平成 29 年（2017 年）9 月 13 日
株式会社相鉄ビルマネジメント

秋グルメに、ハロウィンに、ポイントアップに、おトクでおいしい秋がやってくる。

JOINUS 秋グルメ

「おいしい旬の彩り、シェアしよう！」
全館ポイントアップも 9 月 20 日（水）～24 日（日）開催！

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・千原広司）が運営しているジョイナスのグルメエリア、
「JOINUS DINING」を含むレストラン＆カフェ店舗と「ダイヤキッチン」を含むスイーツ＆フード店舗では、秋刀魚、松茸、きのこ、ナ
スなどの彩り豊かな旬の食材を使用したメニューをおすすめする「ジョイナス秋グルメ おいしい旬の彩り、シェアしよう！」を平成
29 年（2017 年）9 月 25 日（月）から 10 月 31 日（火）まで開催致します。

ジョイナス秋グルメ おいしい旬の彩り、シェアしよう！ メニュー 一例
バンコクに本店を構えるタイ料理レストラン「マンゴツリーキッチン」からは、鶏のガパオライスに“きのこ”と“秋ナス”が入った特
別メニュー『きのこと秋ナスのガパオ』や横濱菓子でおなじみの「横濱菓子ありあけ」より、特製“万次郎かぼちゃ餡”をやさしく包
み込んだ『ハロウィンハーバー』はハロウィンだけの期間限定発売！
また、ジョイナスホームページ内の特設サイトでは、各店がおすすめするメニューのご紹介と、その中からお気に入りを選んで
投票する「１日“１膳”JOINUS 秋グルメシェアランキング」を開催し、人気商品をいち早くチェックいただけます。さらには、9 月 20
日（水）～9 月 24 日（日）は全館でジョイナスポイント 3 倍を開催！お買い物もグルメもイロイロ楽しめるジョイナスへ、おトクでおい
しいこの機会に、ぜひお越しください。

■『ジョイナス秋グルメ、おいしい旬の彩り、シェアしよう！』概要
【開催日時】 平成 29 年（2017 年）9 月 25 日（月）～10 月 31 日（火）
【会場】
「JOINUS DINING」を含むレストラン＆カフェ店舗、「ダイヤキッチン」を含むスイーツ＆フード店舗
【おすすめメニュー】
＜アフタヌーンティー・ティールーム＞

＜大かまど飯 寅福＞

＜いらか＞

紅茶鴨スモークとチーズの
サラダガレット
\1,340（税込）
きのことオニオンのソテーをのせ
て焼き上げ、紅茶鴨のスモーク、
モラビアチーズをトッピング。
/B1

秋刀魚の塩焼き定食
\1,296（税込）
秋の魚といえばやっぱり秋刀
魚 ！ 脂 が の っ た 身 を 塩焼 き
に。大かまどで炊き上げるご飯
と一緒にどうぞ。
/B2JOINUS DINING

松茸土瓶蒸し
\1,296（税込）
松茸、鱧、海老、銀杏など
が入った贅沢な逸品です。
秋の食材とだしのハーモニ
ーをご堪能ください。
/B2JOINUS DINING

＜オービカ モッツァレラバー＞

＜東京純豆腐＞

Pizza Fico
\2,800（税込）
たっぷりのイチジクをメインに、ゴ
ルゴンゾーラ、水牛モッツァレラ、
ハチミツをトッピング。
/B2JOINUS DINING

4 種のキノコの豆乳ゴマ坦々スンドゥブ
\1,250（税込）
定番のゴマ坦々に豆乳とコチュジ
ャンで濃厚に。旬のきのこで秋香
スンドゥブが出来ました。
/B1JOINUS DINING

