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メモ：

オーダーメイドの施術を提供

代表
塩野博雪さん

　お客様一人ひとりにあわせたオーダーメイドの施
術を提供します。身体の状態を数値化するパルスア
ナライザーを用意しているので、改善す
べきポイントを１枚のシートにまとめて
ご提示することも可能です。出張施術も
しているので、慢性の痛みに悩んでいる
方はお気軽にご連絡ください。

住所／佐野町1-2　☎050-3551-3355
http://nagominohoshi.net/

ほぐし処  なごみの星

デザインも機能も一新！　進化した「ヨコスカイチバン」！！
　横須賀商工会議所が運営する地域密着の情報サイト「ヨコスカイチバン」が、大幅にバージョンアップ。姉妹サイト
「英語版ヨコスカイチバン」との連携強化でインバウンドのニーズに対応していきます。スマートフォンでの閲覧を想定
した画面表示に加え、ワンクリックでできるテーマ別検索機能など、より見やすく、探しやすい、使い勝手のよいサイトに
生まれ変わりました。ショップ情報も動画を活用したPRなど、商品やサービスの内容がわかりやすくなりました。

《英語版ヨコスカイチバン》

https://www.sukaichi .com/ ヨコスカイチバン 検 索

ワンクリックで日本語版と
英語版の切り替えが可能です。

スマホ対応も強化

Click!《日本語版ヨコスカイチバン》

タレなしでも美味しい自家製餃子

店長
陳寛明さん

　当店の人気メニューのひとつである自家製皮の焼餃
子。創業時から変わらない味と製法にこだわっていま
す。動画では美味しい焼き方を紹介。
しっかり味がついているのでタレなしで
も召しあがれます。持ち帰りやクール便
のほか、湘南衣笠ゴルフ練習場内にある
自動販売機でもお求めいただけます。

住所／安浦町2-13　☎046-822-0205
https://www.shanghai-tei.com/

上海亭 安浦本店

「歌ってよし！　聴いてもよし！！」

ママ
古林タツ子さん

　昭和の風情を醸す若松マーケットにあるカラオケス
ナックです。昼12時から営業しており、「昼カラ」が
人気。コーヒー１杯からOK、飲めない女
性のおひとり様も大歓迎です。当店のカラ
オケは音響が自慢。「歌ってよし！　聴い
てもよし！！」の楽しいひと時をどうぞ。
動画では迷わずに来店できる道順を紹介。

住所／若松町3-9　☎046-884-8242

カラオケスナック古城

材木店がＤＩＹを応援

スタッフ
小島容子さん

　創業65年の材木店です。ＤＩＹニーズに合わせて、
個人向けにも材木販売を行っているほか、道具の貸し
出しも。家庭用のまな板製材も好評です。
木材・建築のプロが手掛ける新築＆リ
フォーム、ウッドデッキ等も相談くださ
い。作品展やセミナー会場など、多目的に
利用できるレンタルスペースもあります。

住所／公郷町1-56　☎046-851-2114
https://www.kawai-zaimokuten.com/

（有）   川合材木店か

伝統のスカーフ、丁寧な手仕事
　創業50年近く、シルクスカーフ発祥の地・横浜
の技術と伝統を守り続けています。染色からプリ
ント・生地・縫製・検品まで一枚一枚
丁寧に仕上げている専門店です。動画
では、シルクスカーフが完成するまで
の工程を紹介。巻き方の参考例もあり
ます。装いの彩りにどうぞ。

住所／南浦賀1-9　☎046-843-5579
https://yokohama-kobo.jimdofree.com/

㈲カヤマ 横濱スカーフ工房

営業・企画 取締役 
中島 英博さん

便利な京急久里浜駅前斎場
　京急久里浜駅徒歩１分の利便性、明瞭価格で火葬・
家族葬・一般葬の様々なプランが好評です。経験豊富
な厚生労働省認定の葬祭ディレクターが打
ち合わせから葬儀運営まで一貫して対応。
葬祭業務やサービスの内容には、葬儀社格
付機関などから最高ランクの評価を得てお
り、安心の葬儀を提供しています。

