お待たせしました！今年も開催！ナマムギインシデントフェスティバル！
第 3回
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11/23〜28
火 祝
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参加店の全店で押印してもらえ

スタンプラリー開催!
現金5000円が当たる!?

感染症対策を徹底してマルシェも開催！

会場は商店街

公式Facebook
namamugi
jikenn

最新情報を
発信中！

期間は 6 日間

お持帰り充実

マルシェも！

店舗やキッチンカーの
テイクアウトが充実！

1 月から始まった「生麦
de 日曜マルシェ」が最終
日に同時開催！クリスマ
スムードで盛り上げます

火〜日
商店街の各店がいつもの
店舗で工夫をするイベン
トです。スタンプラリー
も楽しめます。

今年は旧東海道まつりと
同日の 11 月 23 日から、
生麦 de 日曜マルシェの
ある 11 月 28 日まで！

商店街
を
楽しも
う！

主催＆会場：生麦駅前通り商友会
岸谷商栄会協同組合
後援：生麦盛り上げ隊
共催：生麦事件参考館

1 ひさご寿司

2 ぷからす家

3

T 沖縄物産品販売
サーターアンダギー等

本マグロ特売！
！

①スリッパサンダル2割引
②掘り出し市

イベント実施日時
全日程店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 東寺尾3-17-11 23は旧東海道まつり

住 東寺尾 5-1-2 HP:店名で検索

住 岸谷 3-４-29

イベント実施日時
①23㈫24㈬ ②25㈭26㈮
他営業日もスタンプ押します

17時〜22時 ㉁火
営 11時〜14時、
※店内飲食は現在ご予約が必要です

営 11時〜19時
㉁正月のみ

営 金〜日 10時〜18時

7 さつき書店

8 ㈲高橋電機商会

T 海鮮丼・バラちらし等

※仕入によって変わります

イベント実施日時
28㈰ 日曜マルシェ
店舗でもスタンプ押します

☎045-572-0757

6

和菓子 盛光堂

☎045-582-8186

三崎マグロ 魚徳

☎045-583-1014

㉁月〜木

4

家庭用品あづま屋

5 まんまるず

①Tシャツ等その場でプリント
②ビッグ古着T100円セール

イベント実施日時
①23㈫ 地図Ⓐ 11時〜 28㈰ 日曜マルシェ
②24㈬〜26㈮ 14〜17時店舗

住 岸谷 4-20-9

住 岸谷 4-19-24 HP/SNS まんまるずで検索

営 9時〜18時

営 イベント以外の時間も
お気軽にお問い合わせください

☎045-571-7807
㉁日

9 潮田薬局

☎070-5019-6889

10

CUT HOUSE RUSYʼS

T 「事件de玉手箱」500円

岸谷の本屋さん。
書籍・雑誌・漫画あります

家電・電気のことなら
なんでもご相談ください

ハンドマッサージ体験
15分300円

青山 中目黒にも店舗がある
横浜で人気の美容院

イベント実施日時
23㈫ 27㈯・28㈰ 玉手箱販売
他営業日もスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 岸谷 1-28-29

