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開催期間 9.1 sat 11.30 �fri

裏横浜地域活性化プロジェクト
TwitterとFacebookで最新情報をチェック！
期間中、urayoko net事務局スタッフによる食レポも投稿します。 www.facebook.com/urayokonet

Twitter ID：@urayokonet

6th

4 6 のお店を巡る 、

オトナの 裏 横スタンプラリー

Stamp Rally 2018

横浜駅東口
高島・平沼・戸部

エリア

1,000円で、
35杯、飲み歩き。

目指すは、

“バス停型看板”

今年は、

飲食店以
外も

仲間入り！

参加店舗は
中面でチェック!

最新情報はTwitterと
Facebookをチェック！

〈主催〉裏横浜地域活性化プロジェクト urayoko net委員会　　〈後援〉横浜市文化観光局／公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー
〈協賛〉日本郵便株式会社 南関東支社・横浜中央郵便局／株式会社河内屋／株式会社大勝／ベイヒルズ税理士法人／株式会社グリップ／アサヒビール株式会社／キリンビールマーケティング株式会社 横浜支社／サッポロビール
株式会社／サントリー酒類株式会社／コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社／学校法人岩谷学園／株式会社ユハク／株式会社セルディビジョン（順不同）
〈参加店舗〉ビストロ フレッシュ／The World Kitchen／Grand CRu Glamorous Blu／魚介とワイン 裏横2階／SOBAR屋 BOSWAIN／肉バル BOSWAIN／魚とワイン hanatare／鮨 こはだ／リストランテ リアル／いざか屋 若蔵
／Dining & CafeBar Living／魚と酒 はなたれ横浜東口店／横浜漁酒場 まるう商店 別館／HANAICHI ～花いち～／魚とワイン はなたれ The Fish & Oysters／TRATTORIA LA COCOLICO 横浜東口店／焼肉・サムギョプサル 
ダンカン／出世居酒屋 いっすんぼうし／横浜漁酒場 まるう商店／プラチナバード横浜／MALIBU／お惣菜カフェ Orange／ピグローネ／タンメン・カントナ／39°F／平沼 田中屋／カフェ・ド・ノヴァ／casual wine dining Laugh／
沖縄・和Dining 鏡屋／鮨 鈴な凛／The World Kitchen & Sports／和イタリアン居酒屋 鏡屋PLUS／アジアン和風居酒屋 バンブー／ICHIMI BAR／炭火焼・和バル 鏡屋LIFE／NAIL SALON Very 横浜／girasol／Tlico Hair／
Beauty Salon JYACK／N la nature／Beauty Therapy Ai YOKOHAMA／ラブリークリーニング 平沼店／chambre private hair salon／リラクゼーションルーム ねこの手／Grand × AtlierDonguri／zect PLUS

プロデュ―ス・デザイン：株式会社セルディビジョン　写真：K-PHOTO SERVICE　齋藤久夫＋吉野明日香
写真・ウェブサイト：creative office tie　阿部萌夢＋長田水紀　イラスト：おぐらきょうこ　コピー：田尻英二・金子摩耶
urayoko net事務局 株式会社セルディビジョン
〒220-0011 横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜2F CDC内　tel：045-548-6861（担当：馬場・安藤・高橋・松田・本居）　E-mail：info@urayoko.net

裏横浜地域活性化プロジェクト urayoko net

urayoko 検 索

www.urayoko.net

参加クリエイター

連絡先

いっしょに街を元気に！urayoko netを支える地元企業のみなさんです。

詳しくは最寄りの郵便局にお尋ねください

離 れて 暮らす 家 族 を つなぐ 。

そばにいるから、できることがある。

税務・相続・贈与・譲渡・
会社設立などのご相談は、

横浜・神奈川の
ベイヒルズ税理士法人へ。

http://www.yuhaku.jp/

ベイヒルズ 検 索

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル6階
TEL 045-450-6701（代表）   FAX 045-450-6706

www.bayhills.co. jp
横浜市西区平沼1-38-7　Tel：045-624-9328
※予約制（第2・第4土曜は予約不要）

本社・ショールーム

水天宮平沼神社例大祭
9月3日（月）・4日（火）・5日（水）日程 urayoko net 清掃の会

毎年恒例9月3・4・5日
は水天宮平沼神社例
大祭。3日は氏子町内
神輿の御霊入れ、4日
は氏子有志による余
興、5日は例大祭と神
代里神楽。そして、町
内連合神輿宮入りが行
われ、裏横浜地域が熱
く弾ける3日間です。

地元のお祭りを盛り上げよう！

水天宮平沼神社の例大祭！
掃除で街を盛り上げよう！

裏横浜を清掃しています。

「urayoko net」へ協賛・協力

していただける企業を募集！

今年で6回目を迎える、
オトナの裏横スタンプラ
リー「urayoko net」。多
くの方々のお力をお借
りすることで、イベント
を成功へと導いてきま
した。地域活性化のため
にさまざまなかたちでサ
ポートいただける企業・
団体さまを募集してい
ます。詳しくは、事務局
までお訊ねください。

urayoko net事務局
tel：045-548-6861（担当：馬場）までお問い合わせ

横浜駅東口から徒歩約3分。CDC（クリエイティブデザイ
ンセンター）は神奈川・横浜を基点とした、クリエイターが
集まり交流できるオープンシェアオフィスです。ここを拠
点にurayoko net委員会でイベントの企画を練ったり、ク
リエイター同士で協力し合いながら、ポスターやフライ
ヤーなどのツールを作ったりしています。

CDC（クリエイティブデザインセンター）
〒220-0011 横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜2F CDC
http://www.officecdc.jp

