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ヨドバシ横浜 B2Fのレストランフロアが

2016年3月18日（金）、新業態＆横浜初出店を加え、

“ワイワイグルメ ヨドバシ横浜”として、リニューアルオープン！

あらゆるお客様のニーズに応える、便利で楽しいレストランフロアが誕生。

株式会社ヨドバシカメラ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤沢昭和）は、横浜駅西口の「ヨドバシ横浜」内、B2F
のレストランフロアを「ワイワイグルメ ヨドバシ横浜」として、リニューアルオープンすることを決定しました。

約370万点の豊富な品揃えを誇るヨドバシカメラが、お客様に選ぶ楽しさ・ワクワクを「食」においても感じていた
だきたく、昨年秋にレストランフロアをリニューアルした秋葉原につぎ、フロアのネーミングを「ワイワイグルメ」
とし、ロゴデザイン、空間デザイン、店舗ラインアップを一新。木やタイルを取り入れた開放的で居心地の良い雰囲
気を演出し、お客さまにゆっくりとした時間を過ごしていただける心地よいフロア空間を展開いたします。

横浜発の新B級グルメ、家族みんなで楽しめるビュッフェ、味自慢の専門店、おしゃれなカフェやスイーツと、計19
店舗のバリエーション豊かなテナントラインアップ。横浜周辺で働かれている方々の宴会やお食事、家電フロアに
お買いものにお越しいただいたご家族のお食事や休憩から、女子会・デートまで、あらゆるお客様のニーズに応える、
便利で楽しいレストランフロアが誕生します。

中でも、87坪150席にわたって展開されるのが、肉屋による肉専門のフードコート酒場。豚肉・牛肉・鶏肉料理から、
焼肉、スイーツまで揃い、昼はフードコート、夜はお酒がススム肉酒場として楽しめる、これまでにないお店です。

【ニュースリリース】
報道関係各位

【本件に関するお問い合わせ】

住所：〒169-8585　東京都新宿区北新宿3丁目20番1号 株式会社ヨドバシ建物 営業部

担当：安藤・田中・五鬼上　電話：03-3227-2153

［串揚げビュッフェ］串家物語［カレー専門店］ゴーゴーカレー ヨドバシ横浜 スタジアム［牛カツ専門店］京都勝牛［中華料理］万豚記

［しゃぶしゃぶ・すき焼き］牛しゃぶ・牛すき食べ放題 但馬屋［焼鳥・親子丼・鳥料理・ワイン］乃木坂 鳥幸食堂

［カフェ］タリーズコーヒー［ラーメン］ちゃぶ屋とんこつらぁ麺 CHABUTON

［炭火焼干物・焼魚］炭火とと和くら［蕎麦・和食］凛や［すしと旬の料理］祭雛［肉屋によるフードコート＆肉酒場］The Ｍeat Market

［自然食バイキング］はーべすと

［和風イタリアン］ぎをん椿庵［イタリアン（スパピザ）］パステリア ギョット

［占い］開運館 E&E 横浜ヨドバシ鑑定所

［オムライスレストラン］ポムの樹　幸せのオムライス＆フレンチトースト

［牛たん専門店］肉匠の牛たん たん之助

［うどん］肉饂飩 とみ坂 ［肉巻きハンバーグダイナー］ハマバーグ



■ワイワイグルメ ヨドバシ横浜の特徴

●肉屋による肉専門のフードコート酒場が登場！
●横浜発の新B級グルメスポット
●ファミリーで楽しめるビュッフェ、おしゃれなカフェやスイーツ店舗も充実
●味自慢の専門店も目白押し
●新たに新業態＆横浜初出店を加えた、計19店舗
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■ワイワイグルメ ヨドバシ横浜の概要

