コロナに負けるな！地元商店街のソコヂカラ！
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スタンプラ 印してもらえる！
現金5000 リー開催!
円が当たる
!?

10/31〜11/6

ちゃん
主催＆会場：生麦駅前通り商友会・岸谷商栄会協同組合
も蚊も 販売
蛇
後援：生麦盛り上げ隊 共催：生麦事件参考館
ッズも
グ

公式Facebook
公式ホームページ
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期間は一週間

お持帰り中心

新方式を採用

飲食店はテイクアウトで
のご提供が基本です。

東宝タクシーと提携した
お祭りデリバリーも実現。
詳しくはページを開いて
ご確認ください !

土〜金
従来の屋台を並べるよう
なお祭りにせず、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

短い時間に、お客様が集
中しないよう、開催期間
は一週間もあるゆったり
楽しめるイベントです

お店一覧
は

会場は商店街

次
ペ
ー
ジに！

感染症対策を徹底したイベントです

参加店一覧

生麦の名店が勢揃い。
この機会に
知らなかったお店にも行ってみよう！
お祭り期間中は各店に「生麦事件メモ」も
展示されるので探してみよう！
新型コロナウイルス感染症予防対策のため、
屋外にテーブル・椅子等
は用意しておりません。テイクアウト商品の飲食は、
ご自宅に帰ってか
らお楽しみください。ご購入時にお待たせすることがございます。お並
びの際は、
前後に間隔を空けるようお願いします。駐車場はご用意して
おりません。公共交通機関のご利用をお願いします。マスクをご着用の
上、
店内でお買い物等される場合は、
入り口で手指の消毒をお願いしま
す。当イベントは住宅地の中にある商店街で行われます。大きな声をあ
げたり、大人数で歩道をふさぐような行為は近隣のご迷惑になります
のでお控え下さい。イートインの通常営業を行っている飲食店もござ
いますが、
お祭り期間中は営業時間やメニュー内容等が普段と異なる
場合があります。イベント内容や実施日時は各店都合により変更される
ことがあります。詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。