ここがurayoko netの拠点！！ urayoko netの旬の情報を

タイムリーに発信！！

9月4日（火）・5日（水）は、
露店の出店もあります。

毎年
恒例 活動中

裏横浜を歩いて
いると、道端に
ちょっと目につく
ゴミ。「もう少し
美しい街になっ
てほしい」そんな
想いから、清掃
活動を行ってい
ます。実は「NPO
法人美しい港町
横濱をつくる会」では年に2回、桜木町駅から横浜駅まで
の清掃活動をしています。私たちもそこに合流するかたち
で桜木町から裏横浜までのゴミを拾いました。活動の内
容はFacebookでお知らせします。

www.facebook.com/urayokonet

「urayoko netのお店
はどんなところ？」「どん
なイベントがあるの？」
などなど、urayoko net
に関する情報をさまざ
まなメディアで発信し
ていきます。恒例の「食レポ」を
はじめ、各お店で開催されるイ
ベントや期間限定のメニュー、
さらには日本酒の蔵元を招い
た飲み比べ会など。旬の情報
をタイムリーにお届けします。

2 018
TO U H AM A S A I

10:00～
15:009月8日土

一般公開

濱祭東
岩谷学園合同学園祭

アジアンフーズ 留学生の歌・ダンス マッサージ 縁日

ほか

開催場所
岩谷学園1号館、3号館、5号館、6号館、7号館

横浜駅から徒歩7分



新しい出会いをつくるurayoko net

1 2 3 4

Stamp Rally 2018Stamp Rally 2018

urayoko netは、横浜駅東口の高島・平沼・戸部エリアの住民と店舗、企業、クリエイターがつながるプロジェクト。

裏横浜の魅力を知ってもらいたい、この街をもっと良くしたい、そんな思いから生まれた地域活性化事業です。

バスは地域を結び、人をつなげるアイコン。さあ、バスになったつもりでバス停を目指しましょう。

今年は、飲食店以外のお店も参加！ 魅力たっぷりの裏横浜で、新しい出会いを楽しみませんか。

全46店を探してオトナの裏横スタンプラリーに参加しよう！

買い方

スタンプを集めると抽選でお食事券プレゼント！

特典

使い方

　　カードを見せる
ご注文の前にお店の方に

スタンプカードを見せましょう

　　ワンオーダーする
一人1品あるいは1杯
注文しましょう

　　サービスドリンクを選ぶ
お店によって異なるサービスドリンク！

ぜひオススメを聞いてみよう

コンビニ・チケットぴあで

コンビニ・チケットぴあでの

引換券
※
購入方法について

購入時にPコードを入力すると
手続きがスムーズです

取扱コンビニ・チケットぴあで
引換券を購入

　　ドリンクゲット！
お店からサービスドリンクが

1杯提供されます

スタンプが
押されます

Pコード【991-844】

飲食店の
場合

1 2 3 4　　予約をする
（予約が必要な店舗のみ）

事前に日時を決めてお店に予約をしましょう

　　カードを見せる
メニューを選ぶ前にお店の方に
スタンプカードを見せましょう

　　メニューを選ぶ
お店の方の説明を聞いて
メニューを選びましょう

　　特典ゲット！
お店によって異なる

サービス特典が提供されます
※くわしくは、各店舗情報をご覧ください

◆セブン-イレブン・・・・・・・・・・
◆サークルK・サンクス・・・・
◆チケットぴあ・・・・・・・・・・・・・・

店内のマルチコピー機でチケットの購入手続きを行います
店内のＫステーションでチケット購入の手続きを行います
店頭のチケット申込書に必要事項をご記入の上、店舗スタッフに渡します

取扱店

※引換券はスタンプカードに交換しないとスタンプラリーに参加できません。最初の飲食店でスタンプカードに交換してもらいましょう

お得なスタンプカード販売会開催！

urayoko net恒例のスタンプカード販売会を開催します。今回も、さまざまな
グッズが当たる抽選会をご用意しました。スタンプカードを1枚購入いただく
ごとに、1回ずつ抽選にチャレンジ！ぜひ、お友だちやご家族を誘ってお越し
ください。購入したスタンプカードは、その日からすぐにお使いいただけます。
抽選会の後は、そのまま裏横エリアへと繰り出しましょう！お得な販売会で
スタンプカードを買って、3か月間たっぷりと裏横巡りをお楽しみください。

TOPICS1
オリジナルドリンク盛りだくさん！
目玉はビール！旨みがぎゅっと詰まった、横浜育ちの椎茸で造る「urayoko 
beer（ベジタブルエール）」を販売します。昨年好評だった、横浜の水源・道志村
の湧き水で仕込む「urayoko beer」も帰ってきます！あなたはどちらが
お好み？ぜひ、飲み比べてみてください。
今回は、新たなオリジナルドリンクも登場！横浜で唯一の炭酸飲料製造会社、
坪井食品の炭酸水をオリジナルラベルで提供する「urayoko soda」と、創業
100年以上の歴史を持つ横浜の老舗茶舗、川本屋が足柄茶と玄米茶をブレンド
した「urayokoブレンド粉茶」をご用意しました。店舗ごとにアレンジしたオリ
ジナルドリンクとして販売。期間中だけの特別な味わいをお楽しみください。

