
■ 歩数計に同梱した「設置場所マップ」掲載の内容に変更がある店舗一覧

※ 一部の方につきましては、記載内容を修正した冊子をお送りしています。

区 商店街名 店舗・施設名 〒 住所 業態 電話番号

磯子区 岩瀬商店街 パンツショップ実 235-0012 磯子区滝頭2-24-8 衣料品販売 045-751-6767

栄区 本郷台駅前商店会 本郷台花う 247-0007 栄区小菅ヶ谷1-4-2-103 フラワーショップ 045-891-2487

瀬谷区 いちょう通り商店会 居酒屋　古屋 246-0031 瀬谷区瀬谷4-8-8　川口第2マンション103 飲食業 045-513-5962

都筑区 センター北商業振興会 読売新聞（有）寺越新聞店 ＹＣ港北ニュータウン北 224-0014 都筑区牛久保東1-38-15 新聞販売 045-593-9871

戸塚区 戸塚駅東口ラピス商店会 ゴールドジム戸塚 244-0003 戸塚区戸塚町10 モディ6F スポーツクラブ 045-869-1222

保土ヶ谷区 和田町商店街協同組合
ホームメイトFC和田町駅前店 ジョーシンホームサー

ビス（株）
240-0065 保土ケ谷区和田1-18-12 不動産 045-348-7020

瀬谷区 その他 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 246-0021 瀬谷区二ツ橋町469 せやまるふれあい館１階 福祉施設 045-360-7855

鶴見区 三ツ池公園商店会 クリーニングミユキ 230-0074 鶴見区北寺尾3-1-26 クリーニング 0120-500-236

西区 その他 レオーネ　マルチアーノ 220-0012 西区みなとみらい4-6-2 MMグランドセントラル１F イタリアンレストラン 045-232-4081

保土ヶ谷区 その他 アンドウスポーツ 240-0006 保土ケ谷区星川2-6-30
スポーツ用品

小売業
045-331-2461

栄区 本郷商栄会 さかえ薬局 247-0005 栄区桂町274-15　1階南側 薬局 045-896-4566

中区 本牧リボンファンストリート （有）安田屋呉服店 231-0806 中区本牧町1-9 呉服 045-623-5781

青葉区 市ヶ尾商栄会 トラベルカイト 225-0024 青葉区市ヶ尾町1074-26 旅行業 045-971-8395

港南区 その他 （株）三春情報センター本社営業部 234-0051 港南区日野8-8-11 不動産 0120-025-386

鶴見区 三角大通り共栄会 SUN KEY 230-0061 鶴見区佃野町11-28 鍵専門 045-582-4469

緑区 長津田商店街協同組合 （株）三光電気 226-0027 緑区長津田2-5-18 家電 045-981-0126

南区 その他 メガネ・補聴器のツチヤ 232-0041 南区睦町1-34-8 メガネ・補聴器・時計 045-731-2802

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：パンショップミル　　⇒　　正：パンツショップ実

◆変更箇所：「業態」　　　誤：グラスショップ　⇒　正：フラワーショップ

◆変更箇所：「住所」　　　誤：瀬谷区4-8-8　川口第2マンション103　⇒　正：瀬谷区瀬谷4-8-8　川口第2マンション103

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：読売新聞（有）寺越新聞店　⇒　正：読売新聞（有）寺越新聞店 ＹＣ港北ニュータウン北

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-869-1222

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：ジョウシンホームサービス㈱／誤：ジョーシンホームサービス（株）　⇒　正：ホームメイトFC和田町駅前店 ジョーシンホームサービス（株）

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：0120-500-236

◆変更箇所：「住所」　　　誤：西区みなとみらい4-6-2　ＭＭセントラル１Ｆ　⇒　正：西区みなとみらい4-6-2　ＭＭグランドセントラル１Ｆ

◆変更箇所：「住所」　　　誤：瀬谷区二ツ橋町469　⇒　正：瀬谷区二ツ橋町469 せやまるふれあい館１階

◆変更箇所：「住所」　　　 誤：中区本牧1-9　⇒ 正：中区本牧町1-9

◆変更箇所：「住所」「電話番号」　　誤：保土ケ谷区星川26-30　⇒　正：保土ケ谷区星川2-6-30　　正：　045-331-2461

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-896-4566

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-971-8395

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：SUNKKY（有）サンキーセンター／誤：SUNKEY（有）サンキーセンター　⇒　正：SUN KEY

