
 

 

 

 

 

 

ガチでうまい横浜の商店街あげもの NO.1 決定戦「ガチあげ！」
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人横浜市商店街総連合会が主催するガチ！シリーズ第 6 弾、「ガチでう

まい横浜の商店街あげもの No.1 決定戦『ガチあげ！』」の全エントリー商品が決定 し

ました。今回は 全 18 区 44 商店街 から 54 商品 がエントリー。  

また、今年も秋田書店発行「週刊少年チャンピオン」とのコラボレーションが 決定！

イベントを盛大に盛り上げます！  

週刊少年チャンピオン連載の人気漫画家が、「ガチあげ！」の ためにイラストを描

きおろすなど全面協力。  

さらに、全国規模で活躍する人気ロックミュージシャンたちが「ガチあげ！」を サ

ポート！昨年の「ガチめん！～汁もの篇～」でも惜しみない協力を頂戴したクレイジ

ーケンバンドの小野瀬雅生さん、また、 15 年ぶりに活動を再開する  ザ･イエローモ

ンキーの廣瀬“ HEESEY”洋一さん、そして、アキマツネオさん率いる、ワールドワ

イドに活動できる唯一無二のグラムロックバンド Rama Amoeba とのコラボレーシ

ョンも決定しました。こちらもエントリーＢＯＯＫを賑やかに盛り上げます！  

全ての情報はホームページをチェック！！  公式ＨＰ：http://gachiage.com/ 

 

お問合せ先 

経済局商業振興課長 椎葉 秀幸 Tel：045-671-2577 

一般社団法人横浜市商店街総連合会 事業部長 加藤 剛 Tel：045-250-6613 

 

平 成 2 8 年 3 月 3 0 日 

経 済 局 商 業 振 興 課 

一般社団法人横浜市商店街総連合会 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。  （裏面あり） 

 