＜マンゴツリーキッチン＞

きのこと秋ナスのガパオ
\920（税込）
鶏のガパオライスに秋の食材、き
のこと秋ナスが入った特別メニュ
ー/B1JOINUS DINING

★秋のスイーツ＆ハロウィンスイーツも！
＜パリパリ焼モンブラン・菜の花＞

パリパリ焼モンブラン
\300（税込）
フランス製の極薄皮のパリパリ
感と、渋皮栗がフィットして深
い味わいに。
/B1 ダイヤキッチン

＜クリスピー・クリーム・ドーナツ＞

エンジョイ ハロウィン ダズン
（12 個入）
\2,000（税込）
今年もハロウィンに向けて、モ
ンスタードーナツが登場！国
産紫いもを使用したモンブラン
モンスターも仲間入り。
/B1

＜横濱菓子ありあけ＞

ハロウィンハーバー
１個\178 5 個入\891（税込）
特製“万次郎かぼちゃ餡”をやさ
しく包み込み、しっとり食感とかぼ
ちゃの味わいが絶妙です。
/B1 ダイヤキッチン

■『1 日“1 膳”ＪＯＩＮＵＳ秋グルメ シェアランキング』概要
【投票期間】 平成 29 年 9 月 25 日(月)～10 月 31 日(火) ※トップ 5 の公開は 10 月 2 日(月)～
【投票方法】 ジョイナスホームページの特設サイトにアクセスいただき、各店おすすめメニューの中から、ご覧頂いている方が
「食べたい」と思ったお気に入りのメニューに“いいね”を押して投票していただく。
投票数をリアルタイムに集計し、トップ 5 を公開いたします。
【ＵＲＬ】 http://www.sotetsu-joinus.com/

【参加店舗・メニュー一覧】
店名

フロア

商品名
サツマイモ レモンマーマレード
クラシックパンケーキ ベイクドアップル
キャラメル

税込価格

商品情報

¥1,058

フレンチトーストに蒸して焼いたさつまいもとレモンマーマレードがのった懐かしい味です。
しっとり・ジュワッとした食感のパンケーキに、
温かい果肉のりんごソースととろけるバターの味わいが広がります。
旬のかぼちゃを練り込んだフレッシュなタルトです。キャラメルソースがかかったバニラアイスとお
楽しみください。※10/1から販売開始
鳴門金時を使い、甘さ控えめのほっくり軽い食感。
和風スイートポテトです。
きのことオニオンのソテーをのせて焼き上げ、紅茶鴨のスモーク、モラビアチーズをトッピング。
甘い果汁が特徴のシャインマスカットをふんだんに使用した贅沢なショートケーキです。
今年もハロウィンに向けて、モンスタードーナツが登場！
国産紫いもを使用したモンブランモンスターも仲間入り。
モンブランとは“白い山”という意味。マロンペーストの中には柔らかい栗と生クリームが。
定番のゴマ坦々に豆乳とコチュジャンで濃厚に。旬のきのこで秋香るスンドゥブが出来ました。
フランス製の極薄皮のパリパリ感と、渋皮栗がフィットして深い味わいに。
さつまいもを入れたプリンにさつまいもクリーム、さらに角切りのさつまいもをトッピング。
※PM3:00以降ドリンクセット￥700
サクサクした食感のフレッシュな角切りりんごがたっぷり入ったピューレに、紅茶を合わせました。
鶏のガバオライスに秋の食材、きのこと秋ナスが入った特別メニュー。
秋の味覚きのことじっくり煮込んだやわらかポークを、
チーズが入ったマイルドなカレーソースでお楽しみください。