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：0120-025-386

◆変更箇所：「業態」　　　誤：小売業　⇒　正：メガネ・補聴器・時計

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：（有）三光電気　⇒　正：（株）三光電気



区 商店街名 店舗・施設名 〒 住所 業態 電話番号

青葉区 青葉台南商店会 フェーデしらとり 227-0054 青葉区しらとり台35-16 理容 045-981-1488

泉区 立場中央商店会 ヘアメイク　ケイ・セティ 245-0015 泉区中田西1-1-15 イトーヨーカドー2F 美容 045-800-6688

港北区 その他 トレッサ横浜　南棟(インフォメーションカウンター) 222-0002 港北区師岡町700 ショッピングセンター 045-534-2200

瀬谷区 その他 あって～南瀬谷 246-0032 瀬谷区南台2-4-1南台ハイツB24-106 高齢者生活相談所 045-442-1145

西区 その他 そごう横浜店 220-8510
西区高島2-18-1 地下2F コンシェルジュカウンター
横

百貨店 045-465-2111

旭区 白根通り商店会 由季家 241-0002 旭区上白根1-2-1-101 韓国料理･キムチ 045-744-7228

旭区 鶴ヶ峰商店街協同組合 旬菜旬魚ほまれ 224-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-22 ハイツプレミール1F 飲食 045-952-3542

港北区 高田中央商工会 (株)旭ホーム 223-0066 港北区高田東3-12-15 不動産業 045-540-6102

中区 麦田町発展会 Kuusen（クーセン） 231-0849 中区麦田町2-42 美容 045-263-6323

神奈川区 六角橋商店街連合会 ギター工房　music jump 221-0802 神奈川区六角橋1-10-12 楽器 045-423-0761

西区 その他 横浜市藤棚地域ケアプラザ 220-0053 西区藤棚2-198 福祉施設 045-253-0661

泉区 和泉商店会 and.K（アンドケイ） 245-0016 泉区和泉町3615 ストリームプラザ 美容室 045-806-0306

中区 本牧リボンファンストリート カナリアカフェ 231-0806 中区本牧町1-156 大東ハイツ1-B カフェバー 045-263-8727

旭区 鶴ヶ峰商店街協同組合 石焼きカレー工房 Ban Bon 241-0022 旭区鶴ヶ峰2-22 ロイヤルマート1Ｆ 飲食 045-744-8393

金沢区 金沢文庫大通り商店会 御菓子処　菊月 236-0014 金沢区寺前1-8-1 菓子製造販売 045-701-9953

港北区 その他
新横浜グレイスホテル　ティーラウンジ　パレグレイ

ス
222-0033 港北区新横浜3-6-15 飲食 045-474-9511

港北区 その他 新横浜グレイスホテル　日本料理　ぎん 222-0033 港北区新横浜3-6-15 飲食 045-474-5861

港北区 その他
横浜F・マリノス　トリコロールワン　スタジアムショッ

プ
222-0036 港北区小机町3302-5　日産スタジアム東ゲート前 小売店 045-478-6044

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：トレッサ横浜　北棟(インフォメーションカウンター)　⇒　正：トレッサ横浜　南棟(インフォメーションカウンター)

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：新横浜グレイスホテル　レストラン　パレグレイス　⇒　正：新横浜グレイスホテル　ティーラウンジ　パレグレイス

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：新横浜グレイスホテル　レストラン　ぎん　⇒　正：新横浜グレイスホテル　日本料理　ぎん

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：トリコロールワン スタジアムショップ　⇒　正：横浜F・マリノス　トリコロールワン　スタジアムショップ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：Ban Bon　⇒　正：石焼きカレー工房 Ban Bon