住 岸谷 4-19-13

イベント実施日時
24㈬ 11~14時 25㈭10~12時
28㈰ 日曜マルシェ（〜14時）

営 9時半〜20時頃

営 9時半〜18時

薩摩の特産品等の和菓子詰め合わせ

住 岸谷1-28-27

wagashiyasan.kishiya

☎045-571-3088

営 火〜土 9時〜18時
日 9時〜17時 ㉁月

11

ヘアースタイリスト ONO

安心の地元理容店

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

☎045-581-5887

12 オンリーワン

イベント実施日時
23㈫ 地図Ⓐ 11〜15時頃
24㈬〜26㈮ 店舗10〜15時

イベント実施日時
25㈭13〜16時26㈮27㈯10〜12時
健康相談参加でスタンプ押印

営 8:00〜17:00 ㉁火

営 9時〜17時 ㉁土・日
フリーダイヤルは24時間365日OKです

T 牛肉の赤ワイン煮
いちじくのコンポート

イベント実施日時
23㈫ 地図Ⓐ 11〜15時頃
25〜27は通常営業スタンプ押します

訪問介護れんげ草

無料血圧測定/健康相談（300円）

住 岸谷 1-27-17

16 岸谷バル Nonno Nonna

13

㉁水・第２日

エンディングノート販売 ¥300
数量限定福袋 ¥1,000

住 岸谷 4-3-18

☎090-4946-8500

☎045-571-0835

・HP：店名で検索

☎0120-716-834

17 Maggieʼs Kitchen

T 紅芋ムース 販売
店内ソフトドリンク半額

イベント実施日時
24㈬〜27㈯12時〜19時
店内飲食もできます

※足浴体験でフットブラシやオイルのプレゼント

住 岸谷 4-19-11 HP：店名で検索

住 岸谷 1-27-14

営 月〜金 9時〜19時 土9時〜18時
㉁日・祝

営 月〜土9時半〜20時、
日9時〜19時半 ㉁火

☎045-581-3732

14 近江屋質店 質
岸谷の質屋さん。
楽器等取り扱いあります

住 岸谷 1-27-22

住 岸谷 1-22-2

住 岸谷 1-22-6

☎045-571-1777

☎045-581-5637

営 9時〜20時

https://houmonkango-rengesou.com/

営 8時半〜17時半 ㉁土日祝・年末年始

18 ヘアーサロンカメリア

皮脂をすっきり落とす頭皮中心主義の
洗髪石けん￥264→￥150（込）にて販売

イベント実施日時
23㈫24㈬・26㈮〜28㈰
9時〜18時半 店内でお声かけください

http://www.0078.jp/

営 10:00〜18:00 ㉁日・水

19 林屋洋品店

裏ボアルームカバーソックス
￥280→￥100
足裏モップ
ルームシューズ
¥480→¥380
日本製タオル
¥190→¥100
イベント実施日時
24㈬ 〜27㈯ 10時〜19時

