羹
かん

 ￥1450/1本

千代田の栗最中 各￥240/1個

とべかまん ￥160

本
ほん

練
ねり

栗
くり

羊
よう

羹
かん

 ￥1450/1本

三色だんご ￥165

s戸部小学校の6年生とコ
ラボして開発。掃部山のサ
クラをイメージし、ウイロ
ウ種でサクラあんを包んだ
逸品。2～5月限定

s柔らかな団子は少し
大きめで、4つも串に
刺してあるので食べご
たえ十分。みたらしの
タレは甘さ控えめ

fむっちり柔らかな三
角形の餅に、食感と香
りのいい豆が入ったシ
ンプルなひと品。ほの
かな塩味が絶妙だ

kオレンジを赤ワイン、砂糖
などで煮込んでスティック状
に切り、スイスの最高級
チョコ、ココアをコー
ティングしている

s香り豊かな抹茶入りのよ
うかん。横浜開港にゆかりの
ある井伊掃部頭直弼をパッケ
ージに描いているのも特徴

dこちらも戸部小6年生とのコ
ラボ作で、2～5月のみ販売。掃
部山の池に浮かぶサクラの花を
イメージ。中にはサクラあんが

d国産小豆をたっぷり使い、伝統の
手作業で丹念に練り上げている。昔
ながらの味に固定ファンが多い

d抹茶あん、梅肉入りのあん、
こしあんの3種類のあんを丸
めて串に刺し、寒天でつるり
と包んで仕上げている

2〜5月の限定
販売

抹茶の香りが
豊か

中のあんも3種
類

酸味と甘味が
見事に調和

サツマイモの自然な甘さ

柔らかな団
子が大きい

ほのかな塩味が

ポイント

18

f1950（昭和25）年に神奈川県指定
銘菓に。こしあんと白あんの2種類
があり、どちらも刻んだ栗入り

1913（大正2）年に創業した和
菓子の老舗。昔から国産の材
料にこだわり続け、上質な素
材で丁寧に手作りするほか、
新作の開発にも積極的。

i伊勢町1-65　1045・231・
1614　68:00～18:30　
d㊊（祝日の場合は翌日）

田
た

邊
なべ

屋

MAP P13I

1967（昭和42）年創業の洋菓
子店。横浜の名所の名前が付
いた銘菓・横濱散歩道シリー
ズや地産地消の洋菓子開発に
も積極的に取り組んでいる。

i中央2-12-7　1045・321・
3195　69:00～21:00　dなし

ふらんすやま 藤棚店

MAP P14-ⒶK

80年以上の歴史を持つ和菓
子の老舗。「安く、おいしく、
大きい」と三拍子そろった和
菓子や豆餅が、地元住民から
愛され続けている。

i桜木町7-43　
1045・321・8687　
68:30～17:00（売り切れ次第
閉店）　d㊐㊗

和菓子処 鈴木家

MAP P15-ⒸL

100年近く続く酒の老舗。日
本酒、焼酎、ワインなどすべ
て、こだわりの商品を仕入れ
る。不定期で店内試飲、他会
場での試飲会を開催。

i中央2-12-2　1045・321・
6212　610:00～19:30、㊐㊗
10:00～18:30　dなし

三河屋かみや

MAP P14-ⒶM

創業1927（昭和2）年の和菓子
専門店。店舗の後ろに工場が
あり、昔からの製法を守る職
人が腕を振るって、一つ一つ
丁寧に手作りしている。

i岡野1-12-13　1045・311・
2764　69：00～20：00　d㊐

千代田栗最中本舗

MAP P12J

横浜駅西口直結の髙島屋横浜
店にあるオフィシャルグッズ
ショップ。横浜みやげにふさ
わしい菓子、雑貨、衣料品な
どを多彩にそろえている。

i南幸1-6-31 髙島屋横浜店7F
1045・311・5111（代表）
610:00～20:00　d1/1

髙島屋横浜店　
ヨコハマ・グッズショップ

MAP P14-ⒷH
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やまゆりポーク
バラ角煮 ￥610