住所／久里浜4-5-1　☎046-830-5590
https://www.keikyu-memorial.com/place/yokosukashi/kurihama/

京急メモリアル久里浜斎場

斎場長
佐藤新悟さん

「リドレ横須賀」は７周年

館長
新村真悟さん

住所／大滝町2-6　☎046-823-0143
https://lidre.jp/

リドレ 横須賀

　リドレ横須賀は、横須賀中央のランドマーク「ザ・
タワー」の1F～４Fに位置するショッピングモールで
す。医療機関を中心に日々の生活を彩るワ
クワクが生まれる場所をめざしています。
JAZZをはじめとする街なか音楽ライブ、
地元野菜の即売会・キッチンカーでのグル
メ販売なども。今年で７周年を迎えます。

クレープ片手に気軽に相談を

住所／佐野町2-1　☎090-3512-4275
https://support-tunagu-2017.jimdo.com/

家事代行＆カフェ   サポートつなぐ

代表
福田千秋さん

にと「つなぐ」を立ち上げました。高齢
者だけでなく、子どものお世話で忙しい
世代や、とにかくお困りの方へのサポー
トもお任せを。美味しいクレープや駄菓
子を片手におしゃべりしましょう。

　地域包括センターの元職員で介護職員ケアマネを
17年経験した後、困りごとに柔軟に対応できるよう

非日常を日常にできる場所

代表
山田哲也さん

　逗子海岸まで徒歩10秒の会員制リゾートです。
マリンアクティビティの拠点としてシーカヤック
やサップ、ウインドサーフィン、ビー
チヨガなどを楽しめるほか、2階にはカ
フェを併設。リモートワークも可能で
す。海風を感じる立地で、たくさんの
仲間と出会える場所になっています。

住所／逗子市新宿1-4-28　☎ 046-876-5710
https://everresort.jp/

EVER RESORT

暮らし支える〝地域密着ホームセンター〟

取締役 
明田良博さん

住所／浦賀3-2-21　☎046-841-6628
http://wakakiya1929.com/

若木屋

　浦賀で創業94年、生活雑貨、エクステリア、
リフォームなど快適な暮らしを支える〝地域密着の
ホームセンター〟です。好評の月極レンタル
物置は、24時間出し入れ自由。建て替え時
の荷物置き場、趣味の道具、オフシーズン
の衣類などの保管に便利です。実際の広さ
や容量は紹介動画をご覧ください。

横須賀商工会議所では、動画制作の初心者を対象にした講座を開講。スマート
フォンを手にしながら、19の事業者がオリジナルコンテンツづくりに挑みました。
完成した力作を一挙公開。各店の紹介枠にある2次元コードから視聴できます。

ヨコスカイチバン登録の19店が制作にチャレンジ

横須賀商工会議所が開設する店舗情報サイト「ヨコスカイチバン」がバージョンアップ。
登録店の自慢の商品やサービスを紹介する動画コンテンツも充実しています。

新しくなった「ヨコスカイチバン」で公開中

https://www.sukaichi .com/

動きで目を引く！　五感をくすぐる！！

「動画」の力。力。

新ロゴマーク

★ スマ ホ で 気軽 に
撮 影 & 編 集 チ ャ レン ジ！

よこすか元気情報／発行：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（横須賀商工会議所、横須賀市、京浜急行電鉄㈱、（一社）横須賀市観光協会）

問横須賀商工会議所情報企画課　☎046-823-0421

2次元
コードから
視聴

可動域広げる治療。首・肩・腰・膝痛解消

院長
山田慎二さん

　横須賀グリーンゴルフ練習場内の整体治療院です。
関節の可動能力や全身バランスを整え改善に導く施術
を行っています。首・肩・腰・股関節・
膝・足首の動きを良くすることで日常動作
やスポーツパフォーマンス向上が期待でき
ます。神経と筋に作用する「小波津式」の
無痛療法を取り入れたソフト施術です。