TOPICS2

●飲食店の1杯無料サービスは、ワンオーダーもしくはドリンク1杯
を注文していただいた方に限ります。

●urayoko netのスタンプカードは、お一人様１枚のみご利用いただけ
ます。

●各店舗につき1回限りのご利用となります。

●飲食店ではお店指定のドリンクが1杯無料となります。

●サービスの内容は予告なく変更となる場合がございます。

●お店の改装や貸し切りの場合等、お店の事情によりご利用頂けない場合もございます。

●ご利用可能な時間帯は、各店舗の営業時間によって異なります。

●ランチタイムはご利用できません。

●有効期間は、 2018年9月1日（土）～11月30日（金）です。

●20歳未満の方にはアルコールの提供はできません。

●参加店舗および特設販売会場では、urayoko netのスタンプカードをご購入の際、お支払
いは現金のみとなります。

●他クーポンとの併用はできません。

●飲食店ではチャージがある店舗もございます。店舗一覧でご確認ください。

urayoko netは地域、お店の皆様の多大なご支援ご協力により成り
立っています。 ご参加の際は必ず注意事項をお読みください。

注意

事項

̶urayoko netからのお願い̶

参加店舗で

MAPを見ながら参加店舗へ行き、
お店でスタンプカードを購入

特設販売会場で

特設販売会場の横浜中央郵便局前で
スタンプカードを購入

5日間
限定！

◆参加店舗46カ所
◆特設販売会場（横浜中央郵便局前）

◆コンビニ（セブン-イレブン、サークルK・サンクス）、チケットぴあ

［ スタンプカード販売場所・販売期間 ］ 
8月中旬～11月30日（金）期間

8月1日（水）～11月23日（金）　※引換券を購入後、参加店舗でスタンプカードに交換期間

9月3日（月）～7日（金） 17:00～21:00期間 5日間限定販売

その他のお
店の場合 スタンプが

押されます

◆開催期間・・・・・・・・・・・・

◆スタンプカード・・・

2018年 9月1日（土）～11月30日（金）
1,000円（税込）

※利用可能店舗については、店舗一覧およびMAPまたはウェブサイトをご覧ください。

スタンプ35個、30個……5個と多い順に抽選を行い、最大7回チャレンジできるから、集めた分だけ当選確率アップ。
たくさんスタンプを集めて、urayoko net参加店で利用できるお食事券をゲットしましょう！

スタンプカードにお名前・連絡先・住所・合計スタンプ数をご記入の上、2019年1月11日（金）までに参加店舗にお渡しください。
※プレゼントの当選は、発送をもって代えさせて頂きます。発送は、2019年2月を予定しております。

応募方法

お食事券1,000円分 20名様スタンプ 個5
お食事券2,000円分 15名様スタンプ 個10
お食事券3,000円分 10名様スタンプ 個15
お食事券4,000円分 8名様スタンプ 個20

お食事券6,000円分 5名様スタンプ 個25
お食事券8,000円分 3名様スタンプ 個30
お食事券10,000円分 1名様スタンプ 個35

イ
ベ
ン
ト
概
要

なぜ『裏横』って呼ぶの？
1859年の開港以来、国際港湾都市として発展してきた横浜。1923
年には横浜駅は現在の場所に移され、新様式を取り入れた当時の
駅舎は“東洋一”ともいわれていました。東口は元々、その横浜駅の
表玄関として栄えた場所です。歴史ある東口エリアを、裏原宿や代
官山のように個性豊かなおもしろい街にすることで、オトナにとっ
て魅力的な街としてもう一度盛り上げたい。そんな想いから、「ビス
トロフレッシュ」オーナーの入交さんが、雑誌の取材で東口エリア
のことを『裏横』と口にしたのがきっかけで、呼び名はだんだんと広
まっていきました。近年、その地域活性化への想いは多くのお店か
ら支持されるようになり、『裏横』という名のつく店名やメニューは
どんどん増え続けています。みんなでこの街を盛り上げていこう！
私たちはそんな想いで、親しみを込めて『裏横』と呼んでいます。

前回の販売会の様子

9月3日（月）～7日（金）の5日間・17:00～21:00日程

横浜中央郵便局前場所

おめでとう
ございます

！

当選です～
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鯉がいる。

たまに亀も

泳いでるよ

※番号・記号は次ページからの店舗一覧番号と対応しています

…地元の皆さまからの情報ですので、誤りがある場合がございます

箱
根
駅
伝
の
コ
ースで

す
!

春
は
サ
ク
ラ
が
満
開
！

東横線から

高島エリアへは

横浜駅より

新高島駅の方が

実は早い！

ふしぎな
おじさんの
銅像がある！

MALIBUへ
行くには、

この歩道橋を渡って
三井ビルディングへ！

京急線撮影

ベストスポット

元はこちらが
平沼橋でした。
今は「元平沼橋」

です

平沼西昭会館
たまに

おどっている
人が！

2代目
横浜駅の
遺構が
あります

梅香橋という
きれいな
名の橋です

歴史ある
商店街

「平沼商店街」

レトロな
銭湯

サクラ+
京急電車
撮影スポット

水天宮の
お祭りでは

出店がいっぱい！

ここ周辺を埋め立てた
平沼九兵衛が天保10年創建。

安産・水徳の神を
祀っています。

高島・平沼の氏神様

S
9.3（月）～9.7（金）

スタンプカード
特設販売会場

詳しくは
2ページをご覧ください。

S

※飲食店のさらに詳しい情報はwww.urayoko.netをご覧下さい。
※消費税込みの価格で表示しています。
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Dining & CafeBar Living11

溶岩焼き

3種の肉コンボセット（各150g）

ダイニングバー

顔ぶれも新たに、
個性豊かな46の名店が
皆様をお待ちしています。

高島エリア（横浜駅付近）拡大図

　西区高島2-11-11 ポートビル3F      045-628-9964
　17:30～23:30(L.O.22:30)      日曜      サービスドリ
ンク：生ビール、グラスワイン、カクテル各種、ソフトドリ
ンク      チャージ324円

遠赤外線で焼きあげる、話題の溶岩焼きが楽しめる
お店。和牛やジビエなど厳選した希少部位のお肉を、
夜景の見えるおしゃれな店内で味わえます。お一人さ
まにも嬉しい小皿料
理や、飲んだ後に食
べたい締めパフェも
ご用意！

魚と酒 はなたれ横浜東口店12

旬の魚魂盛り

海鮮居酒屋

　横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル1F
　045-534-7656      月～木 17：00～24：00（L.O.23：
30）、金・土 17：00～24：30（L.O.24：00）、日 17：00～
23：30（L.O.23：00）       無休      サービスドリンク：生
ビール      お通し324円

うまい魚とうまい酒を楽しみたいならココ。佐島や全
国の市場から毎日仕入れる新鮮な地魚が味わえま
す。日本酒メニュー
も毎日30種類以上
の品揃え。レアな銘
柄が日替わりで楽し
めるうえに、どれでも
500円の均一価格が
うれしい。

横浜漁酒場 まるう商店 別館13

地魚 三浦盛

海鮮居酒屋

　横浜市西区高島2-10-4      045-461-6622      月～土 
17:00～24:00（L.O.23:00）、日・祝 17:00～23:00
（L.O.22:00）       不定休      サービスドリンク：生ビール
小、サワー       お通し324円