住 岸谷 1-22-16

住 岸谷 1-24-7

営 HPのブログでチェックください
期間中は木〜土16〜22時（店内のみ）

営 12時〜19時

営 9時〜19時

営 10時〜19時

21 フォーミン

T バインミー/フォー/ハス茶
ベトナムコーヒーセット

イベント実施日時
23㈫〜27㈯9時〜22時
28㈰ 日曜マルシェ

住 岸谷1-24-3-101
FB：フォーミンで検索

☎090-1615-4392

営 9時〜22時

㉁なし

㉁日・祝

22 街の雑貨屋さんHAYAKAWA
貴方の街の
小物屋さん
洋服の小さな
端切れで世界に
ひとつの小物を
貴方の手もとに！

乾物・青果・お菓子など

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 岸谷1-22-16 SNS：店名検索

☎045-710-0328

15 クリーンショップ伊豆屋

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 岸谷1-26-1 HP:岸谷バルで検索

☎045-883-9432

☎045-574-0062

☎045-716-9808
㉁木

23 持丸栄吉商店

踏切前の八百屋さん
毎日お得な野菜・果物あり！

☎045-581-5683
㉁日・祝

24 ミートショップむさしや

岸谷フーズ内のお肉屋さん

☎045-571-7559
㉁ 日曜日

20 ベル・エポック

！オレンジとおさつの
T 限定！
ジャイアント鶴見揚げパン

イベント実施日時
24㈬〜27㈯9時〜20時
28㈰ 日曜マルシェ

住 岸谷1-23-7

☎045-571-4150

営 9時〜20時

㉁日・祝

23は旧東海道まつり出店

25 太田屋惣菜店

T ㊌エビフライ¥140→¥100
㊍チーズハンペン¥120
→¥100
㊎お楽しみ♪
㊏キスフライ
¥120
→¥100

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 岸谷 1-23-10

住 岸谷 1-23-11 岸谷フーズ内

住 岸谷 1-23-11 岸谷フーズ内

住 岸谷 1-23-11 岸谷フーズ内

営 10時〜19時

営 10時〜19時

営 10時〜19時

営 10時〜19時

スタンプラリー抽選会場

☎045-581-6794
㉁日

☎045-581-5687
㉁日・祝

☎045-575-3601
㉁日・祝

イベント実施日時
24㈬〜27㈯14時〜16時日替り
他の時間もスタンプ押します

☎045-575-3601
㉁日・祝

26 資生堂きくや
資生堂化粧品販売

27 レディースファッション みその

店頭500円・1,000円均一
コート・ジャケット・セーター・
ベスト・Tシャツ・
スラックス
店内20％OFF

28 そばっ晴゜

「生麦de事件まつりの薩摩焼酎の夕べ！」
薩摩の銘柄焼酎をお手軽な価格で!
魔王・村尾
三岳・佐藤など
色々あるよ！
薩摩にちなんだ
お料理もご用意

鹿児島県「さつま無双」の芋焼酎店内提供
「いまかの」
「もとかの」

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

イベント実施日時
23㈫〜28㈰9〜18時

住 岸谷 1-24-1

住 生麦 3-1-41

住 生麦 3-2-8 soba80.com

住 生麦3-2-27

営 10:00〜19:30 ㉁日

営 9時〜18時 ㉁日
※事件祭り期間中は無休

営 夜の部 16時半〜22時
昼の部11時半〜14時 ㉁水・木

営 火〜土15〜24時
日祝13〜23時 ㉁月

☎045-581-2861

31 ブティックミノコレクション

店頭商品・ワゴン1,000円均一
店内期間限定全品30％OFF

イベント実施日時
23㈫〜28㈰10〜19時

スタンプラリー抽選会場

☎045-501-5754

32 肴巧房 和 nagomi

T Boneless Roast Chiken ¥300
Tomatonic（カクテル）¥500
穴子丼（寿司）穴子天丼 各¥700

イベント実施日時
28㈰12〜17時
通常営業内でもスタンプ押します

住 生麦 3-7-10

住 生麦3-2-25

営 10時〜19時 ㉁不定休
※事件祭り期間中は無休

営 ランチ火水金11時半〜13時半
ナイト火〜日17時〜22時 ㉁月

☎045-504-8242

36 手打ちそば味楽

T ポテトサラダ¥400
海老とイカのかき揚げ