名称：ワイワイグルメ ヨドバシ横浜
オープン日：2016年3月18日（金）
所在地：横浜市西区北幸1-2-7 ヨドバシ横浜 B2F
ディベロッパー：株式会社 ヨドバシ建物　
プロデュース：有限会社 柴田陽子事務所　
営業時間：11:00 ～ 23:00　
店舗数：19店舗（+開運館 E&E 横浜ヨドバシ鑑定所）
アクセス： JR線・京急線・相鉄線・東急東横線・

横浜市営地下鉄　横浜駅西口から約3分、
横浜駅西口地下街6番出口より直結

■フロア名称・ロゴ
名称：YOUKOSO YODOBASHI（ようこそ ヨドバシ）の
　　　頭文字「YY」(ワイワイ)を用いた、
　　　賑わいと楽しさを感じさせる 
　　　「ワイワイグルメ ヨドバシ横浜」に決定いたしました。

■フロアコンセプト
肉の専門店あり、コスパの高いB級グルメあり、スイーツカフェに、食べ放題の店あり。
 「海辺の街・横浜」がテーマの開放的な環境に広がる、
横浜の新たな名物となる、バラエティー豊かなラインアップのレストランフロア。

■空間デザイン
「海辺の街・横浜」がテーマの、開放感のある環境デザイン。
居心地の良い落ち着いた雰囲気を目指します。

※パースはイメージです。今後変更の予定があります
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3月18日（金）　飲食19店舗とサービス 1 店舗