「海」が好き、「畑」が好き、「人」が大好き。みうら漁港の
入札権を所有しているからこその価格と新鮮さ。うま
い魚を食べたかったら、迷わず来てください！地魚の
刺身はもちろん、旬
の焼き魚や煮魚も感
動的なおいしさで
す！　※カードのご利
用は月～土は21:00以
降に限らせていただき
ます。

HANAICHI ～花いち～14

国産牛と相模豚と

鎌倉野菜のせいろ蒸し

蒸しバル・うどん

　西区高島2-10-4 勝矢ビル2F      045-628-9836
　ランチ 11:30～14:00、ディナー 17:00～24:00
(L.O.23:00)      日曜      サービスドリンク：ビール、ハイ
ボール、サワー、グラスワイン、カクテル各種      お通し
324円

完全養殖の天空マグロ、相模豚、鎌倉野菜など、こだ
わりの食材を使ったさまざまなメニューを、落ち着い
たおしゃれな店内で
お楽しみください。
幻の日本酒といわれ
る獺祭もご用意。〆
にはぜひ、本格的な
お出汁が自慢の関西
風うどんを。

魚とワイン hanatare7

魚魂！！カルパッチョ

スペイン風海鮮バル

　西区高島2-10-20 印刷会館ビル1F      045-620-6974       
　月～木 17:00～24:00(L.O.23:30) 、金・土 17:00～
翌1:30(L .O .翌1: 0 0)、 日・祝 17 : 0 0～23 :30
(L.O.23:00)      　無休      サービスドリンク：生ビー
ル、グラスワイン、サワー       お通し324円

新鮮な魚と厳選したワインが楽しめる海鮮バル。しら
すのアヒージョなど、創作タパスメニューも充実。毎日
漁港と市場へ仕入れ
に行くからこそ出せ
る自慢の一品ばかり
です。「佐島産 朝ど
り！湘南生しらす」も
おすすめ。

鮨 こはだ8

こはだの定番コース 8,000円　

寿司割烹料理店

　西区高島2-10-25      045-451-6188      月～土 17:30
～23：00（L.O.22：30）      日曜      サービスドリンク：
urayokoオリジナルサワー      お通し540円（コース料理
事前予約の場合、お通し代はかかりません）

明治から5代続く、コース料理中心の寿司割烹料理
店。秘伝の赤酢を使ったシャリで握る豊富なネタと丁
寧な仕事が自慢です。期間中は、お得なurayokonet
限定ちょい飲みセッ
トもご用意。
※当店でチケット購入
の方のみ、urayoko 
n e t限定ちょい飲み
セット 4 , 0 0 0 円 →
3,000円に。

リストランテ リアル9

群馬県産

赤城牛もも肉の炭火焼き

イタリアンレストラン

　西区高島2-10-28 双洋ビル1F      045-444-0066      
　ランチ 11:00～15:00（L.O.14:00）、ディナー 17:00
～23:00（L.O.22:00）      月曜（ランチは火曜も休みの
場合あり、要確認）      サービスドリンク：スパークリン
グワイン、ソフトドリンク各種      パン代540円（アラカ
ルトメニュー注文の場合のみ）

裏横の地で長年愛されてきた、気軽に行けるイタリアンレス
トラン。10種類以上か
ら選べるパスタと、お肉
料理が自慢です。コー
ス以外にもアラカルト
メニューを豊富に用意
していますので、一品だ
けの注文から、どうぞ。

いざか屋 若蔵10

和豚ロースかつ

居酒屋

　西区高島2-10-16      045-620-8928      ランチ 月～
金 11:00～13:30、ディナー 月～土 17:00～24:00
（L.O.23:30）      日曜（ランチは土・日・祝休み）      サー
ビスドリンク：生ビール、ハイボール、サワー各種、ソフト
ドリンク各種      お通し540円

肉屋の息子が切り盛りする、和食中心の居酒屋です。
お肉料理はもちろん、毎朝市場から仕入れる魚を使っ
た料理もおすすめ。
日本酒は10種類、焼
酎は50種類以上を
常備。話題のグッチ
のワインもご用意し
てお待ちしています。

Grand CRu Glamorous Blue

1 35～ ・・・・・飲食店

A K～ ・・・・・その他のお店

3

ホワイトアスパラの

ゴルゴンゾーラ チーズソース炙り焼き

イタリアン居酒屋

　西区高島2-7-1 ファーストプレイス1F
　045-534-9191      火～金・祝日・祝前日 16:00～翌
1:00(L.O.24:00）、土・日 16:00～23:00(L.O.フードは
22:00、ドリンクは22:30）       不定休      サービスドリン
ク：自社ブランドの清酒「横笛」       お通し500円

カジュアルなイタリアンから居酒屋メニューまで、和
洋折中さまざまなメニューでおもてなし。おいしい料
理と音楽を、たっぷ
りと楽しめるお店で
す。16時から18時30
分まで、ドリンクと料
理がお得になるハッ
ピーアワー開催中！

魚介とワイン 裏横2階4

魚介のカルパッチョ

（6種のマリネ）

イタリアンダイニング

　西区高島2-10-24 2F      045-534-7747      17：00～
23：30（L.O.フードは22:30、ドリンクは23:00）      日～
火曜      サービスドリンク：ランブルスコ（グラス、おすす
めの赤の弱発泡ワイン）      チャージ又はお通し代：なし

横浜駅から徒歩3分、小さな入口から階段を上がった
地中海風のかわいいお店です。国内の有名ワイナリー
から取り寄せたワインやランブルスコと、新鮮な魚介
や旬野菜のイタリア
ン料理は、女子会に
もおすすめです。

SOBAR屋 BOSWAIN5

カレーつけそば

※そばは、うどんにも変更可

そばバー

　西区高島2-10-24 1F      045-461-6809      ランチ 月
～金 11：30～15：00（L.O.14：30）、ディナー 月～土 18：
00～24：00（L.O.23：30）      日曜（ランチは土・日・祝休
み）      サービスドリンク：生ビール、ワイン、ソフトドリン
ク      チャージ又はお通し代：なし

おいしいお酒とオリジナル料理、自家製そば、うどん
が自慢の新しいタイプのSOBAR屋です。船内をイ
メージした店内はリ
ラックスできる心地
よい空間。今日も腕
をふるってお客さま
をお待ちしています。