はまチューリンガー
￥610

はまウインナー
低アレルギー
ウインナー ￥610

s神奈川育ちのやまゆ
りポーク使用。やまゆり
ポークならではの脂身の
甘さが生きた豊かな風味

f横浜育ちの豚肉を粗挽き
にし、食感を残して食べご
たえたっぷり。本場ドイツ
仕込みの製法で作っている

d横浜育ちの豚肉使用。
発色剤を使わない無塩セ
キのウインナーで、アレ
ルギー物質25品目のう
ち、豚肉以外は不使用

素材を生かした
丁寧な仕上げ

サクサク衣に柔らかなクジラ肉

カツオ、ワサビなど各種あり

薄味仕
上げで

肉の味
を引き出

す

低アレルギーで
体にやさしい

本場ドイツ仕込みの本格派

34

33

31

37

36

39

32 1948（昭和23）年創業。主に
横浜中華街、みなとみらい21
地区のホテル、市内学校給食
など業務用食肉を取り扱う。
県内のブランド豚をPR中。

i桜木町7-42　
1045・322・5529　
69:00～17:00　d㊐㊗

井上富
とみ

蔵
ぞう

商店

MAP P15-ⒸO

1950（昭和25）年の創業当初
から揚げ物をメインとし、
1990（平成2）年ごろからは手
作り弁当もスタート。近隣住
民の頼れる食卓の味方。

i平沼1-34-17　
1045・321・4129　
610:00～13:00　d㊏㊐

揚
あげ

八
はち

MAP P12N

30年以上、数の子や子持ち昆
布を製造してきた工場が、
2012年にオープンさせた店。
横浜めんたいなど、横浜の新
名物作りにも取り組む。

i浅間町5-378-5　
1045・620・8321　
69:00～18:00
d年始

横浜たにや 
ぎょらん工房 洪福寺店

MAP P12S

創業60年以上の手作りさつ
ま揚げ専門店。一枚ずつ手間
を惜しまず作るさつま揚げは、
定番ものから変わり種まで種
類も多く、食べ方も多彩。

i中央2-5-13　
1045・321・7876　
610:00～19:00　d㊐

今井かまぼこ

MAP P14-ⒶP

コロッケ ￥70/1個

たこ焼風 はま焼 ￥250

sジャガイモ、豚挽き肉、タマネギなど、
素材のおいしさをそのまま生かした定番
コロッケ。クセのないカメリアラードで
揚げるので、カラッとした仕上がり

和牛ビーフ
コロッケ 
￥97/1個

くじら一口カツ ￥160/1枚

子持昆布 
各￥1500/150ｇ

横浜めんたい ￥900/150ｇ

かつお仕立て わさび仕立て 明太仕立て

s北海道のジャガイモ、淡路島のタマ
ネギ、黒毛和牛を使った人気No.1商品。
黒毛和牛ならではのコクのある味わい
が特徴。揚げたてなのもうれしい

くじら竜田揚げ ￥300/100g

l昔懐かしいクジラの竜田揚げ。肉の
うま味を引き立てるために、衣は軽く
仕上げてあり、柔らかさも楽しめる

kやわらかなクジラ肉を
サクサクのパン粉で包ん
で揚げた定番商品。その
ままでも、ソースでも、
辛子を付けても美味

s天然の子持ち昆
布をカツオダシ、
ワサビ、明太子で
仕上げた看板商品。
ご飯にも、晩酌に
もおすすめ

d北海道産のタラコ、戸塚産のフレッ
シュな唐辛子を使用。甘口、中辛、辛
口、激辛と4段階の辛さがある

s見た目はたこ焼きだが、実はこれ、さ
つま揚げ。手作りのさつま揚げをたこ焼
きスタイルで食べる。おたふくソースと
さつま揚げが予想以上によく合う

新
感覚

のさつ
ま揚げ

黒毛和牛のうま味が生きる

味の
いい北海道産タラコ

を使用

35
40

38

素材のおいしさが引き立つ

2012年11月にオープンした、
クジラ専門店。ユッケや定食
などのクジラ料理を店内で食
べられるほか、クジラベーコ
ン、カツなどの店頭販売も。

i久保町21-21　
1045・315・5799　612:00～
14:00、17:00～21:00、㊏㊐㊗
12:00～21:00　d㊌

濱のくじら屋

MAP P14-ⒶR

1957（昭和32）年に創業した
水野精肉店を原点とし、1987

（昭和62）年に現在の店名に。
注文を受けてから揚げること
もできるので、いつでも熱々。

iみなとみらい3-5-1 MARK 
IS みなとみらいB1  1045・ 
319・6530　610:00～20:00、
㊏㊐㊗10:00～21:00　dなし

コロッケと…神戸水野家 
マークイズみなとみらい店

MAP P13Q
惣
菜

惣
菜



50年以上前に横浜名品街で
創業し、現在では横浜駅を中