［自然食バイキング］
はーべすと

野菜たっぷり、体に優しい
自然食のビュッフェレストラン

8

［ラーメン］
ちゃぶ屋 とんこつらぁ麺 CHABUTON

天才らぁ麺職人・森住康二がタイ王国で
作り上げた「創作らぁ麺」が横浜に凱旋上陸！

6［牛たん専門店］
肉匠の牛たん たん之助

ヨドバシAkibaで大人気の牛たん専門店が
ヨドバシ横浜にオープン

5

［うどん］
肉饂飩 とみ坂

肉匠と板前のコラボから生まれた
上等肉うどんの専門店

9

［和風イタリアン］
ぎをん椿庵

和空間で味わう、ソースと相性抜群の
生麺＆厳選素材を使用したパスタ！

12

［蕎麦・和食］
凛や

自家製へぎそばから蕎麦つけ麺まで、
厳選素材を用いた「食・膳・麺・酒」

3

［イタリアン（スパピザ）］
パステリア ギョット

ネオ・モダンパスタ食堂！ 懐かしさと
温もり、スタイル感が伝わるお店

11

［すしと旬の料理］
祭雛

食べ放題でお腹いっぱい食べるもよし、
居酒屋感覚でつまみや酒と食べるもよし

2

［占い］
開運館E&E 横浜ヨドバシ鑑定所

占いは心のエステ。幸運へと導き
やる気・元気・勇気を引き出します

20

［カレー専門店］
ゴーゴーカレー ヨドバシ横浜 スタジアム

いま話題のゴリラのゴーゴーカレーが
横浜に初上陸！！

18［牛カツ専門店］
京都勝牛 ヨドバシYokohama

中はミディアム、外はサクサク。
京都発、誰もが惚れ込む「和の牛カツ」

17

［しゃぶしゃぶ・すき焼き］
牛しゃぶ・牛すき食べ放題 但馬屋

極上の肉の味わいを引き出すこだわりのだしやタレ。
バラエティーに富んだビュッフェが自慢！　

15［オムライスレストラン］
ポムの樹　幸せのオムライス＆フレンチトースト

オムライス専門の老舗からオムライス＆
フレンチトーストの専門店が誕生

14

［カフェ］
タリーズコーヒー

厳選豆のみを使用した
スペシャルティコーヒーショップ

7

［肉巻きハンバーグダイナー］
ハマバーグ

新しい洋食の定番メニューとして人気の
肉巻きハンバーグが味わえるダイナー

10

［炭火焼干物・焼魚］
炭火とと和くら

豪快な炭火で焼き上げた、
力強い旨みが魅力の干物・焼魚

4

［肉屋によるフードコート＆肉酒場］
The Ｍeat Market

史上初!? 肉屋による、
肉専門のフードコート＆肉酒場

1

［串揚げビュッフェ］
串家物語

揚げる楽しさ。選ぶわがまま。
ビュッフェスタイルの串揚げ

19

［中華料理］
万豚記 ヨドバシ横浜店

賑やかな店内で本場さながらに
楽しめる力強い中華料理の数々

16

［焼鳥・親子丼・鳥料理・ワイン］
乃木坂 鳥幸食堂

鶏を知り尽くした本格焼鳥店の味を、
カジュアルに楽しむ

13

営業時間

喫煙所
SMOKING AREA

DOWN

UP

UP

DOWN

FLOOR MAP
フロアマップ

11:00-23:00　※タリーズコーヒーのみ 9:30～

タリーズ
コーヒー

はーべすと

ちゃぶ屋
とんこつらぁ麺
CHABUTON

ハマバーグ

肉匠の牛たん
たん之助

肉饂飩
とみ坂

炭火とと
和くら

ぎをん椿庵

凛や

パステリア ギョット

祭雛

開運館
E&E

The Ｍeat Market

串家物語
ゴーゴーカレー 
ヨドバシ横浜
スタジアム

京都勝牛
万豚記 牛しゃぶ・牛すき食べ放題

但馬屋

ポムの樹
幸せのオムライス＆フレンチトースト

乃木坂
鳥幸食堂
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［すしと旬の料理］祭雛　Tel： 045-311-4050　席数：56席　ラストオーダー：22:30　すし食べ放題最終入店22:00

食べ放題でお腹いっぱい食べるもよし、

居酒屋感覚でつまみや酒と食べるもよし

新鮮なネタがずらりと並ぶカウンターで、職人が握る本格す
しをリーズナブルな価格で楽しめます。60種以上のすしネタ
やおつまみなど、豊富なメニューが味わえる食べ放題に加
え、一貫からのオーダーも可能。すし以外の一品料理も取り
揃え、普段のお食事から、ちょっと一杯や女子会まで、あら
ゆるシーンでご利用いただけます。

【MENU例】＜食べ放題＞120分（ラストオーダー 90分）
＜ランチ＞にぎり9貫ランチ、旬のおすすめにぎりランチ、まぐろづくし
＜ディナー＞刺身盛合せ、寄せ豆腐、ガリと水菜・じゃこのサラダ、金
目鯛の煮付け

2

［肉屋によるフードコート＆肉酒場］The Ｍeat Market　Tel： 045-628-9919　席数：150席　ラストオーダー：22:30

史上初!? 肉屋による、

肉専門のフードコート＆肉酒場

肉料理専門店と焼肉屋が軒を連ねるダイナミックなお店が登
場！ とんてきやステーキ、唐揚げ、数量限定A5ランクのロース
トビーフや尾崎牛の焼肉・ホルモンなど、ありとあらゆる肉料理
が揃います。昼は丼や定食が楽しめるフードコート、ティータイ
ムはコーヒーやケーキなどのカフェ、夜はお酒も飲める肉料理の
大型居酒屋と、３つの顔が楽しめる全100席の大型店です。

【MENU例】トンちゃんトンテキ、揚げトンテキ みぞれがけ、炙り
チャーシューエッグ、炭火で焼き上げたビーフステーキ、タントロス
テーキ、特製ビーフハンバーグ、炭火焼きチキン 柚子胡椒風味、カル
ビ、ハラミ、タン塩、和牛すき焼き

1



05

［牛たん専門店］肉匠の牛たん たん之助　Tel： 045-311-9029　席数：39席　ラストオーダー：22:30

ヨドバシAkibaで大人気の牛たん専門店が

ヨドバシ横浜にオープン

焼肉界のリーディングカンパニー「焼肉トラジ」が、20年にわ
たる経験と50店舗強のお店で培ったノウハウで磨き上げた、
牛たんを提供する「肉匠の牛たん たん之助」。ヨドバシAkibaで
人気のお店が、ここ横浜に新たにオープンします。シンプルな
塩焼き、田舎味噌焼き、そして辛味の利いた辛味噌焼きなど、
さまざまな味で上質な牛たんをお楽しみいただけます。