■　「ガチあげ！」 エントリー店一覧

no 区 商店街名 屋号 エントリー商品名

1 青葉 すすき野商店会 林屋精肉店 鶏からあげ

2 青葉 たまプラーザ駅前通商店会 鬼熊 海老しんじょう

3 青葉 奈良北商店会 かつ元 メンチカツ

4 青葉 藤が丘商店会 Revive Recipe TENZO キツネコロッケ おろしきのこソース

5 旭 白根通り商店会 コメコメ もずく天ぷら

6 旭 二俣川銀座商店会 真魂 若鶏の竜田揚げ

7 旭 二俣川銀座商店会 千度 パリパリもも皮唐揚げ

8 泉 協同組合上飯田ショッピングセンター 村井肉店 やみつきメンチ ☆

9 泉 中田中央商店会 龍球飯店 小エビのフリッター ☆

10 磯子 磯子商店街商業協同組合 小島家 若鶏の唐揚げ ☆

11 磯子 サンモール洋光台 サフロン サモサ

12 磯子 サンモール洋光台 Pass Time じゃがフライ

13 磯子 サンモール洋光台 駅そば 大根もち揚げ

14 磯子 サンモール洋光台 志ん多く まぐろ唐揚タルタルのせ

15 磯子 杉田駅前商店会 黒煙 黒煙メンチ

16 磯子 プララ杉田専門店会 とんかつ奄美 紅ぶた天 ☆

17 磯子 プララ杉田専門店会 スンガバ チリソースから揚げ

18 神奈川 六角橋商店街連合会 割烹baruにこいち アボカドのコロッケ

19 神奈川 六角橋商店街連合会 あげ市六角橋店 からあげ もも肉ニンニク味

20 金沢 協同組合金沢八景共栄会 ミニショップやま メンチ

21 港南 丸山台商店会 トリゴコロ 白黒からあげコンビ

22 港北 妙蓮寺ニコニコ会 そば香妙蓮寺本店 鴨屋そば香の鴨メンチカツ ☆

23 栄 桂台富士見通り商店会 浜コロ 浜コロ

24 栄 新大船商店街 ベジタブルキッチン菜 天使の海老フライ ☆

25 瀬谷 瀬谷銀座通り商店会 飯原精肉店 自家製メンチカツ ☆

26 瀬谷 瀬谷区商店街連合会 デリカスタジオ横浜 黒毛和牛メンチカツ

27 瀬谷 三ツ境駅前商店会 グローバル･フーズ 鶏の唐揚げ

28 都筑 えだきん商店会 おかん家 三色めんたい天ぷら

29 都筑 北山田商業振興会 T.M.Oピクニック カリカリ唐揚「サンバ」

30 都筑 仲町台商業振興会 旬･酒･菜　勇氣 アスパラの一本揚

31 鶴見 駒岡商栄会 駒岡三丁目いちごろう商店 チキン南蛮 トマトの入ったタルタルソース

32 鶴見 つくの商店街協同組合 レストラン伊勢屋 手造りメンチカツ デミグラスソース添え

33 鶴見 仲通り商店街商和会 仲通うまかべん 潮田鶏のカラアゲ

34 戸塚 戸塚駅東口ラピス商店会 くーろんまざー チキン南蛮

35 戸塚 戸塚駅東口ラピス商店会 tom tam 茶房 とりのからあげ ネギソース

36 戸塚 戸塚宿ほのぼの商和会 おこげとぎょうざ マーボー春雨ハルマキ（チーズ入り）

37 戸塚 戸塚宿ほのぼの商和会 極鶏.Bar 戸塚店 プレミアム極鶏ボール

38 中 関内駅前商店会 ヤンキィース ヤンキィースハイカラカツ ☆

39 中 振興組合元町クラフトマンシップ・ストリート たまや元町店 鶏唐揚げ

40 中 浜っ子通り商店街 たまや伊勢佐木町店 マグロホホカツ

41 中 本郷町商栄会 肉のたかはし ポテトフライ

42 中 本牧三渓園通り商栄会 本牧玉家 本牧のスズキ唐揚げチリソース

43 中 横浜中華街市場通り会 蓮香園新館 豚塩カルビの香味揚げ ☆

44 西 サンモール西横浜商店会 プリンセスペペ チキン南蛮タルタルソース

45 西 サンモール西横浜商店会 マドカ ジャンボから揚げ

46 西 藤棚一番街協同組合 今井かまぼこ 名物！サンマー麺風よこはま揚

47 西 藤棚商店会 イセ畜産 イセ畜特製デカメンチカツ

48 保土ケ谷 岩崎・霞台共栄会 見上商店 ほどじゃがコロッケ ☆

49 保土ケ谷 天王町商店街協同組合 あげ市天王町店 若鶏の半身揚げ

50 保土ケ谷 和田町商店街協同組合 はんなり 揚げもんじゃ

51 緑 中山商店街協同組合 聚福楼 特別揚げ鶏（半匹）

52 南 横浜弘明寺商店街協同組合 心味 春巻

53 南 横浜橋通商店街協同組合 肉のすずき から揚げ

54 南 横浜橋通商店街協同組合 梅月 手羽先唐揚げ ☆

※内容は平成28年3月30日現在のものです。今後商品名等が変更となる可能性があります。詳細は公式ホームページをご覧ください。

☆…過去の「ガチ！」シリーズ受賞店



 

 

＜「ガチあげ！」開催概要＞ 

１ 主催：一般社団法人横浜市商店街総連合会 

２ エントリーＢＯＯＫ配布場所：各エントリー店、エントリー所属商店街、18 区役所 他 

３ エントリーＢＯＯＫ配布時期：平成 28 年 5 月末頃～（予定） 

４ 投票期間：（予選ラウンド）平成 28 年 6 月１日（水）～7 月 31 日（日） 

       （決勝ラウンド）平成 28 年 9～10 月のうち 1 日（後日発表） 

５ 各賞発表：決勝ラウンド当日 

 

● コラボレーション紹介 ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他全 8 作品（予定） 

 

