
店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

魚河岸　三代目　ハルク 横浜市中区野毛町1丁目1 04-5252-0034 14:00-23:00 不定休 https://www.facebook.com/96hulk/

羹屋はな 横浜市中区野毛町1丁目5 第１港興産ビル１F 04-5262-5880 17:00-24:00 日曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1981

ジャパニーズダイナー・ニケ 横浜市中区野毛町1丁目5 第１港興産ビル１号館　106号 04-5567-7152 17:00-1:00 日・祝日 https://www.facebook.com/j.diner.nike/

旧バラ荘 横浜市中区野毛町1丁目12 04-5515-7787 19:00-2:00 不定休 http://noge.nom.co/shop.php?id=1985

ＨＵＧ the Kitchen＆wine 横浜市中区野毛町1丁目27 04-5567-8462
月〜木 17:00-24:00

金土 17:00-2:00
日曜日 https://www.facebook.com/158303604281923/

赤い靴 横浜市中区野毛町1丁目41 小池ビル２F 04-5242-8352 19:30-24:00 日曜日

Bar　アンティクアリー 横浜市中区野毛町1丁目45 港興産ビル１Ｆ 04-5252-5113 18:00-3:00 無休

無頼船 横浜市中区野毛町1丁目46-3 04-5241-2122 17:00-3:00 日・祝日 https://www.facebook.com/nogeburaisen/

はあと 横浜市中区野毛町1丁目47 04-5251-6500
火〜土 17:00-1:00

日祝 17:00-24:00
月曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1984

パパジョン 横浜市中区野毛町1丁目49 04-5242-9762 19:00-1:00 火曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1986

パスタイム 横浜市中区野毛町1丁目58 04-5243-5973 19:00-明け方 月曜日

ｅｍｍｅ 横浜市中区野毛町1丁目58-6 2F 04-5261-7611 19:00-1:00 不定休

LIPS 横浜市中区野毛町2丁目66 藤商ビル2F 04-5325-7644 19:00-1:00 不定休 http://bar-lips.com/

八十八 横浜市中区野毛町2丁目69 04-5241-0217
月〜金 17:00-23:00

土日 13:00-23:00
祝日

noge momoya 横浜市中区野毛町2丁目70 04-5231-5504 19:00-1:00 不定休

SHOT　BAR　one's　own 横浜市中区野毛町2丁目71 2F 04-5334-8850 21:00-6:00 水曜日 https://www.facebook.com/pages/category/Bar/One
s-Own-1673353956268185/

焼肉ホルモン　濱牛 横浜市中区野毛町2丁目76-3 04-5478-5171

17:00-23:00

金 17:00-23:30

土 16:00-23:30

日祝 16:00-23:00

火曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1526

野毛Ｊｕｎｋ 横浜市中区野毛町2丁目77 04-5242-1433 19:00-2:00 火曜日 http://www.nexyzbb.ne.jp/~nogejunk/

キンピラキッチン 横浜市中区野毛町2丁目77-１ ＮＩＣハイムリビュレット野毛１F 04-5231-6877 17:00-24:00 月曜日

ロクデナシ酒場 横浜市中区野毛町2丁目Mar-00 090-4094-4335 17:00-24:00 月曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1898

らぁ麺's　Kitchen　かわべ 横浜市中区野毛町2丁目78 090-6925-8835
火〜土 11:30-24:00

日 11:30-20:00
月曜日

Ｂａｒ　Ｈｉｄｅ　ｏｕｔ 横浜市中区野毛町2丁目78 2F 090-9842-6553

月〜木日祝 18:00-

3:00

金土祝前日 18:00-

6:00

無休

イタリアンバル　バジル 横浜市中区野毛町2丁目81 キャッスル桜木１Ｆ 04-5231-5535 14:00-2:00 無休 http://noge.nom.co/shop.php?id=1968

野毛ＨAＧ 横浜市中区野毛町3丁目122 04-5777-6589 17:00-24:00 水曜日 https://www.facebook.com/noge.hag/

Echo's 横浜市中区宮川町1丁目1 都橋商店街1階 非公開 18:00-3:00 不定休

野毛てまり 横浜市中区宮川町1-1　都橋商店街1F 115 04-5253-9696 18:30-2:00 日曜日

うさぎ小屋 横浜市中区宮川町1丁目1 都橋商店街128 045-241-4470 18:00-24:00 不定休 https://www.facebook.com/nogeusagigoya/

桐のや水産 横浜市中区宮川町2丁目23 045-325-7737

月〜金 16:00-23:00

土 13:00-23:00

日祝 13:00-22:00

無休

野毛焼きそばセンターまるき 横浜市中区宮川町2丁目29-1 04-5325-9958
月〜金 16:00-1:00

土日祝 14:00-1:00
無休 http://noge.nom.co/shop.php?id=1506

リソラ　デル　ブリーオ 横浜市中区宮川町2丁目29 宮川ビル１F 04-5251-5522 18:00-24:00 日曜日 http://isoladel-brio.ciao.jp/

野毛八 横浜市中区宮川町2丁目35 04-5241-8356
月〜土 17:30-23:30

日祝 17:00-22:00
水曜日 https://www.facebook.com/nogehachi/

ぶいよん 横浜市中区宮川町2丁目55－１ ２Ｆ 04-5325-8650 18:00-3:00 水曜日 https://www.facebook.com/1598633193493593/

ダイニングバー　ルーツ 横浜市中区花咲町1丁目22 04-5242-0242 18:00-3:00 月曜日 http://noge.nom.co/shop.php?id=1536

煙巻 横浜市中区花咲町1丁目28-1 3F 04-5315-2626
月〜金 17:00-1:00

土日祝 15:00-1:00
不定休 http://noge.nom.co/shop.php?id=1503

叶家 横浜市中区花咲町1丁目40 04-5231-3258

火〜金 17:00-23:00

土 14:00-23:00

日祝 14:00-22:00

月曜日 http://www.localplace.jp/t200308901/

オレンジコンセプト 横浜市中区花咲町2丁目78 04-5250-6090 17:00-1:00 無休 http://www.orange-concept.jp/index.html

ドラゴンキッチン 横浜市中区日の出町1丁目1 04-5261-1310
火〜金 17:00-24:00

土日 11:00-23:00
月曜日 https://www.facebook.com/1418720238345325/

シャノアール 横浜市中区日の出町1丁目76-1 04-5242-9784 18:00-1:00 日曜日
https://www.facebook.com/Chat-Noir-
%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%83%
BC%E3%83%AB-274521789252786/
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