【MENU例】牛たん定食、茹でたん、牛たんシチュー、煮込み

5

［炭火焼干物・焼魚］炭火とと和くら　Tel： 045-594-7471　席数：52席　ラストオーダー：22:30

豪快な炭火で焼き上げた、

力強い旨みが魅力の干物・焼魚

日本各地から厳選した肉厚で脂ののった干物、代々受け継がれ
てきた白味噌に、３日間漬け込むことで旨みが染み込んだ西京
漬けなど、こだわりの素材を炭火で丁寧に焼き上げる「炭火と
と和くら」。炭火の遠赤外線効果により、表面はパリッと、身は
ふっくらと仕上がった焼き魚は絶品です。日本人の心に沁みる
和食をお楽しみいただけます。

【MENU例】でっかい！トロあじ開き定食、さんま灰干し定食、さばみ
りん干し定食、かれい西京漬け定食、さわら西京漬け定食、茶美豚　
バラ黒胡椒焼き定食、かれい唐揚げ定食　

4

［蕎麦・和食］凛や　Tel： 045-534-8668　席数：40席　ラストオーダー：22:30

自家製へぎそばから蕎麦つけ麺まで、

厳選素材を用いた「食・膳・麺・酒」

和の心・粋の心・おもてなしの心を体現した店内には、ふのり
（海藻）を練り込んだつるつるとした喉越しのよい自家製「へ
ぎそば」をはじめ、新鮮な素材をカラッと揚げた天麩羅や新感
覚の「蕎麦つけ麺」など、厳選素材を用いた季節感溢れるメ
ニューをご用意しています。お食事のほかにも、こだわりの地
酒や肴も揃っています。

【MENU例】へぎそば、蕎麦つけ麺、北海道産鴨南蛮そば、海華丼、海
鮮二種天丼、凛や御膳、大海老天丼セット、活〆大穴子天丼

3
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［カフェ］タリーズコーヒー　Tel： 045-594-6056　席数：57席　ラストオーダー：22:30

厳選豆のみを使用した

スペシャルティコーヒーショップ

シアトル生まれのタリーズコーヒーは、世界各国より厳選した
豆を使用し、1杯1杯手作りで提供するスペシャルティコー
ヒーショップです。本格的なエスプレッソを中心に、パスタや
スイーツなどフードメニューも多数揃っています。上質なコー
ヒーやフードを味わいながら、57席と広々とした空間でご
ゆっくりおくつろぎいただけます。

【MENU例】＜ドリンクメニュー＞カフェラテ、ハニーミルクラテ、ロ
イヤルミルクティー、宇治抹茶ラテ
＜フードメニュー＞ボールパークドッグオリジナル、T’Sアップルパ
イ、ナスとベーコンのトマトパスタ、クラシックNYチーズケーキ

7

［ラーメン］ちゃぶ屋 とんこつらぁ麺 CHABUTON　Tel： 045-317-4702　席数：31席　ラストオーダー：22:30

天才らぁ麺職人・森住康二がタイ王国で

作り上げた「創作らぁ麺」が横浜に凱旋上陸！

世界を舞台に活躍する天才らぁ麺職人、森住康二。彼がタイ王
国で作り上げた、創作らぁ麺店が横浜に凱旋上陸します。世界
の三大スープとして知られるタイの名物「トムヤムクン」と融
合させた創作らぁ麺のほか、カオマンガイ（タイ風チキンライ
ス）やパクチーを盛り付けた野菜餃子など、エスニック感たっ
ぷり。横浜を舞台に新たな「らぁ麺」文化が花開きます。