2

沖縄ショップ ぷからす家

① T 沖縄県産酵素ジュース
②店内 沖縄商品販売

イベント実施日時
①11/1㈰・11/5㈭11時〜15時
②10/31㈯~6㈮ 11時〜19時

①生麦Tシャツ・グッズ（なまむぎーぬ等）販売
②ビッグサイズ古着店頭400円セール
10/31㈯・11/1㈰・11/3㈷岸谷商栄会事務局で販売

住所

☎連絡先

予約可能な場合表記有り

営 通常の営業時間

㉁

デリバリー
サービス
「TOHO EATS」
対応の場合
マークあり

本マグロ特売！
！
その他美味しいおさかな
お得な価格でご用意しています！

イベント実施日時
10/31㈯〜11/2㈪、11/4㈬〜11/6㈮
11時〜23時

営 11時〜23時

アート工房まんまるず

Instagram
FB Facebook
アメ アメブロ

イベント実施日時
FB
イベント実施日
イベント実施時間
住

☎045-718-6008

7

㉁火

和菓子 盛光堂

T「事件 de 玉手箱」500円（込）
（和菓子の詰め合わせ）
限定1日40箱
限定1日10箱

T

・焼さば寿司・助六寿司・鮪角煮
・鮪つみれ汁 各限定1日10食
①11/1㈰・3㈫㈷ 安養寺入口で販売
②店舗販売 他メニューあります

お祭り期間中
イベント商品、
サービスなど
を提供する
日時

重ねやすい専用容器
を用意しています。
色々なお店の味を
お楽しみ下さい！

T つけ麺 840円（込）
蔦丼 チャーシュー丼
各400円（込）

営 11時〜19時
㉁正月のみ

6

お祭り期間中は
異なることが
ございます
㉁…定休日

マークは
「まちゼミ」
講座形式

テイクアウト祭り開催！

テイクアウト
可能商品
普段テイクアウト
をしていない飲食
店も、
お祭り専用
容器でお持ち帰り
できるメニューを
ご用意しています

ジャンル

T イベント内容

4

住 岸谷3-1-26

鶴見ウチナー祭
2020 11/8▶

裏表紙の
地図番号
オレンジ色
テイクアウト
対応飲食店

3 麺屋蔦重 岸谷店

住 東寺尾 5-1-2 HP:店名で検索

☎045-582-8186

1 ひさご寿司

【凡例】 00 店名

三崎マグロ 魚徳

イベント実施日時
10/31㈯ 、11/1㈰、11/6㈮
10時〜18時

住 岸谷 3-４-29

イベント実施日時
①11/1㈰・11/3㈫㈷ 10時〜18時 地図Ⓑ
②10/31㈯・11/2㈪・11/4㈬〜6㈮店舗

住 東寺尾3-17-11

☎045-572-0757

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

5 あづま屋
①各種包丁と砥石 2割引大売出
②萬古焼土鍋（日本製）2割引大売出
③安全・安心な杖 各種50％OFF

イベント実施日時
10/31㈯ 、11/2㈪〜11/6㈮
9時〜18時

住 岸谷 4-20-9

☎045-583-1014

☎045-571-7807

8 海老澤米店（さつき書店内）

9 ㈲高橋電機商会

お米お持ち帰りのみ
たからスタンプ5倍出し!

東芝乾電池 単3・単4
つかみどり 1回 300円（込）
限定500個 スタンプラリー抽選会場

営 金〜日 10時〜18時

㉁月〜木

営 9時〜18時

㉁日

①生麦公認キャラ
目指す生麦犬の
T シャツ等！
SS〜4XL まで！！
②アメカジ XL~3XL
ビッグな貴方も
ゆる T としても！
お手頃価格で
USED TEE 大放出！

イベント実施日時
①10/31㈯・11/1㈰・11/3㈫㈷10時〜20時 地図Ⓐ
①②11/4㈬・11/6㈮ 16時〜19時

住 岸谷 4-19-24

HP: まんまるずで検索

☎070-5019-6889

営 10時〜20時 ㉁日
Tシャツ店頭販売：火・水・金16時〜・土11時〜

10 潮田薬局

イベント実施日時
10/31㈯・4㈬ 10時〜18時
11/3㈫㈷ 10時〜17時

住 岸谷1-28-27

wagashiyasan.kishiya

☎045-571-3088 予約可：当日12時迄℡

営 火〜土 9時〜18時 日 9時〜17時
㉁月

13 セレモニーサポート オンリーワン

①ウィズコロナ時代の薬学のお話
消毒剤の賢明な選び方、ppmってな〜に他
②手作りマスクの上手な作り方・選び方

①わけあり福袋 300円（込）
②エンディングノート 300円（込）
③お線香 700円（込）
10/31㈯・11/1㈰・11/3㈷岸谷商栄会事務局で販売

イベント実施日時
①10/31㈯13時〜14時
②10/31㈯13時〜16時

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰・11/3㈫㈷10時〜16時 地図Ⓐ
11/2㈪・11/4㈬〜11/6㈮10時〜16時 店舗