肉バル BOSWAIN6

極上国産リブロース

肉バル

　西区高島2-10-24 2F      045-441-2976      18:00～
翌1:00（L.O.24:00）      無休      サービスドリンク：生
ビール、強炭酸ハイボール、強炭酸サワー各種、ソフトド
リンク      お通し324円

食材を毎日仕入れ、いつでも良質なお肉を食べられる
肉バルです。ロース、カルビ、ハラミ、タンなどには、ぜ
ひ爽やかな強炭酸のハイボール、サワー各種をご一緒
に！具材にチーズを
絡めて食べる、肉フォ
ンデュもおすすめで
す。

ビストロ フレッシュ1

FRESH名物

渡りガニのトマトクリームリングイネ

レストランバー

　西区高島2-10-22      045-441-3544      火～金 18：
00～翌4：00（L.O.翌3：00）、土 17：00～翌4：00（L.O.
翌3：00）、日・祝 17：00～翌1：00（L.O.24：00）      月曜      
　サービスドリンク：生ビール、ワイン、カクテル各種（他
のサービスとの併用は不可）      サービス料5％

名物カニのパスタをはじめ、美味しい料理がずらり！
フルーツをたっぷり使ったオリジナルカクテルは女性
に大人気です。お一人
さまでも明るくフレン
ドリーなスタッフが
あきさせません！

The World Kitchen2

ジャマイカンジャークチキン

ダイニングバー

　西区高島2-10-22 2F      045-451-0782      18:00～
翌2:00(L.O.23:00)      不定休      サービスドリンク：生
ビール、ワイン、カクテル各種、ソフトドリンク      お通し
300円

エスニックでウッディな店内に、体に馴染む懐かしい
ミュージック。アジアン寄りのこだわり多国籍料理と
世界各国のお酒をご提供。30種類のワイン、世界の
ビール など、常時
150種類以上のお酒
をご用意しています。

グラン  クリュ  グラマラス  ブルー ソバーヤ  ボースン

… URL … イベント特典

地域のみなさまに愛され、60年以
上！お子さまからご高齢の方ま
で、誰でも安心してかかることが
できるアットホームな歯科医院で
す。電話で予約して来院ください。

tel:045-441-0227

高島歯科医院

1 2
5

4

3

7
8

B
A

9

14 15
17

16

18
13

10

12C

D

E

11

F G
H I

J

K

22

24

23
25 26

28

29

30

31

32

33

35
34

27

6

19

20

21



Stamp Rally 2018Stamp Rally 2018
… 住所
… サービスドリンク

… Tel …営業時間 … 定休日
… チャージ又はお通し代

Information Guide1 35～ ・・・・・飲食店 … 住所 … Tel …営業時間 … 定休日
Information GuideA K～ ・・・・・その他のお店

※飲食店のさらに詳しい情報はwww.urayoko.netをご覧下さい。　※消費税込みの価格で表示しています。

zect PLUSK
美容室

　西区平沼1-12-1-1F      045-312-3363
　月～金 10:00～19:00、土・日・祝 9:30～18:30
　火曜      http://zect-plus.com      特典：全てのメ
ニュー20%OFF（初来店のお客さまのみ）

アットホームな空間と、確かな技術力で人気のヘア
サロンです。カフェと間違えてしまうほどのおしゃれ
な外観の和み系美容室に、明るく気さくなスタッフ
が勢揃い。個室で受けられるヘッドスパが、サロンの
いちおしメニュー！

炭火焼・和バル 鏡屋LIFE35

炭火串焼き5本盛り

炭火焼・和バル

　西区中央1-33-8 りよんビル1F      045-620-2268     
　日～木 16:00～翌2:00（L.O.翌1:00）、金・土 16:00
～翌4:00（L.O.翌3:00）      月曜      サービスドリンク：
プレミアムYEBISU生ビール      チャージ150円

1本1本がボリュームのある各種串焼きやお刺身など、
おいしく食べて飲める地元密着の和バル。数量限定
の白レバー串はビールやハイボール、日本酒、焼酎、何
にでも合う看板メ
ニュー。売り切れる
前に、入店したらま
ず注文しましょう！

アジアン和風居酒屋 バンブー33

鶏の唐揚げ（あまから特製ソース）／

バンブー風タコライス

無国籍居酒屋

　西区戸部本町48-6      045-319-0270      17:00～翌
1:00(L.O.24:00)      無休      サービスドリンク：水彩サ
ワー      チャージ又はお通し代：なし

戸部駅から徒歩10歩！本格中華料理をはじめとした
アジアンフードがメインのお店。バンブー風にアレン
ジした創作料理はどれも満足間違いなし。イベントが
多くてにぎやかなお店なので、仲間同士はもちろん、
お一人様でも楽しめ
ます。

和イタリアン居酒屋
鏡屋PLUS

32

イベリコ豚と彩り野菜のソテー

（オニオンステーキソース）

　西区戸部本町47-10 栗原ビル1F      045-322-3238     
　日～木（火曜除く） 17:00～翌2:00(L.O.翌1:00)、金・
土 17:00～翌4:00(L.O.翌3:00)      火曜      サービスド
リンク：樽詰スパークリングワイン      チャージ150円

気軽に立ち寄れるリーズナブルなイタリアン居酒屋。
お刺身やカルパッチョから海ぶどうを使った創作イタ
リアンまで、独自のお料理を提供。お一人さまやカップ
ルでの入店はもちろ
ん、団体さまも40名
まで楽しく宴会がで
きるお店です。

The World Kitchen & Sports31

ガパオ（鶏肉バジル炒め）

スポーツバー

　西区戸部本町43-15      045-294-9983      月～金 
18:30～翌1:00、土・日・祝 15:00～24:00      不定休
　サービスドリンク：生ビール、ワイン、カクテル各種、ソ
フトドリンク各種      お通し300円

1号店でお馴染み、アジア系を中心としたエスニック
なお料理を味わいながら、大型テレビでスポーツ観戦
できるスポーツバーです。バスケットボールのNBAや
Bリーグ、サッカーの
放送がメイン。世界
各国のお酒も充実！