【MENU例】ちゃぶとんらぁ麺、ちゃぶとん流正油らぁ麺、ざるらぁ麺、
トムヤムクンらぁ麺、鶏しそギョーザ、パクチー野菜ギョーザ、ヤム
ウンセン、カオマンガイ、シンハービール

6

［自然食バイキング］はーべすと　Tel： 045-316-0720　席数：76席　ラストオーダー：22:00

野菜たっぷり、体に優しい

自然食のビュッフェレストラン

季節ごとに厳選した旬の食材を使い、素材本来の持ち味を活か
すよう調理した料理をビュッフェスタイルでご提供します。和
食以外にも唐揚げやパスタ、野菜を使ったデザート、話題の食
材を取り入れた「スーパーフード」など、バラエティーに富ん
だメニューをご用意。滋味あふれる自然食を、心ゆくまでご堪
能いただけます。

【MENU例】平日ランチ（70分）、平日ディナー（90分）、休日ランチ
（70分）、休日ディナー（90分）、ドリンクバー　小学生、幼児料金あり

8
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［肉巻きハンバーグダイナー］ハマバーグ　Tel： 045-624-8353　席数：26席　ラストオーダー：22:30

新しい洋食の定番メニューとして人気の

肉巻きハンバーグが味わえるダイナー

黒毛和牛100％の「HAMABURG」と黒豚100％の「黒豚BURG」
をさらにお肉で巻き、アツアツの鉄板で提供する洋食の新定番
「肉巻きハンバーグ」が看板メニュー。ソースは4種類、トッピ
ングも８種類をご用意しています。他にも、ボリュームたっぷ
りの一品料理やドリンク多数。がっつり食事から軽く一杯のど
ちらもお楽しみいただけます。

【MENU例】黒毛和牛100% HAMABURG 、黒豚100%黒豚BURG、黒
×黒よくばりBURG、12品目野菜の健康サラダ、焼きしゃぶサラダ、
ポテトソテーWITHチーズフォンデュ、厚切りベーコン

10

［うどん］肉饂飩 とみ坂　Tel： 045-317-2941　席数：24席　ラストオーダー：22:30

肉匠と板前のコラボから生まれた

上等肉うどんの専門店

肉匠と板前のコラボから生まれた、上等肉うどんの専門店。ひ
とひねり加えた定番の肉うどんは絶品です。創作うどんも充実
しており、こだわりが詰まったコク旨の「辛うま麻々うどん」
は、唐揚げを合わせてお召し上がりいただくのがおすすめ。お
揚げを香ばしく焼いた「一味上のきざみうどん」や、「山盛り天
婦羅の贅沢冷かけ」などの創作うどんも自慢です。 

【MENU例】辛うま麻々うどん 、冷ししぐれうどん、とみ坂 上肉うどん、
贅沢天もりぶっかけうどん、きざみ焼き若芽うどん

9

［イタリアン（スパピザ）］パステリア ギョット　Tel： 045-534-7557　席数：26席　ラストオーダー：22:30

ネオ・モダンパスタ食堂！　

懐かしさと温もり、スタイル感が伝わるお店

イタリア語で「大食い」を意味するghiotto（ギョット）。ギョッ
トする驚きと、おいしさをご堪能いただきたいという思いから
名付けました。スタイル感と少しだけ品のあるB級洋麺食堂が
コンセプト。看板メニューのパスタとピザのいいとこ取りをし
た「スパピザ」のどこか懐かしさを感じさせる味は、一度食べ
たら虜になること間違いなしです。

【MENU例】＜トマトソースorクリームソース＞海老盛りスパピザ、
ギョット盛りスパピザ、きのこ盛りスパピザ、＜明太クリームソース＞
海老盛りスパピザ、ギョット盛りスパピザ、きのこ盛りスパピザ