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜11/6㈮
9時半〜19時

住 岸谷 1-28-29

☎045-581-5887
営 9時半〜20時

㉁日

14 池谷ホーム㈱

①リフォーム用品 ガレージセール
②木材・フローリング等プレゼント
③明治時代の当社周辺地図プレゼント先着100名
④緒形拳メモリアル展示会

イベント実施日時
10/31㈯〜11/3㈫㈷・11/5㈭・11/6㈮
9時半〜18時

住 岸谷 4-19-13

☎045-571-0835
営 9時半〜18時

㉁水・第２日

16 クリーンショップ伊豆屋
①ご来店の皆様にお菓子プレゼント
②たからスタンプ3倍出し！

事前のご相談承ります！

住 岸谷 4-19-11 HP：店名で検索

☎045-581-3732
営 月〜金 9時〜19時
㉁日・祝

土9時〜18時

住 岸谷 1-27-17

・HP：店名で検索

☎0120-716-834

営 9時〜17時 ㉁土・日
フリーダイヤルは24時間365日OKです

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜11/6㈮
9時〜18時

住 岸谷 4-3-17

HP：店名で検索

☎045-571-8851
営 9時〜18時

㉁日・祝・年末年始

イベント実施日時
①10/31㈯ 9時〜20時
②11/2㈪〜11/6㈮ 9時〜20時

住 岸谷 1-22-6

☎045-571-7559

営 9時〜20時

㉁ 日曜日

17 岸谷バル Nonno Nonna
T 牛肉の赤ワイン煮 600円（込）
限定1日6食
山梨県産ぶどうの販売も予定

イベント実施日時
10/31㈯16〜22時 11/1㈰12〜20時
11/3㈫㈷ 〜6㈮ 16時〜22時

18 Maggieʼs Kitchen
T シスコライス 500円（込）
香港チキンライス 750円（込）
各限定1日10食
一品料理
500 円（込）
デザート
300 円（込）
（一部を除く）
テイクアウト
できます

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜6㈮
12時〜18時

住 岸谷1-26-1

住 岸谷1-22-16

営 火〜土 16時〜23時 LO22時
日 12時〜21時 ㉁月・第２火 席数12席

営 12時〜19時半

☎045-883-9432 予約可：営業時間内℡

21 ベーカリー ベル・エポック

T ①生麦事件あげパン1ヶ150円
②生麦ポンテケージョ5ヶ入500円
11/1㈰・3㈫㈷ 安養寺入口で販売
鶴見あげパン実演販売！目の前で揚げます！
①おさつ＆
オレンジ味
②こしあん
カボチャ
ベーコン
青海苔
プレーン
各個数限定販売

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪・11/4㈬〜6㈮9〜20時
11/1㈰・11/3㈫㈷ 10時〜18時 地図Ⓑ

☎045-710-0328 予約可：当日に℡
㉁日・祝

22 フォーミン
T 牛肉のフォー 700円（込）
バインミーパテ 500円（込）
各限定1日20食

イベント実施日時
10/31㈯〜6㈮
9時〜22時

住 岸谷1-23-7

住 岸谷1-24-3-101 FB：フォーミンで検索

営 9時〜20時
㉁日・祝（11/1・3は特設ブース）

営 9時〜22時

☎045-571-4150 予約可：前日迄℡

26 太田屋惣菜店
T フライの詰め合わせ日替わり
よりどり2パックで500円（込）
11/1㈰ 安養寺入口で販売

☎090-1615-4392
㉁なし

28 レディースファッション みその
店頭 500円均一セール（込）
コート・セーター・Tシャツ・ベスト・パンツ
店内20％OFF スタンプラリー抽選会場

19 ヘアーサロンカメリア

20 林屋洋品店

①小学生男子 500円でカット致します
11/1・11/3 13時〜16時
②女性顔そりエステ 1,760円（込）

①ウォッシュタオル 77円（通常100円）
②カラータオル77円（通常100円）
各200枚限定

イベント実施日時
11/1㈰・11/3㈫㈷
13時〜16時

イベント実施日時
11/31㈯・11/2㈪・11/4㈬〜11/6㈮
10時〜19時

住 岸谷 1-22-16

☎045-716-9808
営 9時〜19時

㉁木

23 街の雑貨屋さんHAYAKAWA
アルコール除菌スプレー 300円（込）
その他除菌グッズ、
手作りマスク等揃えてます☆

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜 11/6㈮
10時〜19時

住 岸谷 1-23-10

☎045-581-6794
営 10時〜19時

㉁日

29 クレープタイガー
T クレープ 500円
タピオカジュース 300円

住 岸谷 1-24-7

☎045-581-5683
営 10時〜19時

㉁日・火

24 持丸栄吉商店
野菜・果物
日替り特売セール！
！

スタンプラリー抽選会場

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜 11/6㈮
10時〜19時

住 岸谷 1-23-11 岸谷フーズ内

☎045-581-5687
営 10時〜19時

㉁日

30 そばっ晴゜
『薩摩焼酎の夕べ』
薩摩の銘柄焼酎をお手軽な価格で!
薩摩にちなんだお料理もご用意！
魔王・村尾
三岳・佐藤
など
色々あるよ！
店内営業で
お待ちして
おります！