住所／佐原4-1300　☎046-833-8401
（横須賀グリーンゴルフ内）

グリーン整体療院

ハンドメイドのゴルフグッズ

代表社員
武原 京子さん

住所／武1-13-29　☎046-857-5549
https://cocome.net/

mozeゴルフ用品 ココミィ合資会社

　「moze」というブランド名で、主に女性向けの
ゴルフグッズを手作りしています。人気の花柄を
中心に個性的なデザイン・色のオリジ
ナル商品で、オーダーメイドも可能で
す。「moze」とは鹿児島弁で“かわい
い”という意味。ゴルフライフを彩る
「私だけの1点」を楽しんでください！

アツアツで食べ応え満点

代表
村松義之さん

住所／久里浜4-7-9　☎046-835-0552

手づくり専科 妙宝水産

　黒船仲通り商店街にある干物専門店です。創業は
1949年で、鮮度の良い素材を使った商品をご提供
しています。毎週金・土には、揚げたて
のさつま揚げを店頭で販売。2分ほどお
待ちいただければ、アツアツで食べ応え
満点の味を楽しめます。ぜひ一度、足を
お運びいただき、ご賞味ください。

ココロもカラダもホットに

代表
白坂淳二さん

　2022年3月にオープンしたカレーとパスタのカ
フェレストランです。「ココロもカラダもホットに
なれる場所」をコンセプトに、スパイス
にこだわった8種類のカレーや渡り蟹の
トマトクリームパスタなどが人気。キッ
ズメニューも用意しておりますので、ぜ
ひファミリーでお越しください。

住所／久里浜7-12-5　☎046-854-5025

CURRY＆ITALIANBAL BAYZ

ウイルス感染対策を徹底

院長
嘉山資直さん

　衣笠駅徒歩1分の歯科医院です。平日は21時ま
で、土日祝も診療しています。実績豊富な複数の歯
科医師が在籍し、丁寧な説明を心掛けて
います。アクリル板の設置による飛沫防
止対策のほか、半個室タイプの診察台や
消毒室で滅菌を徹底するなど、様々なウ
イルスの感染対策を行っています。

住所／衣笠栄町2-24　☎046-851-5186
https://www.sakaechoshika.com/

栄町歯科診療所

あなたの身近な衣料品店

取締役 営業部長
山内良真さん

住所／上町1-45　☎046-825-8888
http://www.yanagiya-inc.co.jp/

柳屋

　「良い品を少しでもお安くお届けしたい」をモッ
トーに、横須賀と横浜に９店舗を展開しています。婦
人・紳士・子供服をはじめ、各種イン
ナー、学生服、生活雑貨まで、幅広い品揃
えが自慢です。1950年の創業から変わら
ず、品質と価格にこだわり続けています。
店舗の様子を動画で紹介しています。

日本初の冠婚葬祭互助会

営業主任
滝沢恵太さん

　1948年に日本で初めての冠婚葬祭互助会として設
立されました。結婚式場・宴会場のよこすか平安
閣、横須賀中央・久里浜・北久里浜・衣
笠の市内４カ所で斎場「プラザヨコス
カ」や「家族の想い 結」を運営する西村
葬儀社と同じ西村企業グループです。ご
入会は簡単、ご相談はお気軽にどうぞ。

住所／本町1-4　☎046-826-2214
https://www.y-gojyo.jp/

横須賀冠婚葬祭互助会

脳力アップに「そろばん」
　教室内に響く「パチパチ」という音。そろばん
は弾くことで「左脳」を、暗算で「右脳」を鍛え
ることができます。受講生は年少から
90代まで、子どもは集中力・忍耐力、
計算力アップ。大人や高齢者は、脳の
活性化につながるとあって再注目され
ています。訪問レッスンもあります。

住所／三春町4-18　☎080-9299-4414
https://www.heart-soroban88.com

ひまわり珠算教室

代表
中村 千代さん

「横須賀色」豊かなショットバー
　どぶ板ならではのインターナショナルな雰囲気の
ショットバー。お酒の種類も豊富で、海軍カレー・
海自カレーも提供しています。各シーズ
ンに合わせた店内装飾が賑やかで、ビリ
ヤード、ダーツ、ビアポンも気軽に楽し
めます。一枚板のカウンター10席、他
テーブル席含め全40席。