心に西区内で5店舗を営業す
る地元のそば店。本格的なそ
ばを守り続けている。

1920（大正9）年創業のそばの
老舗。石臼でひくそば粉を使
った自慢のそばはもちろん、
酒肴にうれしいそば豆富やそ
ばの春巻きなども充実。

2011年オープン。個体識別番
号付きの国産黒毛和牛100％
のハンバーグ専門店。デミグ
ラス、トマト、オニオン、和
風のソースから1種を選べる。

横浜駅西口で1960（昭和35）
年に創業したカレー専門店。
厳選された17種類のスパイ
スを使い、丹精込めて仕込ん
だオリジナルカレーが自慢。

1989（平成元）年から洋食レ
ストランとして営業。自慢の
ビーフシチューのほか、昔懐
かしい洋食各種、酒やおつま
みもあり、大小宴会も可能。

1908（明治41）年創業。発売
以来変わらないレシピで名物
のシウマイを作る。本社と本
店ショップは西区にあり、横
浜名物を発信し続けている。

i南幸1-5-1 ジョイナス ザ・ 
ダイヤモンドB1　
1045・311・0087
611:00～23:00（LO22:30）
d不定（施設に
準ずる）

i浅間町1-20-7 1F　1045・
620・3457　611:00～15:00、
17:00～22:00　dなし

i南幸1-5-1 ジョイナス ザ・ダ
イヤモンドB2  1045・311・
0037　611:00～23:00（LO22: 
30）　d不定（施設に準ずる）

i高島2-3-19 高島ビル1F
1045・441・3488　
610:00～22:00
（LO21：20）　
d㊐㊗

i高島2-13-12　
1045・441・8827　
69:00～21:00　d1/1

更科一休
ジョイナス店

そば・うどん 平沼 田中屋　

アラベル

カレーハウスリオ

レストラン味
み

蕾
らい

亭
てい

崎陽軒　本店ショップ

MAP P14-ⒷW

MAP P15-ⓒX

MAP P12T

MAP P14-ⒷU

MAP P13Y

MAP P14-ⒷV

一休そば ￥260/1束

イートインで使用するのと同じそば粉、一休粉を使用して、
特殊製法で仕上げた持ち帰り用そば。1束200ｇ（約2人分）で、
ジョイナス店と通信販売（代引き）での販売のみ

黒毛和牛ハンバーグ ￥857

きざみ鴨せいろ ￥972

黒毛和牛100％&無添加なので、肉本来
のうま味を味わえる。価格は持ち帰り&
ディナータイムのイートイン価格。持ち
帰り時に容器代￥50別途要

この店の登録商標であるきざみ鴨せい
ろは、2人前で1パック￥2052でテイ
クアウトOK。真空パックにした生そ
ば、きざみ鴨入りつけ汁のセットだ

ビーフシチュー 
￥1580
3日間かけて丁寧に
煮込んだ肉と、その
ダシで作るデミグラ
スソースは絶品。付
け合わせの野菜も好
評で、追加注文（￥
300）する常連も多い 

和牛100％で柔らかジューシー

鴨の
滋味あ

ふれる看板メニュー

カツとカレーの
最強

コラ
ボ

3日間煮込む柔らかビーフ
が絶

品

香り高
く懐かしい味

47

46

41

42

48

彩り華やかな幕の内弁当

自家製チャー
シューで

味にコク

豚肉と干しホタテ
貝柱の豊かな風味

i平沼1-5-21　1045・322・
0863　611:00～22:00、㊗
11:00～21:30（LO各30分前）

d㊐、第3㊊（祝日
の場合と12月の第
3㊊は営業）

カツカレー ￥700

昔ながらのシウマイ
￥590/15個入り

シウマイ弁当 ￥800

横濱
チャーハン 
￥600

スパイシーなのに甘味、
コクのあるカレーと、
サクッと揚げられたカ
ツとの相性は抜群。持
ち帰り用容器は電子レ
ンジ対応。容器代不要

s横浜名物として有名。
1928（昭和3）年の発売以来、
豚肉と干しホタテ貝柱に
よるジューシーな味わい
を守り続けている

s看板商品のシウマイを中
心に、独自製法で炊いたご飯、
マグロの照り焼、玉子焼きな
どを詰めた弁当

dチャーハン、鶏の
チリソース、タケノ

コ煮などに、自慢のシ
ウマイも入れた弁当。

半世紀以上愛される名品

44

45

43

ご
飯

ご
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臨港パーク

　　西区の
おいしいもの＆
商店街MAP
～西区全体図～
「にしまろちゃんがおうちで食べたい! お
いしいもの」全48品を買える店と、西区
内の商店街は、このMAPでチェック！