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：菊月　⇒　正：御菓子処　菊月

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-263-8727

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-253-0661

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-806-0306

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-423-0761

◆変更箇所：「業態」　　　誤：高齢者相談所　⇒　正：高齢者生活相談所

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：kuusen（クーセン）　⇒　正：Kuusen（クーセン）

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：由李家　⇒　正：由季家

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：筍菜旬魚ほまれ　⇒　正：旬菜旬魚ほまれ

◆変更箇所：「住所」　　　誤：223-0065　⇒　正：223-0066

◆変更箇所：「住所」　　　誤：西区高島2-18-1　⇒　正：西区高島2-18-1 地下2F コンシェルジュカウンター横

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-800-6688

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-981-1488



区 商店街名 店舗・施設名 〒 住所 業態 電話番号

鶴見区 本町通商店街協同組合 木場葬祭　鶴見SORROWホール 230-0048 鶴見区本町通2-76 葬祭業 045-501-4980

西区
横浜駅西口五番街商店会協

同組合
松弥フルーツ 220-0005 西区南幸1-5-24　相鉄ビル1F 酒・本 045-312-1777

青葉区 江田駅周辺商店会 音気楽工房音楽教室 225-0015 青葉区荏田北1-2-8 音楽教室･ピアノ販売 045-913-8095

港南区 その他 サン薬局　港南台店 234-0054 港南区港南台5-5-1 薬局 045-831-2005

青葉区 青葉台商店会 （株）亀屋万年堂　青葉台店 227-0062 青葉区青葉台1-15-21 和菓子製造販売 045-983-5338

青葉区 藤が丘商店会 有限会社 ナカムラ青果 227-0043 青葉区藤が丘1-24-7 青果店 045-973-2689

青葉区 奈良北商店会 水彩工房 奈良町こどもの国店 株式会社スイコウ 227-0036 青葉区奈良町1670－221 リフォーム 045-500-9545

旭区 鶴ヶ峰商店街協同組合 ウィンク ササキ 241-0022 旭区鶴ヶ峰2-22 時計・めがね販売 045-373-6735

都筑区 荏田南近隣センター商店街 Asuta Cafe 224-0007 都筑区荏田南5-7-9 サービス 045-942-9600

鶴見区 鶴見銀座商店街協同組合 海戸園 230-0051 鶴見区鶴見中央4-2-4 生花 045-511-2464

鶴見区 矢向商店街協同組合 笠原酒店 230-0001 鶴見区矢向6-18-21 酒店 045-581-3793

鶴見区 豊岡商店街協同組合 Dining Shot Bar ROCK'S 230-0062 鶴見区豊岡町19-11 ダイニングバー 045-717-7542

戸塚区 とつか宿駅前商店会 SlowBeautｙ ぷれじ～る 244-0002 戸塚区矢部町12-1 美容 045-864-9496

保土ケ谷区 和田町商店街協同組合 骨法式整体院木村 240-0065 保土ケ谷区和田1-14-17 整体 045-331-5064

旭区 希望が丘商店会 企業組合　横浜希望が丘コミュニティカフェ 241-0825 旭区中希望が丘93-10 小物販売 045-465-4169

泉区 中田中央商店会 ウスイ靴店 245-0014 泉区中田南4-5-8 靴小売 045-803-6516

神奈川区 六角橋商店街連合会 グッデイ サンシャイン 221-0802 神奈川区六角橋1-11-20 雑貨 045-716-6759

戸塚区 戸塚駅東口ラピス商店会 純喫茶モネ 244-0003 戸塚区戸塚町10ラピス1 2F 飲食 045-864-6834

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：アスタ・カフェ　⇒　正：Asuta Cafe

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：ＳｌｏｗＢｅａｕｔｙ ぷれじーる　⇒　正：SlowBeautｙ ぷれじ～る

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-864-6834

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：骨法整体院木村　⇒　正：骨法式整体院木村

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：希望カフェ コミュニティサロン　⇒　正：企業組合　横浜希望が丘コミュニティカフェ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：うすい靴店　⇒　正：ウスイ靴店