11



08

［オムライスレストラン］ポムの樹　幸せのオムライス＆フレンチトースト　Tel： 045-594-8044　席数：57席　ラストオーダー：22:30

オムライス専門の老舗から、オムライス＆

フレンチトーストの専門店が誕生しました

創業1990年。25年を迎えたオムライス専門の老舗「ポムの樹」
から、オムライス＆フレンチトーストの専門店が誕生しまし
た。30種類以上の自慢のオムライスに加え、見るだけで心とき
めくふわふわ・とろとろのフレンチトースト……。カフェとし
ても利用できるなど、さらに魅力を増した「ポムの樹」にご期
待ください。

【MENU例】アボカドとトマトのイタリアントマトソースオムライス、
じっくり煮込んだビーフシチューオムライス、ポムの樹セット、フレ
ンチトーストとオムライスプレート、クラシックフレンチトースト、
ベリーベリーフレンチトースト

14

［焼鳥・親子丼・鳥料理・ワイン］乃木坂 鳥幸食堂　Tel： 045-548-5515　席数：40席　ラストオーダー：22:30

鶏を知り尽くした本格焼鳥店の味を、

カジュアルに楽しむ

都内に4店舗を構える名門高級焼鳥店「鳥幸」の、セカンドブラ
ンド第1号店が、横浜の地に誕生。 老舗の焼鳥の味を気軽にお
楽しみいただけます。部位によって味付けを変えて焼き上げる
自慢の「焼鳥」や、餌にまでこだわり濃厚かつ甘みたっぷりの
卵を使った絶品の「親子丼」など、本格焼き鳥店の味を木の温
もりのある落ち着いた空間でご堪能ください。

【MENU例】親子丼、焼鳥丼、唐揚げ御膳、さび焼き、特上レバー、農場
直送リーフサラダ、出汁巻き玉子、自家製白レバームース、八ケ岳卵
の卵かけごはん、八ヶ岳地鶏卵のブリュレ

13

［和風イタリアン］ぎをん椿庵　Tel： 045-315-0309　席数：70席　ラストオーダー：22:30

和空間で味わう、ソースと相性抜群の

生麺＆厳選素材を使用したパスタ！

乾麺では味わえないフレッシュ感、もちもちの食感の生パスタ
は、どんなソースとも相性抜群。定番のクリームソース、トマ
トソースのほか、オリジナル和風ソースなど、約25種類が揃い
ます。焼きたてピザやバルメニューと一緒にお楽しみいただけ
るワインも10種類以上。さらに和風のドリンク＆スイーツも
充実！ ティータイムもぜひご利用ください。

【MENU例】ローストしたベーコンのペペロンチーノ、きのこのバター
醤油パスタ大葉風味、厚切りベーコンのカルボナーラ、生ハムのチー
ズクリームピザ、彩り野菜とモッツァレラチーズのトマトピザ、イタ
リアンサラダ、シーフードアヒージョ、抹茶白玉ぜんざいパフェ

12



09

［牛カツ専門店］京都勝牛 ヨドバシYokohama　Tel： 045-314-3500　席数：51席　ラストオーダー：22:30

中はミディアム、外はサクサク。

京都発、誰もが惚れ込む「和の牛カツ」

京都の名店がひしめく先斗町に本店を構える牛カツ専門店「京
都勝牛」。牛肉の旨みにこだわって厳選した部位に上質なパン
粉をまぶし、高温・短時間でサッと揚げることで、中はミディ
アムレア、外はサクサクに。肉の旨みを逃さず閉じ込めたカツ
はわさび醤油のほか、4通りのお召し上がり方がお選びいただ
けます。誰もが惚れこむ絶品牛カツです。

【MENU例】牛ロースカツ京玉膳、牛ロースカツ膳、みぞれ牛ロースカ
ツ京玉膳、黒毛牛カツ京玉膳、特上黒毛和牛カツ京玉膳、京都勝重

17

［中華料理］万豚記 ヨドバシ横浜店　Tel： 045-534-9333　席数：60席　ラストオーダー：22:30

力強い中華料理の数々を

賑やかな店内で本場さながらに楽しめる

中国の街角食堂を思わせる異国情緒漂う店内で、本場中国料理
が味わえる元気なチャイニーズレストラン。力強い料理やボ
リュームいっぱいの麺飯類や餃子、おつまみ、お酒など毎日食
べても飽きない豊富なメニューが揃います。なかでも、パンチ
のきいた旨辛さがクセになる担々麺は、自慢の一品。ランチか
らディナーまであらゆるシーンでお使いいただけます。