おいしいものを
持って公園で
ピクニックもいいね♪

※地図内の A ～ Y はP3～P11で紹介した店、
1 ～ 24 はP16で紹介した商店街に対応しています。

P3～P11で紹介した「にしまろ
ちゃんがおうちで食べたい！ おい
しいもの」は、公園で食べるのも
おすすめ。区内の公園の中から、
にしまろちゃんお気に入りの公園
を3か所、紹介します。

にしまろちゃんおすすめ♪
公園情報

2

1

3

臨港パーク
PARK

1
横浜港を望む広々とした芝生広場、
潮入りの池、ゆるやかにカーブす
る水際線やみなとみらい21地区
のビル群を望むアーチ橋、点在す
るオブジェなど見どころが多い。
iみなとみらい1-1
1045・221・2155（パシフィコ横浜総
合案内）　7入園自由

掃
かもんやま

部山公園
PARK

2
横浜港の開港に尽力した井伊掃
部頭直弼の役職にちなみ名付け
られた公園。春はサクラの名所
として有名で、夏には「虫の音
を聞く会」というイベントが恒
例になっている。
i紅葉ケ丘57　1045・242・1313
（西土木事務所）　7入園自由

Let's go to
the park!

野毛山公園
PARK

3
高台に位置し、みなとみらい21
地区を眼下に見下ろすことがで
きる展望台は公園随一のビュー
スポット。入園料無料の野毛山
動物園には、サクラやバラ園な
ど、花の名所も。
i老松町63-10　
1045・231・1307　7入園自由1 2 1 3



がんばってます！

2007年11月4日の区民まつりで命名されて以
来、各地で西区の魅力をPR中のにしまろちゃん。
おいしいものの認定式や物産展に参加し、「西
区のおいしいもの」のPRも行っています。今度
はあなたのいる場所へ出没するかも!?

にしまろちゃん活動報告

f「にしまろちゃんがおうちで食べた
い!　おいしいもの」の認定式にて
s認定した「おいしいもの」の店舗を
地図パネルにしてPRしています♪ 

※地図内の A ～ Y はP3～P11で紹介した店、
1 ～ 24 はP16で紹介した商店街に対応しています。

　　西区の
おいしいもの＆
商店街MAP
～エリア別拡大図～
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西区の全商店街 リスト
西区商店街組合連合会に所属する商店街は全部で24。

身近で便利、個性あふれる商店街で、西区ライフをもっと楽しもう！

横浜ダイヤ・ジョイナス会　南幸1 （MAP P14-Ⓑ）

横浜モアーズ会　南幸1 （MAP P14-Ⓑ）

西口幸栄商店会　南幸1 （MAP P14-Ⓑ）

横浜駅西口五番街商店会（協）　南幸1 （MAP P14-Ⓑ）

スカイビル商店会　高島2 （MAP P14-Ⓑ）

ルミネ横浜会　高島2 （MAP P14-Ⓑ）

横浜ポルタ会　高島2 （MAP P14-Ⓑ）

ランドマークプラザテナント会　みなとみらい2 （MAP P13）

MARK IS みなとみらい　みなとみらい3 （MAP P13）

平沼商進会　平沼1 （MAP P15-Ⓒ）

裏横浜商店会　高島2 （MAP P14-Ⓑ）

横浜西口商和会商店街　南幸2、岡野1 （MAP P12、P14-Ⓑ）

浅間下商店街ニッコリ会　浅間町1 （MAP P12）

藤棚一番街（協）　中央2 （MAP P14-Ⓐ）

藤棚商店会　藤棚町1 （MAP P14-Ⓐ）

サンモール西横浜商店会　久保町 （MAP P14-Ⓐ）

西前中央商店会　中央2 （MAP P15-Ⓐ）

久保町ニコニコ商店街　久保町 （MAP P14-Ⓐ）

西区役所通り中央商店会　中央1 （MAP P12）

戸部大通り商店会　戸部町4・5ほか （MAP P13）

紅梅通り商店会　戸部本町 （MAP P13）

石崎商友会　戸部本町 （MAP P15-Ⓒ）

桜橋商店会　桜木町7 （MAP P15-Ⓒ）

羽沢通り商店会　老松町 （MAP P13）
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※商店街名の前の番号はP12-15の地図内の番号と対応しています。

www.city.yokohama.lg.jp/nishi/
西区の情報はここでチェック！

商店街で
出会ったみなさん、
ありがとう！

おうちで
食べよっと…！

全部ください！

に
し
ま
ろ
ち
ゃ
ん

買
い
す
ぎ
ヨ
…

わっ、
お買い得！

ご覧く
ださい

♪