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：花の海戸園　⇒　正：海戸園

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：笠原商店　⇒　正：笠原酒店

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：木場葬祭 鶴見ホール　⇒　正：木場葬祭　鶴見SORROWホール

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：(株)亀屋万年堂　⇒　正：（株）亀屋万年堂　青葉台店

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：中村青果　⇒　正：有限会社 ナカムラ青果

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：（株）スイコウ　⇒　正：水彩工房 奈良町こどもの国店 株式会社スイコウ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：マツヤフルーツ　⇒　正：松弥フルーツ

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-913-8095

◆変更箇所：「住所」　　　誤：港南区港南台5-6-37　⇒　正：港南区港南台5-5-1

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：ロイヤルマート　ササキ時計店　⇒　正：ウィンク ササキ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：Dining Shot Bar ROCKS　⇒　正：Dining Shot Bar ROCK'S

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：グッディサンシャイン　⇒　正：グッデイ サンシャイン



区 商店街名 店舗・施設名 〒 住所 業態 電話番号

中区 その他 ホテルJALシティ関内横浜 カフェ＆レストラン シルク 231-0023 中区山下町72 ホテル 045-661-2590

都筑区 センター北商業振興会 大健商事（株） 224-0003 都筑区中川中央1-23-9(線路側） 不動産業 045-913-1211

都筑区 その他
スーパースポーツゼビオ　港北ノースポート･モール

店
224-0003 都筑区中川中央1-25-1 B1F スポーツ用品 045-910-0555

都筑区 センター北商業振興会 ほけんの窓口　港北ニュータウンあいたい店 224-0003
都筑区中川中央1-1-3 ショッピングセンターあいた
い 4F

保険代理店 045-914-7160

戸塚区 その他 横浜市原宿地域ケアプラザ 245-0063 戸塚区原宿4-36-1 福祉施設 045-854-2291

神奈川区 六角橋共栄会 （有）川美せんべい本舗（六角橋交差点近く） 221-0802 神奈川区六角橋2-3-3 せんべい 045-491-1071

青葉区 桜台商店街 （株）フルヤ金物 227-0061 青葉区桜台30-30 販売 045-983-3690

旭区 二俣川銀座商店会 （株）大貴 241-0821 旭区二俣川1-45 不動産 045-362-7123

旭区 鶴ヶ峰商店街協同組合 持丸商事（株） 241-0022 旭区鶴ヶ峰1-9-5　ラ・チェストフェリッツ1A 不動産 045-391-3637

旭区 その他 ハックドラッグ　上白根店 241-0001 旭区上白根町851-1 薬局 045-959-1189

神奈川区 六角橋商店街連合会 バタフライ 221-0802 神奈川区六角橋1-11-17 アイウェア 045-717-7096

神奈川区 六角橋商店街連合会 chakana 221-0802 神奈川区六角橋1-9-23 雑貨 045-434-0091

神奈川区 六角橋商店街連合会 legend 221-0802 神奈川区六角橋1-10-12 アクセサリー 045-421-8209

港北区 小机商店街協同組合 小机商店街（協）事務所 222-0036 港北区小机町1512 事務所 045-471-8548

港北区 綱島商店街連合会 自由亭 223-0053 港北区綱島西1-6-19 コアビル2F レストラン 045-546-2211

栄区 栄通り商栄会 （有）ニーズランド 247-0014 栄区公田町1352 園芸 045-891-8254

瀬谷区 その他 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 246-0004 瀬谷区中屋敷2-18-6 福祉施設 045-303-8100

都筑区 センター南商業地区振興会 スポーツオーソリティ港北ニュータウン店 224-0032 都筑区茅ヶ崎中央14-12 スポーツ用品 045-947-1333

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：（有）川美せんべい　⇒　正：（有）川美せんべい本舗（六角橋交差点近く）

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：ホテルJALシティ関内横浜　⇒　正：ホテルJALシティ関内横浜 カフェ＆レストラン シルク