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪〜 11/6㈮10時〜19時
11/1㈰ 10時〜18時 地図Ⓑ

住 岸谷 1-23-11 岸谷フーズ内

☎045-575-1529

営 10時〜19時

㉁日

31 KING PERICAN BEER STAND 麥ヤ
T ①鹿児島（薩摩）のクラフトビール
②麥ヤ特製カレーライス
500円（抜） 限定1日5食

イベント実施日時
10/31㈯・11/6㈮ 15時〜24時
1㈰13時〜22時 3㈫㈷・4㈬ 15時〜23時

住 生麦3-2-27

mugiya0617 FB mugiya2016

☎045-642-6323 予約可：℡

営 火〜木 15時〜24時 日祝13時〜23時
金土15時〜25時 ㉁月

イベント実施日時
10/31㈯〜 11/6㈮
10時〜17時

住 生麦 3-1-41

☎045-501-5754
営 9時〜18時

㉁日※11/1は営業

32 ブティックミノコレクション
店頭500円・1,000円均一セール
婦人服・婦人小物、
ブラジャー
メンズTシャツ 他

イベント実施日時
10/31㈯〜 11/3㈫㈷
10時〜19時

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰
11時〜17時

住 みその付近（生麦 3-1-41 生見尾踏切）

☎090-5164-2172
キッチンカーで販売

33 肴巧房 和 nagomi
T マッチョ麺《MACCHO MEN》
フィッシュ＆チップス・ ムギストローネ
各500円（込） 限定各1日20食
10/31・11/3・3
夜のイートインにて
麦麹で造られた
スピリッツを使用した
『TSUMUGI サワー』
イギリスのスピリッツ、
ジンを使った
『ジン・ソニック」
各 480→240 円で販売

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰・3㈫㈷ 12時〜21時
11/4㈬〜11/6㈮ 17時〜21時