住所／本町1-2　☎046-821-1851
https://www.instagram.com/charadragon/

CHARA（チャラ）

寺岡 芳美さん
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メモ：

オーダーメイドの施術を提供

代表
塩野博雪さん

　お客様一人ひとりにあわせたオーダーメイドの施
術を提供します。身体の状態を数値化するパルスア
ナライザーを用意しているので、改善す
べきポイントを１枚のシートにまとめて
ご提示することも可能です。出張施術も
しているので、慢性の痛みに悩んでいる
方はお気軽にご連絡ください。

住所／佐野町1-2　☎050-3551-3355
http://nagominohoshi.net/

ほぐし処  なごみの星

デザインも機能も一新！　進化した「ヨコスカイチバン」！！
　横須賀商工会議所が運営する地域密着の情報サイト「ヨコスカイチバン」が、大幅にバージョンアップ。姉妹サイト
「英語版ヨコスカイチバン」との連携強化でインバウンドのニーズに対応していきます。スマートフォンでの閲覧を想定
した画面表示に加え、ワンクリックでできるテーマ別検索機能など、より見やすく、探しやすい、使い勝手のよいサイトに
生まれ変わりました。ショップ情報も動画を活用したPRなど、商品やサービスの内容がわかりやすくなりました。

《英語版ヨコスカイチバン》

https://www.sukaichi .com/ ヨコスカイチバン 検 索

ワンクリックで日本語版と
英語版の切り替えが可能です。

スマホ対応も強化

Click!《日本語版ヨコスカイチバン》

タレなしでも美味しい自家製餃子

店長
陳寛明さん

　当店の人気メニューのひとつである自家製皮の焼餃
子。創業時から変わらない味と製法にこだわっていま
す。動画では美味しい焼き方を紹介。
しっかり味がついているのでタレなしで
も召しあがれます。持ち帰りやクール便
のほか、湘南衣笠ゴルフ練習場内にある
自動販売機でもお求めいただけます。

住所／安浦町2-13　☎046-822-0205
https://www.shanghai-tei.com/

上海亭 安浦本店

「歌ってよし！　聴いてもよし！！」

ママ
古林タツ子さん

　昭和の風情を醸す若松マーケットにあるカラオケス
ナックです。昼12時から営業しており、「昼カラ」が
人気。コーヒー１杯からOK、飲めない女
性のおひとり様も大歓迎です。当店のカラ
オケは音響が自慢。「歌ってよし！　聴い
てもよし！！」の楽しいひと時をどうぞ。
動画では迷わずに来店できる道順を紹介。

住所／若松町3-9　☎046-884-8242

カラオケスナック古城

材木店がＤＩＹを応援

スタッフ
小島容子さん

　創業65年の材木店です。ＤＩＹニーズに合わせて、
個人向けにも材木販売を行っているほか、道具の貸し
出しも。家庭用のまな板製材も好評です。
木材・建築のプロが手掛ける新築＆リ
フォーム、ウッドデッキ等も相談くださ
い。作品展やセミナー会場など、多目的に
利用できるレンタルスペースもあります。

住所／公郷町1-56　☎046-851-2114
https://www.kawai-zaimokuten.com/

（有）   川合材木店か

伝統のスカーフ、丁寧な手仕事
　創業50年近く、シルクスカーフ発祥の地・横浜
の技術と伝統を守り続けています。染色からプリ
ント・生地・縫製・検品まで一枚一枚
丁寧に仕上げている専門店です。動画
では、シルクスカーフが完成するまで
の工程を紹介。巻き方の参考例もあり
ます。装いの彩りにどうぞ。

住所／南浦賀1-9　☎046-843-5579
https://yokohama-kobo.jimdofree.com/

㈲カヤマ 横濱スカーフ工房

営業・企画 取締役 
中島 英博さん

便利な京急久里浜駅前斎場
　京急久里浜駅徒歩１分の利便性、明瞭価格で火葬・
家族葬・一般葬の様々なプランが好評です。経験豊富
な厚生労働省認定の葬祭ディレクターが打
ち合わせから葬儀運営まで一貫して対応。
葬祭業務やサービスの内容には、葬儀社格
付機関などから最高ランクの評価を得てお
り、安心の葬儀を提供しています。