ICHIMI BAR34

ビーフジャーキー

バー

　西区中央1-33-12 銀河ビル3F      045-322-5567     
　ランチ11:30～14:00、ディナー18:00～翌2:00
　無休      サービスドリンク：ブラッディマリー
　チャージ300円

気さくな店主が毎日カウンターに立って、お客さまを
お迎えしています。ノリのよさは、ピカイチ！古きよき
アメリカンな雰囲気の居心地いい空間の中で、レコー
ドを聴きながらゆっ
くりとお過ごしくだ
さい。お一人さま大
歓迎です。

カフェ・ド・ノヴァ27

マグロの上ぶつ

新鮮魚介居酒屋

　西区平沼1-13-14パーク ノヴァ一番館1F
　045-314-1242      ランチ 月～金 11:30～14:00、ディ
ナー 月～土 18:00～22:30      日・祝      サービスドリン
ク：お好きなドリンク(一部例外あり)      お通し324円

釣り好きのマスターが自らの目で選ぶ新鮮魚介、こだ
わり食材のみを提供。定番メニューの他に本日のおす
すめメニューは約50種類！アットホームで明るいお店
です。看板猫のマッ
クスくんも店先でお
出迎え。

casual wine dining Laugh28

厚切りベーコンときのこの

カルボナーラ

ワインダイニング

　西区戸部町7-240 文教堂ビル1F       045-628-9773       ランチ 平日
11:30～15:00（L.O.13:30）、ティー 平日13:00～15:00（L.O.14:30）、ディ
ナー 平日17:00～翌2:00（L.O.フードは24:00）、金・土・祝前日17:00～翌
3:00（L.O.フードは翌1:00）、日（月祝の場合）17:00～24:00（L.O.フードは
22:30）       無休（ランチは平日のみ）        サービスドリンク：おまかせグ
ラスワイン、ソフトドリンク       チャージ300円（お通しつき）

ソムリエが厳選した世界各国のワインが常時40種類以上
揃っています。フルボ
ディからライトタイプ
までお好みに合わせて
セレクトしてくれます。
耳付きで厚みのある手
作りピザなど、ワインに
合うお料理も豊富。ラ
ンチも元気に営業中。

沖縄・和Dining 鏡屋29

沖縄風豚角煮 ラフティー

沖縄居酒屋

　西区戸部本町38-10 山城ビル1F      045-313-2341     
　17:00～翌1:00(L.O.24:00)      月曜      サービスド
リンク：グラスビール、グラスシークワーサーサワー
　チャージ150円

今年の6月に10周年を迎えて店内を改装。ウッディー
な雰囲気に。沖縄塩で食べる、数量限定「白レバーのレ
アー炒め」にはリピーター続出！ワンちゃん同伴でも
楽しめます。

鮨 鈴な凛30

鈴な凛にぎり

お鮨やさーん

　西区戸部本町51-9 高島町ビル2F
　045-620-8621      ランチ 月～金 11:00～14:00、土
日・祝 11:30～14:30、ディナー 月～金 17:30～23:00
（L.O.22:30）、土日・祝 17:00～22:30（L.O.22:00）      無
休      生ビール、各種サワー、ハイボール      お通し540円

果実や人が群がり集まることを呼ぶ“鈴なり”が店名
の由来。店主自ら全国各地の漁港や農園、工房の職人
や生産者の方と直接
対話し、人と人のつ
ながりを大切にして
いる。地元のお客様
が楽しく集える鮨や
さん。

ピグローネ23

本日の燻製 盛り合わせ

ワインバー

　西区平沼1-36-16 ライオンズマンション102
　045-594-8550      18:30～翌5:00（L.O.翌4:00)    
　不定休      サービスドリンク：グラスワイン赤・白
　チャージ又はお通し代：なし

ヴィンテージ感漂うおしゃれなカウンターで、自家製
の燻製をつまみにお酒を楽しめる、隠れ家的なカ
ジュアルバーです。ワインはイタリア産がメインで、
ビールやウィスキー
もあり。常連になる
と、裏メニューが出
てくるかも？！

タンメン・カントナ24

トマトのカルパッチョと

むし鶏の前菜

中華バル

　西区平沼1-33-12 くえーるビル1F      045-314-4337      
　ランチ 11：30～14：30（L.O.14：00）、ディナー 18：00
～22：00（L.O.21:30）      日曜      サービスドリンク：ち
びビール(プレミアムモルツ)、グラスワイン、金黒（芋焼
酎）      チャージ500円（1,000以上ご注文の場合、
チャージ料はかかりません）

横浜中華街で修業をつんだ店主が「からだが喜ぶ料理」を
モットーに、化学調味料
を使わないヘルシーで
おいしい料理を提供。
本格的な中華料理をカ
ントナ流にアレンジし、
ここでしか食べられな
い新しい味の創造に挑
戦し続けています。

39°F25

レッドカレー

バー＆ダイニング

　西区平沼1-6-14 ライオンズマンション横浜 第5 2F
　045-620-3885      18:00～翌3:00（L.O.翌2:30）     
　日曜      サービスドリンク：生ビール、グラスワイン、ラ
イトカクテル、ソフトドリンク、その他      チャージ320円
（お通しつき）

洋酒、ワイン、焼酎、日本酒…マニアックなお酒をリー
ズナブルな価格で提供するバー。ドイツの白ビールを
専用サーバーで楽し
めるお店は横浜でも
激レア。お酒と料理
はもちろん、映画、ア
ニメ、音楽などのサ
ブカルチャーも楽し
めるお店です。

平沼 田中屋26

きざみ鴨せいろ

そば屋

　西区平沼1-5-21      045-322-0863      月～土 11：00
～22：00（L.O.21：30） 、祝日 11：00～21：30（L.O.21：
00）      日曜・第3月曜（祝日と12月の場合は営業） 
　サービスドリンク：生ビール      チャージ又はお通し
代：なし　※9月下旬改装予定

横浜平沼で一世紀近く営業を続けています。当店の
大人気商品「きざみ鴨せいろ」や登録商標の「裏横浜
カレーうどん」は、遠
くから食べにいらっ
しゃる方も！そばや
うどんはもちろん、天
ぷらや鴨料理もおす
すめです。