住 生麦 3-7-10

住 生麦3-2-25

営 10時〜19時
㉁不定休（10/31〜11/6は営業）

営 ランチ火水金11時半〜13時半
ナイト火〜日17時〜24時 ㉁月

☎045-504-8242

nagomi.0457178487 HP:sakanakoubou-nagomi.com

☎045-717-8487 予約可：前日℡

イベント実施日時
10/31㈯〜 11/3㈫㈷
17時〜22時

住 生麦 3-2-8 soba80.com

☎045-502-9600

営 17時10分〜22時半 LO.22時
ランチ12時〜14時 ㉁水・木

34 キングペリカン
T 鹿児島（薩摩）のクラフトビール
英国伝統料理「ギネスシチュー」

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪
15時〜24時

住 生麦1-11-12 FB kingpelican1998

☎045-503-1950 予約可：℡

営 15時〜25時 ㉁日・祝

35 焼き鳥と地酒 はちり

36 和菓子司 清月

37 トン幸

T はちりチキン250円 やきそば350円
やきとり 1本150円 生ビール400円
日本酒一合ボトル500円（全て税込）

T 生麦もなかと
生麦まんじゅうのセット

イベント実施日時
10/31㈯・11/3㈫㈷
12時〜15時半

イベント実施日時
10/31㈯・11/2㈪
10時半〜17時

住 生麦1-11-12

hachiri̲zion

☎045-642-6488 予約可：℡

営 16時〜22時

㉁水・祝

39 ハッピーカフェ いいトコ

・・・・
① T 薩♥英 手をむすびカレー
500円（込） 限定1日10食
②みかん販売

38 手打ちそば味楽

① T 焼き鳥つくね丼・焼き鳥各種
②イベント時間内
生ビール各種サワー半額セール

イベント実施日時
10/31㈯〜11/6㈮
11時〜16時

T かき揚げ 500円（込）
ポテトサラダ 400円（込）
各限定1日30食

イベント実施日時
10/31㈯〜11/3㈫㈷・11/5㈭・11/6㈮
12時〜15時半

住 生麦1-11-13

住 生麦3-7-5-101

住 生麦1-11-16

営 10時〜18時
㉁日・祝

営 11時半〜23時
㉁日・祝（11/3イベント時間は営業）

営 11時〜21時
（日・祝は11時〜20時20分） ㉁水

☎090-6496-0750

40 Aʼs café @ハッピーカフェいいトコ
①チリコンカンとマッシュポテト ②うどん
各500円（込）各限定1日10食
③オリジナルスイーツ ※イートインのみ
T

☎045-502-6181 予約可：℡

41 つむぎサロン

Zoom Cafe つむぎ ①「在宅介護」
②オレンジカフェ ③「ヤングケアラー」
④男性介護者限定 ⑤「要支援者と防災」
⑥遠距離介護者向け

☎045-521-4611 予約可：℡

42 ハッピーバーバーマツノ
①文明開化眉メイク 550円（込）
②生麦ヘッドスパ＆シャンプー 2,200円（込）
③温州みかん（1個売りから）
①キリッとした魅力が
開花します。
※女性の方は女性
スタッフが対応します
所要時間 15 分
②当店オリジナル
ヘッドスパで
コロナストレス解消
所要時間 30 分

「つむぎサロン」が
ハッピーカフェいいトコで
出張開催。ZOOM で
オンラインまちゼミ！
※当日来場希望の方は
事前連絡を
（1 回 5 名）
LINE登録→

イベント実施日時
10/31㈯〜11/3㈫㈷ 11時〜15時
11/4㈬〜11/6㈮ 11時〜16時

住 生麦1-12-16

iitoko.inc

営 10時半〜16時

㉁日・月・火・祝

☎045-315-4140 予約可：℡

43 キッチン ひらやま亭
T ミニふわとろオムライス
ミニロコモコ丼 各500円（込）
その他ビーフシチュー・ピザ等全商品テイクアウト可

イベント実施日時
①10/31㈯11時〜15時 ②11/6㈮11時〜16時
③11/4㈬・5㈭ 11時〜16時

住 生麦1-12-16
（ハッピーカフェいいトコ）

☎045-315-4140

（ハッピーカフェいいトコ）

44 九州酒場 えんや
T ①自家製鶏の唐揚げ 500円（込）
②サッポロ黒ラベル 200円（込）
③せんべろ晩酌セット 1,000円（込）

イベント実施日時
①③④10/31㈯・11/1㈰・11/3㈫㈷18時半〜19時半
②11/1㈰14〜15時 ⑤11/3㈫㈷ 14〜15時 ⑥11/5㈭19〜20時

イベント実施日時
10/31㈯〜11/6㈮
10時〜12時、14時〜17時

住 生麦1-12-16
（ハッピーカフェいいトコ）

住 生麦 1-12-16 HP: ハッピーバーバーマツノで検索

営 生麦ケアプラザで毎月第 2 第 3 木曜日
※コロナによる影響で時間等変更あります

営 9時〜19時 昼休み12時〜14時
㉁月・火

☎080-5094-5441 来場は予約必須

45 凰櫻〜ouzakura~

☎0120-010-586 ①②予約必須℡

46 おでん酒場 宵人

① T 炙りチャーシュー丼 500円（込）
②激辛ウルトラDEVIL味噌ラーメン1,200円（込）
（イートイン限定）※当店は一切責任を負いません

T 人気NO.1
自家製旨辛もつ煮込み 500円
限定1日12食

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰・11/3㈫㈷ 12時〜15時
11/2㈪・11/4㈬〜11/6㈮11時〜14時

イベント実施日時
10/31㈯〜11/2㈪・11/5㈭・11/6㈮
18時〜21時

③自家製鶏唐
＋
黒ラベル
３本
＋
次回来店時
500 円 OFF
クーポン
イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰、11/3㈫㈷〜11/6㈮
昼12時〜14時、
夜18時〜20時