住所／久里浜4-5-1　☎046-830-5590
https://www.keikyu-memorial.com/place/yokosukashi/kurihama/

京急メモリアル久里浜斎場

斎場長
佐藤新悟さん

「リドレ横須賀」は７周年

館長
新村真悟さん

住所／大滝町2-6　☎046-823-0143
https://lidre.jp/

リドレ 横須賀

　リドレ横須賀は、横須賀中央のランドマーク「ザ・
タワー」の1F～４Fに位置するショッピングモールで
す。医療機関を中心に日々の生活を彩るワ
クワクが生まれる場所をめざしています。
JAZZをはじめとする街なか音楽ライブ、
地元野菜の即売会・キッチンカーでのグル
メ販売なども。今年で７周年を迎えます。

クレープ片手に気軽に相談を

住所／佐野町2-1　☎090-3512-4275
https://support-tunagu-2017.jimdo.com/

家事代行＆カフェ   サポートつなぐ

代表
福田千秋さん

にと「つなぐ」を立ち上げました。高齢
者だけでなく、子どものお世話で忙しい
世代や、とにかくお困りの方へのサポー
トもお任せを。美味しいクレープや駄菓
子を片手におしゃべりしましょう。

　地域包括センターの元職員で介護職員ケアマネを
17年経験した後、困りごとに柔軟に対応できるよう

非日常を日常にできる場所

代表
山田哲也さん

　逗子海岸まで徒歩10秒の会員制リゾートです。
マリンアクティビティの拠点としてシーカヤック
やサップ、ウインドサーフィン、ビー
チヨガなどを楽しめるほか、2階にはカ
フェを併設。リモートワークも可能で
す。海風を感じる立地で、たくさんの
仲間と出会える場所になっています。

住所／逗子市新宿1-4-28　☎ 046-876-5710
https://everresort.jp/

EVER RESORT

暮らし支える〝地域密着ホームセンター〟

取締役 
明田良博さん

住所／浦賀3-2-21　☎046-841-6628
http://wakakiya1929.com/

若木屋

　浦賀で創業94年、生活雑貨、エクステリア、
リフォームなど快適な暮らしを支える〝地域密着の
ホームセンター〟です。好評の月極レンタル
物置は、24時間出し入れ自由。建て替え時
の荷物置き場、趣味の道具、オフシーズン
の衣類などの保管に便利です。実際の広さ
や容量は紹介動画をご覧ください。

横須賀商工会議所では、動画制作の初心者を対象にした講座を開講。スマート
フォンを手にしながら、19の事業者がオリジナルコンテンツづくりに挑みました。
完成した力作を一挙公開。各店の紹介枠にある2次元コードから視聴できます。

ヨコスカイチバン登録の19店が制作にチャレンジ

横須賀商工会議所が開設する店舗情報サイト「ヨコスカイチバン」がバージョンアップ。
登録店の自慢の商品やサービスを紹介する動画コンテンツも充実しています。

新しくなった「ヨコスカイチバン」で公開中

https://www.sukaichi .com/

動きで目を引く！　五感をくすぐる！！

「動画」の力。力。

新ロゴマーク

★ スマ ホ で 気軽 に
撮 影 & 編 集 チ ャ レン ジ！

よこすか元気情報／発行：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（横須賀商工会議所、横須賀市、京浜急行電鉄㈱、（一社）横須賀市観光協会）

問横須賀商工会議所情報企画課　☎046-823-0421

2次元
コードから
視聴

可動域広げる治療。首・肩・腰・膝痛解消

院長
山田慎二さん

　横須賀グリーンゴルフ練習場内の整体治療院です。
関節の可動能力や全身バランスを整え改善に導く施術
を行っています。首・肩・腰・股関節・
膝・足首の動きを良くすることで日常動作
やスポーツパフォーマンス向上が期待でき
ます。神経と筋に作用する「小波津式」の
無痛療法を取り入れたソフト施術です。