◆変更箇所：「住所」　　　誤：旭区上白根851-1　⇒　正：旭区上白根町851-1

◆変更箇所：「住所」　　　誤：都築区中川中央1-1-3 ショッピングセンターあいたい 4F　⇒　正：都筑区中川中央1-1-3 ショッピングセンターあいたい 4F

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：大建商事（株）　⇒　正：大健商事（株）

◆変更箇所：「住所」　　　誤：都築区中川中央1-25-1 B1F　⇒　正：都筑区中川中央1-25-1 B1F

◆変更箇所：「電話番号」　　　正：045-854-2291

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：Chakana　⇒　正：chakana

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：トータルホームMM    　⇒　正：（有）トータルホームMM

◆変更箇所：「店舗・施設名」「業態」　　　誤：小机商店街（協）事務局　⇒　正：小机商店街（協）事務所　　誤：事務局　⇒　正：事務所

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：（株）フルヤ金物店　⇒　正：（株）フルヤ金物

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：大貴　⇒　正：（株）大貴

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：持丸商事　⇒　正：持丸商事（株）

◆変更箇所：「業態」　　　誤：アイウエア　⇒　正：アイウェア

◆変更箇所：「住所」　　　誤：港北区綱島西1-6-19　⇒　正：港北区綱島西1-6-19 コア15ビル2F

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：ニーズランド　⇒　正：（有）ニーズランド

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：横浜市中屋敷ケアプラザ　⇒　正：横浜市中屋敷地域ケアプラザ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：スポーツオーソリティー港北ニュータウン店　⇒　正：スポーツオーソリティ港北ニュータウン店



区 商店街名 店舗・施設名 〒 住所 業態 電話番号

都筑区 その他 スーパースポーツゼビオ　港北ノースポート･モール 224-0003 都筑区中川中央1-25-1 B1F スポーツ用品 045-910-0555

戸塚区 とつか宿駅前商店会 寺建 244-0002 戸塚区矢部町71 外溝工事･ガーデニング 045-881-2905

戸塚区 その他 仁天堂薬局踊場駅前店 245-0061 戸塚区汲沢8-2-1 薬局 045-871-0028

中区 その他 En Route（エンルート） 231-0868 中区石川町1-18-2 花こビル1Ｆ 飲食業 045-263-9392

西区 藤棚一番街協同組合 gem flowers 220-0051 西区中央2-17-4 生花店 045-312-8017

保土ケ谷区 和田町商店街協同組合 昭和建設（株） 240-0065 保土ケ谷区和田1-13-21工藤ビル2Ｆ 建築 045-333-1751

保土ケ谷区 その他 ユニバーサルショップ保土ケ谷 240-0003 保土ケ谷区天王町1-27-7 大岸ビル1F 介護用品 045-333-7106

緑区 中山商店街協同組合 みどり学童 226-0011 緑区中山町113 ジョイプラザグリーンベル1F 学童保育 045-932-4662

都筑区 仲町台商業振興会 H1　Cafe 224-0041 都筑区仲町台1-32-21 飲食 045-945-1250

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：HI　Café　⇒　正：H1　Cafe

◆変更箇所：「業態」　　　誤：外装工事･ガーデニング　⇒　正：外構工事･ガーデニング

◆変更箇所：「住所」　　　誤：中区石川町1-18-2 花二ビル1Ｆ　⇒　正：中区石川町1-18-2 花こビル1Ｆ

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：スーパースポーツゼビオ　港北ノースポート･モール店　⇒　正：スーパースポーツゼビオ　港北ノースポート･モール

◆変更箇所：「店舗・施設名」「住所」「業態」　　　　誤：みどりがくどう　⇒　正：みどり学童　　誤：緑区中山町196-1 中山ハイツ2-B　⇒　正：緑区中山町113 ジョイプラザグリーンベル1F　　誤：学童・保育園
⇒　正：学童保育

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：任天堂薬局踊場駅前店　⇒　正：仁天堂薬局踊場駅前店

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：gem-flowers　⇒　正：gem flowers

◆変更箇所：「店舗・施設名」　　　誤：昭和建設　⇒　正：昭和建設（株）

◆変更箇所：「電話番号」　　　誤：ユニバーサルショップ保土ヶ谷　⇒　正：ユニバーサルショップ保土ケ谷