住 生麦3-7-32

☎045-521-9990 予約可：営業時間内℡

営 昼11時半〜14時
夜17時半〜22時

㉁月

47 スチームヘッドフライズ
イギリス料理 パイ＆マッシュ
フィッシュ＆チップス 等
店内メニューは限定して提供
T

イベント実施日時
10/31㈯〜11/6㈮
17時〜22時

住 生麦3-2-14

enya̲namamugi

☎045-717-5008

営 17時〜24時
金土祝前17時〜25時

48 よつ葉接骨院
①頭の整体15分1,000円（込）
②自宅でできる筋トレ動画
以下QRよりLINE登録下さい！

住 生麦3-6-4-1

ouzakura アメ：凰櫻〜ouzakura~

☎045-633-4480

営 昼の部 平日11時〜14時 土日祝12時〜15時
夜の部 17時〜スープなくなり次第終了 不定休

49 中華料理 克

住 生麦3-7-25

yoito̲namamugi

☎045-501-4607

営 18時〜25時

不定休

50 ふくべ菓子舗

T ①中華の赤いチャーシュー
②シューマイ ③エビチリ丼
各500円（込）（③限定20食）

T バターどら焼き鶴見めぐり セット
限定100個

イベント実施日時
10/31㈯11/3㈫㈷ 11時半〜14時、17時半〜20時
11/2㈪・11/4㈬〜6㈮ 11時半〜14時、18時〜19時半

イベント実施日時
10/31㈯〜3㈫㈷・11/4㈭〜6㈮
9時〜17時

・
オンラインまちゼミ開催！ ご予約
②のご視聴は

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰
14時〜22時

れる!
ですぐ観
友達追加 、上級者
中
・
初心者
本！
向けの2
動画も
頭の整体 います！
ござ

LINEで友達追加後
【生麦事件】
と
メッセージ下さい！

イベント実施日時
10/31㈯ 8時半〜14時
11/2㈪・11/4㈬〜6㈮ 8時半〜13時、15時〜19時半

住 生麦3-15-24

住 生麦 3-10-27-110 HP: よつ葉接骨院で検索

住 鶴見1-1-3 FB chinese.katsu

住 生麦5-9-4

営 17時〜23時

15時〜19時半
営 平日8時半〜13時、
土 8時半〜14時 ㉁日祝

17時〜21時
営 11時半〜14時、
㉁日

営 平日9時〜17時
㉁水・月2回火

☎045-516-0310
㉁火

☎045-710-0990 予約必須：℡orLINE

☎045-947-2656 予約必須：当日30分前迄℡

☎045-501-5912 予約可：前日℡

A 岸谷商栄会協同組合事務局
生麦限定 蛇も蚊もちゃんグッズ
オンリーワンの福袋
その他イベント商品等販売予定

B 安養寺入口特設ブース
T ベル・エポック あげパン実演販売等
ひさご寿司 焼さば寿司等販売
太田屋の揚げ物セット その他

D

Kaistyle 甲斐マルシェ

蛇も蚊もちゃん

生麦公認キャラ
目指す﹁なまむぎーぬ﹂

ハンドメイド小物販売

山梨県甲斐市の特産品
元祖! 金精軒「信玄餅」

イベント実施日時
10/31㈯〜11/3㈫㈷
10時〜16時

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰
12時〜15時半

ウォーキングスルーで名店の味を！

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰・11/3㈫㈷
10時〜20時

住 岸谷1-24-5
（岸谷商栄会事務局）

☎070-5019-6889（藤岡）
特設イベントブース

E 230cafe（つみれカフェ）
焼き菓子
T ホットコーヒー、
限定1日30食

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰
10時〜16時

住 生麦1-10-4
（旧メンズショップオオタ）

☎080-6899-0687（福徳）
特設イベントブース

イベント実施日時
11/1㈰・11/3㈫㈷
10時〜18時

住 岸谷1-22-17
（旧根本乾物店前）

☎045-883-9432（ベルエポック）