【MENU例】黒胡麻担々麺、四川麻婆豆腐、真っ黒すぶた、小籠包、海
鮮あんかけ焼そば、豚五目おこげ、カニ肉あんかけ炒飯、豚バラ青菜
炒飯、野菜タンメン

16

［しゃぶしゃぶ・すき焼き］牛しゃぶ・牛すき食べ放題 但馬屋　Tel： 045-326-3227　席数：52席　ラストオーダー：22:30

極上の肉の味わいを引き出すこだわりのだしやタレ。

バラエティーに富んだビュッフェが自慢！　

目利きが選んだ牛肉を思う存分味わえる、食べ放題のお店で
す。ビュッフェには牛肉、豚肉、鶏肉を含め5種類のお肉、常時
20種の新鮮野菜のほか、さまざまな具材が揃います。さらに
しゃぶしゃぶは、こだわりの「特製だし」６種類をご用意。注文
をいただいてからスライスする新鮮なお肉を、心ゆくまでご堪
能いただけます。

【MENU例】しゃぶしゃぶorすき焼きコース（90分）、上しゃぶしゃぶ
orすき焼きコース（90分）、国産牛しゃぶしゃぶorすき焼きコース（90
分）、和牛しゃぶしゃぶorすき焼きコース

15



10

［串揚げビュッフェ］串家物語　Tel： 045-311-1845　席数：76席　ラストオーダー：22:00

揚げる楽しさ。選ぶわがまま。

ビュッフェスタイルの串揚げ

約30種類の串ネタからお好みのものを選んで、お客様ご自身
で揚げて召し上がっていただく、ビュッフェスタイルの串揚げ
です。ソースにもこだわり、定番の甘口ソース、辛口ソースの
ほか、ポン酢や季節のソースをご用意しています。サラダやお
惣菜、お茶漬け、デザートなどのサイドメニューも充実。おい
しさと共に揚げる楽しさも味わえます。

【MENU例】平日ランチ、週末ランチ、ディナー
※小学生、幼児料金有り

19

［カレー専門店］ゴーゴーカレー ヨドバシ横浜 スタジアム　Tel： 045-320-5550　席数：34席　ラストオーダー：22:30

いま話題のゴリラのゴーゴーカレーが

横浜に初上陸！！

金沢カレーブームの火付け役、ゴリラのゴーゴーカレーが横浜に
初上陸！　55の工程を経て5時間煮込み、さらに55時間熟成され
たオリジナル特製ルー。その上に揚げたてサクサクのカツが載せ
られたカツカレーは、ボリューム満点でクセになる味わい。日本
国内だけではなく、アメリカ・ニューヨークやボストンでも大絶
賛されています。

【MENU例】ゴーゴーカレー、ロースカツカレー、チキンカツカレー、
ウインナーカレー、エビフライカレー、メジャーカレー

18

［占い］開運館E&E 横浜ヨドバシ鑑定所　Tel： 045-313-0210　席数：3席　最終受付：21:30

占いは心のエステ。鑑定者が幸運へと導き

やる気・元気・勇気を引き出します

全国ネットの占い館「開運館E＆E」は、1983年に設立された
日本最大手の占い鑑定グループです。安心できる鑑定料金を
モットーに、明るい未来へ導くためのヒントをベテラン占術カ
ウンセラーが親身になってアドバイスします。手相、人相、四
柱推命、姓名判断、易占、気学、タロットカードなど、さまざま
な占術をご用意しています。

【MENU例】総合鑑定、恋愛運、金運、運勢、相性診断など

20