横浜漁酒場 まるう商店19

三浦地魚どっさり盛

海鮮居酒屋

　横浜市西区高島2-5-14      045-441-0804      月～
土 17:00～24:00（L.O.23:00）、日・祝 17:00～23:00
（L.O.22:00）       不定休      サービスドリンク：生ビール
小、サワー       お通し324円

裏横浜の路地裏で昭和のにおいのする相席スタイル
の元気な居酒屋。魚も肉も野菜も三浦半島ものという
こだわりで、朝獲れの魚を自社物流で鮮度抜群のまま
お店へ入荷。最高の
新鮮地魚に合う日本
酒ワンカップバーも
充実しています。
※カードのご利用は月
～土は21:00以降に限
らせていただきます。

プラチナバード横浜20

放し飼い地鶏のたたき

放し飼い地鶏の炭火焼鳥

    西区高島2-6-41      045-594-7975      月～土 17:00
～24:00(L.O.23:00)      日曜(連休の場合は月曜も休
み)      サービスドリンク：生ビール、焼酎、梅酒、ハイボー
ル、ソフトドリンク      お通し300円

山梨県から産地直送された放し飼い地鶏を提供する
数少ないお店です。一度は食べる価値ありの黒毛和
牛は、焼きしゃぶしゃぶがおすすめ。その他にもみや
じ豚や旬の地元野
菜、おいしいお酒を
ご用意しています。

MALIBU21

ステーキ3種盛り

ワインダイニング肉バル

　西区高島1-1-2 横浜三井ビル1F      045-681-3911
　月～土 11:30～23:00（L.O.22:00）、祝 11:30～
19:00（L.O.18:00）※スタンプカードの利用は17:00～
　日曜      サービスドリンク：生ビール、サワー、ハイボー
ル、ソフトドリンク      チャージ又はお通し代：なし

気軽にワインを飲みながらお肉料理を楽しめる肉バ
ル。アメリカンスタイルだからフランクな雰囲気の中
で本格的なニュー
ヨークカットのス
テーキを堪能できま
す。世界各地のワイ
ンが揃い、ボトル1本
1,980円均一のうれ
しい価格です。

お惣菜カフェ Orange22

骨つきフランクのミートマッシュ

カフェ

　西区平沼1-36-16 ライオンズマンション105
　045-620-2533      11:30～21:00（L.O.21:00）※ス
タンプカードの利用は17:00～      不定休      サービスド
リンク：生ビール、ワイン、カクテル各種、ソフトドリンク
　お通し216円(アルコールドリンク注文の方のみ)

からだに優しくておいしいお惣菜を、添加物や加工品
を使わず毎日手作りしています。ちょい飲みにぴった
りなurayokonet限
定の小皿料理から、
おいしいお茶とほっ
こり和スイーツまで
ご用意。お酒好きも
甘党も、ぜひご一緒
にどうぞ。

焼肉・サムギョプサル ダンカン17

黒毛和牛盛り合わせ

韓国料理・焼肉

　西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル1F
　045-453-0030      ランチ 11:00～15:00、ディナー 
17:00～23:30(L.O.23:00)      無休      サービスドリン
ク：生中、マッコリ、角ハイボール(各種)、マッコリカクテ
ル(各種)、カクテル、ホンチョ(各種)、ペクセジュ、グラス
ワイン、ソフトドリンク      お通し324円

産地・銘柄にこだわらず、その日1番いい黒毛和牛のみ仕入
れ、リーズナブルなお
値段で提供していま
す。たっぷりの横浜地
野菜と食べる「松坂
ポーク」のサムギョプサ
ルは絶品！urayokonet
限定メニューあり！

TRATTORIA LA COCOLICO
横浜東口店

魚とワイン はなたれ
The Fish & Oysters

16

ロティサリーチキン

　西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル1F
　045-440-5021      ランチ月～金11:30～15:00、土・日・祝11:00～
15:00、ディナー月～土17:00～23:30（L.O.はロティサリーチキン
22:00、それ以外のフード22:30、ドリンク23:00）、日・祝17:00～
23:00（L.O.はロティサリーチキン21:30、それ以外のフード22:00、ド
リンク22:30）      不定休      サービスドリンク：スパークリングワイ
ン、生ビール、カクテル各種、ソフトドリンク      チャージ324円
名物は、朝じめ大山鶏を低温でじっくり焼きあげたロティサ
リーチキン。ナチュラル
アンティークな店内で、
イタリア料理の数々を
厳選されたワインとと
もにお楽しみあれ。神
奈川県で唯一のチェコ
ビール、ピルスナーウル
ケルが飲めるお店です。

15

本日のおすすめ

カキ盛り 6pc

　西区高島2-5-10      045-565-9529      月～土 17:00
～24 : 0 0(L .O . 23 : 30)、日・祝 17 : 0 0～23 :30
(L.O.23:00)      無休      サービスドリンク：生ビール、グ
ラスワイン、サワー      お通し324円

New Yorkスタイルのおしゃれなオイスターバーで
す。全国から選び抜いた牡蠣はもちろん、毎朝仕入れ
る湘南野菜と魚も新鮮でおいしいものだけを取り揃
えてお待ちしていま
す。ビールやワイン片
手に、日替わりの牡
蠣をおひとつからど
うぞ！

出世居酒屋 いっすんぼうし18

牛すじ鉄板豆腐

居酒屋

　西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル2F
　045-453-3751      16：00～24：00（L.O.23：00）
　無休      サービスドリンク：アサヒ氷点下のスーパー
ドライ、氷点下スーパードライブラック、氷点下スーパー
ドライハーフ＆ハーフ      お通し324円

五感で味わう新体験、氷点下－2℃。スーパードライエ
クストラコールドが飲める居酒屋です。豊富なメ
ニューを揃え、新鮮
な刺身を格安でご提
供。カラオケ個室、掘
りごたつ座 敷、ス
ポーツ観戦に大型テ
レビもあります！