特設イベントブース

住 生麦1-10-4
（旧メンズショップオオタ）

☎080-5186-3877（望月）
特設イベントブース

住 生麦1-10-4
（旧メンズショップオオタ）

☎080-5698-3723（佐藤）
特設イベントブース

安全・安心 西会津町物産

G ツルミ・オレンジデイズ

H トヨタモビリティー神奈川

鶴見区の友好交流都市「西会津町」
の新米コシヒカリ 2kg990円（込）
その他キノコ類も販売予定

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

未来型の車が生麦にやって来る！
一人乗り小型電気自動車「コムス」展示
記念撮影をした方にポラロイド写真プレゼント！

F

車に
未来型自動
撮影
座って記念

鶴見駅の 230cafe が
生麦に出張 !
↓鶴見駅のお店情報
鶴見中央 4-7-15-201
HP:230cafe.com
FB:tsurumi230cafe
230cafe.tsurumi.yokohama
火・水・金
10:00-15:30
※スペース貸は毎日

イベント実施日時
10/31㈯・11/1㈰
10時〜15時

住 生麦3-2-3
（横浜信用金庫生麦支店前）

☎090-8487-5318（中西）
特設イベントブース

生麦事件参考館に行ってみよう！
生 麦 事 件 参 考 館 で は、生

麦 事 件 の 研 究 家、館 長 の

イベント実施日時
11/1㈰・11/3㈫㈷
10時〜16時

住 生麦3-2-3
（横浜信用金庫生麦支店前）

☎189（イチハヤク・全国共通相談電話）
特設イベントブース

住 生麦3-2-1
（山口文雄商店前）

特設イベントブース

生麦de 事件まつり の公式ホームページとFacebookでは、お祭り
の最新情報の他、生麦事件にまつわる豆知識なども発信していま
す。お祭りの様子を自宅でも楽しめる動画配信も予定！

namamugi.yokohama

ことができます。お祭り期

イベント実施日時
11/3㈫㈷ 11時〜15時

オンラインでもお祭りを楽しもう
公式ホームページ

淺海武夫さんのお話を聴く

公式Facebook

namamugijikenn

生麦de事件まつりを皆で盛り上げよう！

間中は毎日開館しています

Twitter・Facebook・Instagram等のSNSで、
ハッシュタグ #生麦 を入れて投稿しよう！

ので、この機会にあなたも
生 麦 事 件 博 士を目 指しま

生麦de事件まつりは以下の店舗・企業も協力しています
（順不同）

しょう！

ふみきり歯科 福島屋 山陽堂書店 山口文雄商店 自由軒 のむら歯科医院 緋鯉
翔鶴ハウス 根本乾物店 メンズショップオオタ 青陽社 横浜商工会議所鶴見支部

住 生麦 1-11-20

開館日時

C 鶴見区盛り上げ隊ハンドメイド部

（所要時間約60分）

生麦東洋ビルも
生麦 de 事件まつりを応援しています

10/31㈯ 〜11/6㈮10時〜16時

×

おまつりデリバリー
ご利用の流れ

自宅でもお祭りが楽しめる ! タクシードライバーがテイクアウト商品を代行してご自宅までお届けします！
①テイクアウト商品を
事前に電話で注文！

配達料金 一律

対象店はこちらの
マークが
目印です

②東宝タクシーに電話で配送を依頼
オペレーターに
店舗とお客さま情報
（お届け先）
をお伝えください

OK
お祭り限定 2店まで

045-501-5891

1,200円 当イベント限定

ご注文は各店舗に直接お電話ください。

③ドライバーがお店に駆けつけ、
立て替え支払いいたします

2店まで買い回りOK

注意事項※必ずご確認ください●当イベント限定のサービスです。鶴見区外への
お届けはできません。●当日のテイクアウト限定のサービスです。●品物代金のお
支払いは1,000円単位でお願いいたします。
（現金のみ）●時間指定の場合は、
お
店での受け取りまで30分以上ある場合に限ります。●マンション等までのお届けの
場合、
エントランスでの引き渡しをお願いします。●返品はできません。●配達につ
いて不明点等ございましたら東宝タクシー
（045-501-5891）
までご連絡ください。