住所／佐原4-1300　☎046-833-8401
（横須賀グリーンゴルフ内）

グリーン整体療院

ハンドメイドのゴルフグッズ

代表社員
武原 京子さん

住所／武1-13-29　☎046-857-5549
https://cocome.net/

mozeゴルフ用品 ココミィ合資会社

　「moze」というブランド名で、主に女性向けの
ゴルフグッズを手作りしています。人気の花柄を
中心に個性的なデザイン・色のオリジ
ナル商品で、オーダーメイドも可能で
す。「moze」とは鹿児島弁で“かわい
い”という意味。ゴルフライフを彩る
「私だけの1点」を楽しんでください！

アツアツで食べ応え満点

代表
村松義之さん

住所／久里浜4-7-9　☎046-835-0552

手づくり専科 妙宝水産

　黒船仲通り商店街にある干物専門店です。創業は
1949年で、鮮度の良い素材を使った商品をご提供
しています。毎週金・土には、揚げたて
のさつま揚げを店頭で販売。2分ほどお
待ちいただければ、アツアツで食べ応え
満点の味を楽しめます。ぜひ一度、足を
お運びいただき、ご賞味ください。

ココロもカラダもホットに

代表
白坂淳二さん

　2022年3月にオープンしたカレーとパスタのカ
フェレストランです。「ココロもカラダもホットに
なれる場所」をコンセプトに、スパイス
にこだわった8種類のカレーや渡り蟹の
トマトクリームパスタなどが人気。キッ
ズメニューも用意しておりますので、ぜ
ひファミリーでお越しください。

住所／久里浜7-12-5　☎046-854-5025

CURRY＆ITALIANBAL BAYZ

ウイルス感染対策を徹底

院長
嘉山資直さん

　衣笠駅徒歩1分の歯科医院です。平日は21時ま
で、土日祝も診療しています。実績豊富な複数の歯
科医師が在籍し、丁寧な説明を心掛けて
います。アクリル板の設置による飛沫防
止対策のほか、半個室タイプの診察台や
消毒室で滅菌を徹底するなど、様々なウ
イルスの感染対策を行っています。

住所／衣笠栄町2-24　☎046-851-5186
https://www.sakaechoshika.com/

栄町歯科診療所

あなたの身近な衣料品店

取締役 営業部長
山内良真さん

住所／上町1-45　☎046-825-8888
http://www.yanagiya-inc.co.jp/

柳屋

　「良い品を少しでもお安くお届けしたい」をモッ
トーに、横須賀と横浜に９店舗を展開しています。婦
人・紳士・子供服をはじめ、各種イン
ナー、学生服、生活雑貨まで、幅広い品揃
えが自慢です。1950年の創業から変わら
ず、品質と価格にこだわり続けています。
店舗の様子を動画で紹介しています。

日本初の冠婚葬祭互助会

営業主任
滝沢恵太さん

　1948年に日本で初めての冠婚葬祭互助会として設
立されました。結婚式場・宴会場のよこすか平安
閣、横須賀中央・久里浜・北久里浜・衣
笠の市内４カ所で斎場「プラザヨコス
カ」や「家族の想い 結」を運営する西村
葬儀社と同じ西村企業グループです。ご
入会は簡単、ご相談はお気軽にどうぞ。

住所／本町1-4　☎046-826-2214
https://www.y-gojyo.jp/

横須賀冠婚葬祭互助会

脳力アップに「そろばん」
　教室内に響く「パチパチ」という音。そろばん
は弾くことで「左脳」を、暗算で「右脳」を鍛え
ることができます。受講生は年少から
90代まで、子どもは集中力・忍耐力、
計算力アップ。大人や高齢者は、脳の
活性化につながるとあって再注目され
ています。訪問レッスンもあります。

住所／三春町4-18　☎080-9299-4414
https://www.heart-soroban88.com

ひまわり珠算教室

代表
中村 千代さん

「横須賀色」豊かなショットバー
　どぶ板ならではのインターナショナルな雰囲気の
ショットバー。お酒の種類も豊富で、海軍カレー・
海自カレーも提供しています。各シーズ
ンに合わせた店内装飾が賑やかで、ビリ
ヤード、ダーツ、ビアポンも気軽に楽し
めます。一枚板のカウンター10席、他
テーブル席含め全40席。

住所／本町1-2　☎046-821-1851
https://www.instagram.com/charadragon/

CHARA（チャラ）

寺岡 芳美さん