ビューティーサロン  ジャック エヌ  ラ  ナチュール

グランバイ  アトリエドングリ

ヒラソル

オイスターバー

ファーレンハイトサーティーナイン

カジュアルワインダイニング  ラフ スズナリ

イタリアン居酒屋

… URL … イベント特典

Grand × AtlierDonguriJ
美容室

　西区平沼1-26-6 遠山ビル1F      045-324-5099
　10:00～20:00      火曜
　http://www.hair-grand.com      特典：髪質改善
ヘッドケアエステメニュー1,000円OFF

お客さまの髪や頭皮に対す
る悩みをお聞きして、一人ひ
とりに合わせたパーマやカ
ラーリング、ヘアケアを行う
サロンです。根本から髪質
を改善し、誰もがうらやむ美
しくなめらかな髪と健やか
な頭皮を目指しませんか。

リラクゼーションルーム
ねこの手

I
リラクゼーションルーム

　西区平沼1-38-15 KYビル5F      090-6144-2111
　9:00～20:00      木曜      特典1：各メニュー500円
OFF　特典2：次回使えるサービス券をプレゼント

仕事や家事、育児など日頃の疲れやストレス解消を
お手伝いするリラクゼーションルームです。病院で
は異常なしと言われたけれど、何だか身体がすっ
きりしない、という方はぜひお越しください。世界
で脊髄ケアの治療用に使われている最新機器を導
入！お気軽にお試しください。

chambre
private hair salon

H

　西区平沼1-38-15 KYビル2F      045-548-4995
　10:30～19:30(最終受付）      月曜
　https://www.chambrehairsalon.com      特典：
全てのメニュー20%OFF（初来店のお客さまのみ）

100人いれば100通りある
お客さまの個性を大切に、
それぞれのライフスタイル
に合わせたヘアスタイルを
ご提案。事前カウンセリング
から施術まで、マンツーマン
対応のプライベートサロン
です。どなたでもお気軽にど
うぞ！

ラブリークリーニング 平沼店F
クリーニング

　西区平沼1-38-15 KYビル1F      045-314-3445
　8:00～20:00      木曜      特典：クリーニング5点以
上お持ち込みのお客さまには粗品をプレゼント

お客さまの大切な衣類や布団、かばんなどを責任
持ってお預かりします。仕上がりの日にちやクリーニ
ング方法など、ご相談がありましたらいつでもどう
ぞ！明るく朗らかなスタッフが、みなさんのご来店を
心よりお待ちしています。

ビューティー  セラピー  アイ

ヨコハマ
Beauty Therapy Ai
YOKOHAMA

G

　横浜市西区平沼1-38-19（無料専用駐車場あり）
　045-548-6866      11:00～21:00(最終予約受付
は20:00）      不定休      http://www.i-soin.jp
　特典1：トリートメント500円割引券プレゼント　
特典2：ミニギフト プレゼント

横浜で唯一、国際資格「CIDESCO」認定サロンとし
て認められた女性専用・完全予約制のプライベート
エステサロンです。世界
基準のサービスで、癒し
も美容もトータルでサ
ポート！ご来店の方全
員にフットバスのサー
ビス付き。

N la natureE
エステ・リラクゼーション

　西区高島2-3-21 ABE BLD. 1F・2F
　045-620-5099      月 10:00～19:00、水～金 
10:00～21:00、土・日・祝 9:00～21:00      火曜

カフェのような落ち着いた空間で丁寧な施術と接客
を行う、大人の女性に人気のヘアサロン。SNSで話
題の「Oggi otto」認定。豊富なヘアケアメニューを取
り揃え、キレイと癒しをお客さまにお届けします。

Tlico HairC
美容室

　西区高島2-11-11 2F      045-440-0558
　10:00～20:00（最終受付はカットの場合19:00、
パーマ・カラーの場合18:00）      月曜
　http://www.iepe-tlico.com      特典：全てのメ
ニュー30%OFF（初来店のお客さまのみ）

落ち着いた雰囲気の隠れ家的ヘア
サロン。健康、安全、安心をモットー
に、気さくなスタッフたちがお客さ
ま一人ひとりとの信頼関係を大切
にした丁寧な接客を行います。男性
にも入りやすく、幅広い層から支持
されるサロンです。

girasolB
美容室

　西区高島2-10-28 双洋ビル2F      045-441-3641
　火～金 10:30～19：00、土・日・祝 10:00～18:00
　月曜・第2火曜      http://www.hair-girasol.com
　特典：TOKIOトリートメントが500円OFF

ダメージを抑えた施術で、お手入れしやすいヘアス
タイルをご提案。オーガニック認証された「ヴィラロ
ドラ」や話題の「イルミナ」、「スロウ」など各種カラー
あり。お客さま一人ひとりの理想のスタイルを叶えて
くれるサロンです。

NAIL SALON Very 横浜A
ネイルサロン・スクール

　西区高島2-11-2 スカイメナー横浜 2F
　045-620-0352      10:00～19:00      火曜（6～8月
は第2・4火曜）      http://www.nailsalon-very.com      
　特典1：3,000円以上のご利用で20%OFF　特典2：
次回使える20%OFFチケットをプレゼント（使用期限1
か月、3,000円以上ご利用時のみ使用可）
安心・安全の日本ネイリスト協会認定サロン。スタッフ全
員が有資格者だからこその確かなネイル技術に、定評あ
り。個室もあるので、初め
ての方でもリラックスし
た時間をお過ごしいた
だけます。ネイルケアの
みのコースも大人気！

Beauty Salon JYACKD
美容室 美容室

　西区高島2-5-14  リバース横浜2F
　045-461-5111      10:00～20:00      火曜
　http://beautysalonjyack.org      特典：カット料
金以上のメニューを選択されたお客さまには、クイック
ヘッドスパor極上トリートメント施術を無料サービス

ゆったりと落ち着ける、大人のための癒しサロン。横
浜で一番のクオリティーとサービスを目指し、カウ
ンセリング、スタイルづくりに力を入れた丁寧な接
客を行っています。
キッズスペースあり
で、お子さま連れの
ママさんにも人気
です。

シャンブル

プライベート  ヘアサロン

イタリアン&ロティサリー

美容室

店舗準備中です
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