④ご自宅にお届け！商品代金と
配達料金をお支払いください

N
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東寺尾五丁目

参加店 MAP

3
岸谷二丁目

スタンプ
ラリー

4
岸谷公園入口

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
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①ひさご寿司 ②ぷからす家 ③麺屋蔦重 岸谷店
④三崎マグロ 魚徳 ⑤あづま屋 ⑥アート工房まんまるず
⑦盛光堂 ⑧海老澤米店（さつき書店内） ⑨高橋電機商会
⑩潮田薬局 ⑪CUT HOUSE RUSYS
⑫ヘアースタイリスト オノ ⑬セレモニーサポート オンリーワン
⑭池谷ホーム㈱ ⑮近江屋質店 ⑯伊豆屋
⑰岸谷バル ⑱Maggie s Kitchen ⑲ヘアーサロン カメリア
⑳林屋洋品店 ㉑ベーカリー ベル・エポック ㉒フォーミン
㉓町の雑貨屋さん HAYAKAWA ㉔ 持丸栄吉商店
㉕ミートショップむさしや ㉖太田屋惣菜店
㉗資生堂 きくや ㉘レディースファッションみその
㉙クレープタイガー ㉚そばっ晴° ㉛麥ヤ
㉜ブティックミノコレクション ㉝肴巧房 和 nagomi
㉞キングペリカン ㉟はちり ㊱清月 ㊲トン幸 ㊳味楽
㊴ハッピーカフェいいトコ ㊵A's café ㊶つむぎサロン
㊷ハッピーバーバーマツノ ㊸キッチンひらやま亭
㊹九州酒場えんや ㊺凰櫻 ㊻おでん酒場 宵人
㊼スチームヘッドフライズ ㊽よつ葉接骨院
㊾中華料理 克 ㊿ふくべ菓子舗 Ⓐ岸谷商栄会事務局
Ⓑ安養寺入口特設ブース Ⓒ鶴見盛り上げ隊
Ⓓkaistyle甲斐マルシェ Ⓔ230cafe
Ⓕ安全・安心 西会津町物産 Ⓖツルミ・オレンジデイズ
Ⓗトヨタモビリティー神奈川

京浜急行本線

49
→至鶴見

花月総持寺駅

特設
ブース

50

明神前（市営バス19・181）

15

生麦事件参考館

で
プ
ン
タ
ス
4 店 舗の
回！
1
き
引
じ
く

48

生麦事件碑

国道駅

京急生麦駅前

生麦ケアプラザ

〒

生麦小学校

文

47

生麦事件発生現場

こちらの店舗でくじ引きが出来ます

⑨高橋電機商会 ㉔持丸栄吉商店
㉘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！

※スタンプは全ての参加店で通常のお会計時も押印いたします

E
くじ引 きをして G

T!

1 等 は な んと

0円
現金 5,00
し☆☆☆

☆☆☆空くじな
こちらのお店でもスタンプを押します！

11

CUT HOUSE RUSYʼS

12

ヘアースタイリスト ONO

15 近江屋質店

25 ミートショップむさしや

27 資生堂 きくや

2等 現金1,000円
3等 サージカルマスク
（個別包装入り）

※くじがなくなり次第終了いたします

住 岸谷 1-27-14

㉁火

住 岸谷 4-3-18

☎045-574-0062 ☎090-4946-8500
月〜土9時半〜20時、日9時〜19時半

8:00〜17:00 ㉁火

住 岸谷 1-22-2

住 岸谷 1-23-11

住 岸谷 1-24-1

10:00〜18:00 ㉁日・水

10:00〜19:00 ㉁日

10:00〜19:30 ㉁日

☎045-581-5637 ☎045-575-3601 ☎045-581-2861

当チラシが
スタンプ台紙
となります

この
チラシを
ご持参
下さい

※各参加店にも
ご用意してます