ワイアードカフェ

4F

タリーズコーヒー

3F

ナナズグリーンティー

3F

かぼちゃのタルト

葵の倉

B1

うさぎのおまつり・こがね芋（5個入）

¥1,080

アフタヌーンティー・ティールーム
クラシックカフェラミル

B1
B1

紅茶鴨スモークとチーズのサラダガレット
シャインマスカットのショートケーキ

¥1,340
¥702

クリスピー・クリーム・ドーナツ

B1

エンジョイ ハロウィン ダズン（12個入）

¥2,000

ストラスブール
東京純豆腐
パリパリ焼モンブラン・菜の花

B1
B1
B1

モンブラン
4種のキノコの豆乳ゴマ坦々スンドゥブ
パリパリ焼モンブラン

¥432
¥1,250
¥300

日比谷松本楼

B1

さつまいもプリン

¥500

マザーリーフ ティースタイル
マンゴツリーキッチン
野菜を食べるカレー
キャンプエクスプレス

B1
B1

角切りリンゴのアイスティー
きのこと秋ナスのガパオ

¥390
¥920

B1

きのことBBQの煮込みポークカレー

横濱菓子 ありあけ

B1

ハロウィンハーバー

いらか

B2

松茸土瓶蒸し

えん

B2

鯛の土鍋ご飯

大かまど飯 寅福

B2

秋刀魚の塩焼き定食

オステリア ウーヴァ・ラーラ

B2

色々キノコとキノコペーストのピッツァ

オービカ モッツァレラバー
築地すしくろ

B2
B2

Pizza Fico
秋刀魚さしみ

¥760
¥702

¥990

1個￥178
特製“万次郎かぼちゃ餡”をやさしく包み込み、しっとり食感とかぼちゃの味わいが絶妙です。
5個入￥891
松茸、鱧、海老、銀杏などが入った贅沢な逸品です。
¥1,296
秋の食材とだしのハーモニーをご堪能ください。
¥1,550
炊き立てふっくらご飯に香ばしく焼き上げた鯛を。薬味をのせてだしをかければだし茶漬けに。
秋の魚といえばやっぱり秋刀魚！脂がのった身を塩焼きに。
大かまどで炊き上げるご飯と一緒にどうぞ。
¥1,296
※秋刀魚の仕入れ状況によって価格が変動します。
※ディナータイムは単品（\1,026）での提供となります。
生椎茸を使用したソースの上に、マッシュルームとしめじ、舞茸をのせてピッツァ窯でパリっと焼き
¥1,600
上げました。
¥2,800
たっぷりのイチジクをメインに、ゴルゴンゾーラ、水牛モッツァレラ、ハチミツをトッピング。
¥1,080
北海道から脂ののった秋刀魚をお刺身でお楽しみください。日本酒にもぴったりです。

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご了承ください。
※営業時間 JOINUS DINING 11:00～23:00 / ダイヤキッチン 10：00～21：00
一部営業時間が異なる店舗がございます。
■全館ジョイナスポイントアップ 3 倍！
【開催期間】平成 29 年（2017 年）9 月 20 日(水)～9 月 24 日(日)
【内容】
期間中、「JOINUS POINT CARD」を利用してお買い物・お食事をすると、通常の 3 倍のポイントを付与いたします。
※一部対象外店舗・商品がございます

■新店・リニューアル情報
「自然食品エフアンドエフ」店舗情報 ※新規出店店舗
【オープン日】平成 29 年（2017 年）9 月 14 日(木)
【フロア】
B1 ダイヤキッチン内 営業時間 10：00～21：00
【概要】
全国各地の直接契約農家から届く、新鮮な野菜・果物を中心に、おいしくて安心安全な食材を提供。
「ディーゼル」店舗情報 ※リニューアル店舗
【オープン日】平成 29 年（2017 年）9 月 15(金)
【フロア】
1Ｆ 営業時間 10：00～21：00
【概要】
独自のユニークなアイディアで革新的なライフスタイルを提案するイタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド。
デニムをはじめ、アパレル、アクセサリーの幅広いコレクションを展開。
【お問合せ先】 インフォメーション 045-316-3200
【掲載、ご取材、画像データに関するお問合せ先】
株式会社フルハウス 担当：西条、日江井
i.saijo＠fullhouse.jp TEL:03-5413-0216 FAX:03-3401-8085
【ジョイナスに関するお問合せ先】
株式会社相鉄ビルマネジメント 担当：和田、阿良田
TEL:045-319-2271 FAX: 045-319-2280
S〒220-0005 横浜市西区南幸 1-5-1 JOINUS 3F