（たれつき）500円

イベント実施日時
23㈫28㈰11〜21時（LO20:20）
25㈭〜27㈯11〜22時（LO21：20）

nagomi.0457178487

☎045-717-8487

37 ハッピーカフェ いいトコ
T みかんスイーツセット
ドリンク付き¥500

イベント実施日時
24㈬〜27㈯10時半〜16時
※英語で「サツマ」はみかんを表します

住 生麦1-12-16

iitoko.inc

営 11時〜21時
（日・祝は11時〜20時20分） ㉁水

営 10時半〜16時

㉁日・月・火・祝

41 九州酒場 えんや
T 「生麦で晩酌セット」

串盛合せ5本・黒ラベル2本
次回使える店内500円クーポン

☎045-315-4140

42 凰櫻〜ouzakura~

T 共立女子第二中学校生徒さん
職場体験でチャーシュー販売
中学 3 年生が
2 日間職場体験！
※昼の部のみ
おつまみチャーシュー
もクリスマス仕様に♥

1700円相当→1,000円

イベント実施日時
23㈫〜28㈰ 17〜21時
23〜26は店頭・27・28は店内販売

住 生麦3-2-14

enya̲namamugi

☎045-717-5008

営 毎日17:00〜24:00

46 中華料理 克

花月総持寺駅西口すぐ
本格中華料理店

☎045-502-9600

33 自由軒

T 炒飯・上海焼きそば
焼き餃子・焼売・麻婆丼

イベント実施日時
28㈰ 日曜マルシェ 11時半〜15時
通常営業内でもスタンプ押します

mugiya0617 FB mugiya2016

☎045-642-6323

秋のビール祭り in 生麦 - 外伝 34（KINGPELICAN/
麥ヤ）

T 生麦事件と因縁の深い薩摩
（鹿児島県）のクラフトビールも
ご用意してビール祭り-外伝-として
クラフトビールを提供いたします

イベント実施日時
23㈫11〜16時 28㈰ 日曜マルシェ
通常営業内でもスタンプ押します

ご新規様 整体+初診料
5,000円→2,980円
常連の方
自費施術
500円OFF

イベント実施日時
23㈫・27㈯ 9〜16時
24㈬・26㈮ 10時半〜21時

住 生麦 1-10-4 HP: 院名で検索

☎045-710-0990

35 和菓子司 清月

T 生麦もなかあります
名物よねまんじゅうも人気

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

住 生麦1-11-12 FB kingpelican1998

住 生麦1-11-13

17〜22時 ㉁火
営 11〜15時、

営 月〜金15〜25時
土13〜25時 ㉁日

営 10時〜18時 ㉁日・祝
※店内飲食はできません

☎045-717-8838

38 ハッピーバーバーマツノ

生麦事件にみかん（英語でサツマ）
は関係あるのでみかん販売します

☎045-503-1950

39 キッチン ひらやま亭

T 薩摩黒豚おつまみヒレカツ600円
薩摩黒豚ヒレカツカレーライス1400円

予約必須

営 月火水金10時半〜21時 予約サイト
土・祝9〜16時 ㉁日・木 or 電話

住 生麦1-10-6

※店内営業は
SNS をチェック！

イベント実施日時
25㈭26㈮ 11〜14時 食材なくなり次第終了
店内でもスタンプ押します。24㈬お休み

住 生麦3-6-4-1

ouzakura

☎045-633-4480

営 昼11〜14時（食材なくなり次第終了・日祝は昼のみ）
夜18時〜（食材なくなり次第終了）㉁不定休

47 ふくべ菓子舗

花月総持寺東口の和菓子店
名物は「鶴見めぐり」

イベント実施日時
23㈫ ㉝キンペリ前 11〜15時
28㈰ 日曜マルシェ

☎090-6496-0750

40 炭火屋 麒麟児

T 焼きとりテイクアウト

住 生麦 3-7-18 フラワーハイツ 1F

営 9〜19時

営 昼11時半〜14時
夜17時半〜21時

営 17〜23時

43 おでん酒場 宵人

T 数量限定販売 人気NO.1
旨辛もつ煮込み 500円

イベント実施日時
28㈰ 日曜マルシェ
通常営業中もスタンプ押します

住 生麦3-7-25

yoito̲namamugi

☎045-501-4607

営 18時〜25時

不定休

A 岸谷プチマルシェ
安養寺隣根本前特設ブース
23㈫PAKUPAKUDOU（ラフテー丼）
まんまるず・岸谷バル
オンリーワン
24㈬ぱにぱに
（酵素ジュース）
※みかんジュースアレンジ祭
・ぱにぱに
25㈭ 壷屋（たこ焼き）