＜小野瀬雅生 プロフィール＞ 

1962 年横浜生まれ横浜育ち、クレイジーケンバンド（CKB）のリードギ

タリスト。通称”のっさん”。変幻自在なギタープレイは「ハマのギター大

魔神」の異名をとる。さらに自ら率いるロックバンド「小野瀬雅生ショウ」

では自身のルーツであるロックギターをより濃く披露。2016 年６月には

ニューアルバム「カモンレッツゴー」を発表する。 

高級・B 級を問わぬ食べ歩き家で、自身のブログ「世界の果てで天丼を喰

らうの逆襲」や、ぐるなび運営の食コラム集「dressing 賢人コラム」で

は様々な食体験を紹介中。「ガチ！」シリーズでは、2013 年よりすべての

エントリー店を訪れて対象商品を食べ紹介する案内人の役を果たしている。

一方、無類の野球マニアでもあり、横浜 DeNA ベイスターズの熱烈ファン。

2004 年には当時の横浜ベイスターズの応援歌「BE A HERO」の作詞作

曲演奏を手がけた経歴もある（CRAZY KEN BAND featuring 小野瀬雅

生）。 

●クレイジーケンバンド オフィシャル website    

http://www.crazykenband.com/ 

●隔週 web 連載 ぐるなび”dressing" 「賢人コラム」  

http://www.gnavi.co.jp/dressing/ 

●小野瀬ブログ「世界の果てで天丼を喰らうの逆襲」 

http://ameblo.jp/onose-masao 

●小野瀬雅生ショウ オフィシャル website  

http://official.om-show.com/ 

（一社）横浜市商店街総連合会作成

 



 

 

＜廣瀬 ”HEESEY” 洋一 プロフィール＞ 

1963 年 4 月 19 日東京下町生まれ。血液型 O 型。 

1992 年 5 月、THE YELLOW MONKEY の結成にベーシストとして

日本コロムビア・TRIAD レーベルよりデビュー。2004 年に解散。イ

ンディーズ盤を含めた 10 枚のアルバムと 24 枚のシングルをリリー

スした。 

その後、ヴォーカル兼ベース兼コンポーザーを担当する、HEESEY 

WITH DUDES として活動。2005 年に解散。 

様々なアーティストのレコーディングやライヴにベーシストとして参

加する他、DJ、執筆活動、ベース&バンドレッスンの開催など、多方

面で活躍。 

2008 年よりバンド「TYO」で活動。 

2013 年末からはソロ名義でのライヴ活動も開始。 

2014年5月21日、デビュー22周年の日にソロアルバム「YOU SAY 

HEESEY」をリリース。TYO、ソロ共に精力的に全国ツアーを行うな

ど、百戦錬磨のステージは圧巻。 

2016 年 1 月、THE YELLOW MONKEY 再集結。10 ヶ所 20 公演

のアリーナツアーを発表。 

●廣瀬‟HEESEY”洋一 official website 

http://www.heesey.com/ 

●ＴＹＯ official website http://tyo-jpn.syncl.jp/ 

●THE YELLOW MONKEY official website 

http://theyellowmonkeysuper.jp/ 

 

＜Rama Amoeba（ラーマアメーバ） プロフィール＞ 

2008 年夏、マルコシアス・バンプのアキマ

ツネオが、ワールドワイドに活動できる唯一

無二のグラムロックバンドとして、ロックン

ロールドラマー大島治彦、ベースで元ガラパ

ゴスの上西泰史、ギターの新川辰史(2010

年 8 月脱退)と共に結成。2009 年 7 月ジェ

ネオンユニバーサルより異例の２枚同時発

売によるメジャーデビューアルバムを発表。

シンプルながら刺激的なロックンロールア

ルバムはそのライブパフォーマンスととも

に国内外で高い評判を呼びフランスでは”

Marc bolan meets N.Y DOLLS”として紹

介される。デビューライブツアーは日本、フ

ランス、スイスの３カ国で行われ、ファイナ

ルとなったスイスのイベントでは８００人

を超える動員となり大好評を得た。その後もラーマアメーバはコンスタントに活動を行い、2010 年、 新鋭のギタリスト吉

田ブギー加入により一段と演奏の幅を増している。 

2011 年キングレコード 主催のグラムロックオムニバスアルバム「果てしなきグラムロック歌謡の世界」に２曲参加。 

2012 年春、3 枚目のアルバム「Red Or Blue」をリリース。 

また秋間経夫主催のマークボラン追悼イベント「グラムロックイースター」もラーマアメーバが引き継ぎ、２０１２年で２

６周年を迎えた。 

2012 年 8 月、ベースの上西泰史脱退。 2012 年 10 月、新メンバーとして、ベースの清水"Matty"ケンヂが加入。 

2015 年春、4 枚目のアルバム「21st Century Doll」をリリース。 

2016 年、アキマツネオが 1987 年から開催し続けてきたイベント「マーク・ボラン追悼 GLAM ROCK EASTER」が 30

回目をむかえる。それに合わせて 30 周年企画アルバムを制作中。 

●Rama Amoeba official website http://ramaamoeba.com/       
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