住 鶴見1-1-3 FB chinese.katsu

住 生麦5-9-4

住 岸谷1-22-17 特設会場

17時〜21時
営 11時半〜14時、
㉁日

営 平日9時〜17時 ㉁水・月2回火

キッチンカー＆テント

23は旧東海道まつり出店

イベント実施日時
23㈫〜28㈰ 16〜21時
28㈰ 日曜マルシェにキッチンカーも

住 生麦3-7-32

☎0120-0105-86

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

☎045-501-5912

イベント実施日時
23㈫〜25㈭・27㈯・28㈰
11時半〜14時・17時半〜21時

住 生麦 1-12-16

イベント実施日時
店舗でスタンプ押します

☎045-947-2656

イベント実施日時
23㈫・28㈰13〜23時
24㈬〜27㈯ 15〜24時

30 よつ葉接骨院

薩摩藩が験担ぎに
食べたかは
わかりませんが、
勝負運UPに
薩摩黒豚メニュー

住 生麦1-11-16

☎045-521-4611

イベント実施日時
23㈫・26㈮〜28㈰ 16時半〜22時
昼の部でもスタンプ押します

PERICAN
29 KING
BEER STAND 麥ヤ

（28日はマルシェ第1会場）

☎045-521-9990
㉁月

44 スチームヘッドフライズ

ィッシュ バーガー ＆チップス
T フ
※イギリス料理フィッシュ＆
チップスをバンズではさみました

イベント実施日時
23㈫〜28㈰ 17〜22時

☎045-510-0307
年内無休

45 トン幸食堂

T 焼鳥つくね丼 ￥700
野菜たっぷりビビンバ ¥500

イベント実施日時
駅前のトン幸が生麦小近くに移転
店舗でスタンプ押します。23㈫も営業

住 生麦3-15-24

住 生麦3-10-23ネオマイム生麦105

営 17時〜22時

営 11時半〜23時

☎045-516-0310
㉁火

☎045-502-6181
㉁日祝

B クレープタイガー

C ツルミオレンジデイズ2021

イベント実施日時
23㈫・27㈯11〜17時
28㈰ 日曜マルシェ同時開催

イベント実施日時
28㈰ 11〜17時（日曜マルシェ）
※オレンジリボンのPR・グッズ販売

踏切の間みその隣で
クレープキッチンカー

住 みその付近（生麦 3-1-41）

☎090-5164-2172
キッチンカーで販売

横浜信用金庫生麦支店前
特設ブースにてPR活動

住 よこしん前
（生麦3-2-3）

☎189（全国共通相談電話）

オレンジリボンを知っていますか？
毎年11月は子ども虐待防止月間です

N

第2回

飯山

WAKU WAKU
わ

く

わ

東寺尾〜生麦駅周辺

1
く

1

で

2

①ひさご寿司 ②ぷからす家 ③三崎マグロ 魚徳
④あづま屋 ⑤アート工房まんまるず ⑥盛光堂
⑦さつき書店 ⑧高橋電機商会 ⑨潮田薬局
⑩CUT HOUSE RUSY S ⑪ヘアースタイリスト オノ
⑫セレモニーサポート オンリーワン ⑬れんげ草
⑭近江屋質店 ⑮伊豆屋 ⑯岸谷バル ⑰Maggie s Kitchen
⑱ヘアーサロン カメリア ⑲林屋洋品店 ⑳ベル・エポック
㉑フォーミン ㉒町の雑貨屋さん HAYAKAWA
㉓持丸栄吉商店 ㉔ミートショップむさしや ㉕太田屋惣菜店
㉖資生堂 きくや ㉗レディースファッションみその
㉘そばっ晴° ㉙麥ヤ ㉚よつ葉接骨院
㉛ブティックミノコレクション ㉜肴巧房 和 nagomi
㉝自由軒 ㉞キングペリカン ㉟清月 ㊱味楽
㊲ハッピーカフェいいトコ ㊳ハッピーバーバーマツノ
㊴キッチンひらやま亭 ㊵炭火屋麒麟児 ㊶九州酒場えんや
㊷凰櫻 ㊸おでん酒場 宵人 ㊹スチームヘッドフライズ
㊺トン幸食堂 ㊻中華料理 克 ㊼ふくべ菓子舗
Ⓐ岸谷プチマルシェ Ⓑクレープタイガー
Ⓒツルミオレンジデイズ2021 Ⓓ岸谷小学校

東寺尾五丁目

参加店 MAP

岸谷二丁目

スタンプ
ラリー 1

3
岸谷公園入口

20

安養寺

卍

抽選会場

特設
ブース

8

27

花月総持寺駅

47

19

B

生麦駅

C
28 41
30
29
32
33 31
40 42
ハッピーカフェいいトコ 35 34 D
37
43
39
36
38
京急生麦駅前

→至鶴見

〒

17
18

22 21
26

抽選会場

46

こちらの店舗でくじ引きが出来ます

京浜急行本線

㉒町の雑貨屋さん HAYAKAWA（日曜休み）
㉗レディースファッション みその
期間中いつでもくじが引けます！

生麦ケアプラザ
明神前（市営バス19・181）

15

生麦事件参考館

45

で
プ
ン
タ
ス
4 店 舗の
回！
1
き
引
じ
く

国道駅

←至新子安

オレンジの番号はイートイン可能飲食店

12 11
14 13
15
安養寺前（市営バス38・41）
16

A

岸谷フーズ

23 24 25

5

10 9

安養寺前

杉山神社

6
7

花月総持寺駅周辺

お祭り参加店で
300円（税込）以上
お買い上げ時に
店名スタンプを1回
押印いたします

4

生麦事件碑

E
くじ引 きをして G

〒

T!

1 等 は な んと

現金 5,000円

生麦小学校

文

44

※スタンプは全ての参加店
で期間中お会計時に押印します

生麦事件発生現場

※くじ・景品なくなり次第
終了です

生麦de事件まつり協力企業・店舗
（順不同）
ふみきり歯科 福島屋 山口文雄商店
のむら歯科医院 翔鶴ハウス 根本乾物店
池谷ホーム 横浜商工会議所鶴見支部
横浜信用金庫生麦支店

生麦東洋ビルも
生麦 de 事件まつり
を応援しています

11/23㊋
㊗は生麦魚河岸通りで

生麦旧東海道まつり
with 鶴見まんぷく広場

28

11/

は

天恵菇

生麦de事件まつり参加の
ひさご寿司・ベルエポック・ふくべ
マルシェでおなじみごんてつも出店

生麦ガチャダマ
キーホルダー 第2弾
by生麦盛り上げ隊

地域活性化プロジェクト

販売

限定先行

生麦 日曜マルシェ

鶴見区盛り上げ隊

11〜17時頃（商品なくなり次第終了）

キッチンカー 10 台？

出店者情報等はFacebook等で告知します

ぐりーんおうる

ハンドメイド

第1会場
第2会場㉓
第3会場⑨ 特設会場

D 岸谷小学校

28㈰ キンペリ前空地に特設ブース

生麦盛り上げ隊
岸谷小学校
コラボが実現！
12時〜13時半
※日曜マルシェ
同時開催

◆集まれ岸谷っこ 子供たちが先生になって授業をします
◆ワクワク生麦フリーマーケット
◆ストリートピアノ＆生麦deフォトスポット

