平成 30 年（2018 年）2 月 26 日
株式会社相鉄ビルマネジメント

人気ランチメニューランキングも開催！

ジョイナス春グルメ 大満足ランチ大集合！
「FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA」
「横浜 DeNA ベイスターズオフィシャルグッズショップ」もオープン！
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）が運営するジョイナスは、平成 30 年
（2018 年）3 月 1 日（木）から 4 月 30 日(月)まで、「ジョイナス春グルメフェア」を開催いたします。約 60 店舗ある飲食店の
中から、その日のきぶんや体調でお昼休憩やランチ女子会といった目的によって選べる春ランチをご紹介いたします。

ジョイナス春グルメフェア ビジュアル

働く女子におすすめしたい「がっつり」メニューや、ホッと一息つきたいカラダへ「ヘルシー」メニュー。忙しいあなたへ「クイッ
ク」メニューや、たまには時間を気にせず「ゆっくり」メニューなど、その日の気分や用途で選べる、大満足な春に食べたい人
気ランチメニューが勢揃い！またジョイナス HP 内特設サイトにて「ジョイナス人気 No.1 ランチメニュー」を決定する投票企画
も実施いたします！ お客様の投票がリアルタイムに表示され、今人気のメニューをいち早くチェックすることができます。
また、平成 30 年（2018 年）3 月 20 日（火）には、テイクアウトからイートインまで、人々の時のニーズに合わせて、一日を
通して利用できる食物販やカフェ・レストランなど、約 30 店舗が出店する「FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA」がグランド
オープン、3 月 10 日(土)には、横浜 DeNA ベイスターズオフィシャルグッズショップ「ベイストア」がショッピングセンターに初出
店いたします！春を楽しむ、食を楽しむ、春がもっとワクワクするジョイナスへ、ぜひこの機会にお越ください。

■ジョイナス春グルメ おすすめ「人気ランチメニュー」
働く女子におすすめしたい「がっつり」メニュー
＜古奈屋＞

ジョイナスセット
￥1,380（税込）
こだわりのつゆで作ったハーフサイズのカ
レーうどんと一緒にサクっと揚げた小天丼
を楽しめるジョイナスだけの限定セットで
す。食後にはさっぱりとしたレモンゼリーを
どうぞ。/B1 ジョイナスダイニング

＜タンメンワールド横濱一品香＞

絶品たんめん·セイロご飯セット
￥1,120（税込）
人気Ｎｏ．1 の絶品たんめんに 3 種類から
選べるセイロご飯と、なめらかな食感のミ
ニ杏仁豆腐がついたボリュームのあるお
得なセットです。/B2 ジョイナスダイニン
グ

＜鶏三和＞

名古屋コーチン親子丼
￥1,242（税込）
濃厚な旨味と噛みしめるほど肉の甘みと
美味しさを楽しめる究極の地鶏を使用し
た極上の親子丼です。飼育から徹底管
理した最高品質の名古屋コーチンを使
用しています。/B1 ジョイナスダイニング

ホッと一息つきたい「ヘルシー」メニュー
＜アフタヌーンティー・ティールーム＞

海老とアボカドの 13 穀米サラダちらし
￥1,350（税込）
13 穀米に桜海老とビネガーを混ぜたご
はんに、海老、アボカド、グリーンサラダを
添えて。アボカドのディップ、アンチョビわ
さびドレッシングが美味しさを引き立てま
す。紅茶付。※3/6～4/25 限定/B1

＜トゥルースープ＞

ゴロゴロ野菜のポトフ
￥1,080（税込）
彩り豊かな野菜を使ったハーブが香るポ
トフ。芽キャベツやプチトマトの自然な甘
みとソーセージの旨味がスープに優しく溶
け込んでいます。サイドメニューはパン盛
り合せ、トマトライス、六穀米から選べま
す。ミニサラダ付。/B1 ジョイナスダイニ
ング

＜南青山野菜基地＞

ちょっとすごいオーガニックプレート
￥1,380（税込）
てんこ盛りの生野菜に、グリル野菜、ジャ
ークチキン、オムレツがオン。野菜だけで
おなかいっぱいになれるヘルシーサラダ
ランチ。リピート率ナンバーワン。/B1 ジョ
イナスダイニング

忙しいあなたへ「クイック」メニュー
＜阿夫利＞

＜ドロップコーヒー＞

柚子塩らーめん×炙りコロチャーシュー飯セット

スモークサーモン＆クリームチーズオープンサンド

￥1,660（税込）
阿夫利を代表する絶対おすすめの 2 品
がセットに。黄金色に輝く淡麗スープに爽
やかな柚子が広がるらーめんと、ジュー
シーに炙った脂の甘みを柚子風味の大
根おろしでさっぱりいただけるチャーシュ
ー飯です。/B1 ジョイナスダイニング

￥500（税込）
トーストの上にスモークサーモン、サラダ
マリネなどの具材がたっぷりのった食べ応
えのある 1 品。ハンドドリップで淹れたこだ
わりのコーヒーと一緒にどうぞ。/2F

＜マンゴツリーキッチン＞

春野菜のガパオ
￥950（税込）
粗く刻んだ春野菜をたっぷりのバジルや
タイの調味料と炒め、香り高いジャスミン
ライスにのせました。本格タイ料理を気軽
にお楽しみいただけます。※3/1～4/15
限定/B1 ジョイナスダイニング

たまには時間を気にせず「ゆっくり」メニュー
＜えん＞

＜ハウスメイド＞

＜ワイアードカフェ＞

鯛のひつまぶし御膳
￥1,450（税込）
ひつまぶしを鯛でご用意させていただき
ました。ごまだれで鯛のお刺身を召し上
がり、しめに出汁をかけてお茶漬けにして
お召し上がりくださいませ。/B2 ジョイナス
ダイニング

特選国産牛のテリヤキソースハンバーグステーキ

タコライス＆チキンアボカドのグルメサラダプレート

￥1,274（税込）
HOUSE MADE の看板メニューのテリヤキハン
バーグステーキです。国産牛を 100%使用し
たふっくらジューシーなハンバーグです。自
家製のテリヤキソースの味がお肉の旨味を
引き出します。/B1 ジョイナスダイニング

￥1,490（税込）
人気のタコライスにグルメサラダ・デザート
がついた贅沢ミールプレート！ソファー席
が豊富な店内でゆっくりランチを。選べるド
リンク付。/4F

■ FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA 概要
【フロア】 B1
【店舗数】 29 店舗
3 月 20 日（水）グランドオープン！
人々の時のニーズに合わせて、一日を通してご利用いただける「FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA」がオープン致します。朝
出勤前のシンプルな朝食、仕事仲間とのランチタイム、打合せの合間のスイーツタイム、気の合う仲間と軽く一杯など・・・。館
の細長い空間を活かし 4 つのゾーンで構成され、お客さまが思い思いに“選べる” “作る” “楽しめる”、横浜の新しい食のライ
フスタイルを提案します。

【ビジュアル】

「TIME with FOOD」
～時を過ごす人に「食」が寄り添う～
「時」と「食」を表現しています。
訪れたお客様を朝から夜まで食を通じて
心地良くおもてなし。
充実した時を過ごせる空間を
創造しました。
多種多様な食のニーズに合わせ、
カフェ・レストラン、イートイン、
グローサリー、フレッシュフード等
お客様が思い思いに
選べる・作る・楽しめる、
横浜の新しい食の空間を提案します。

■QUICK＆EAT－IN （営業時間：7：30～22：00） ※ショップにより一部異なる
～手軽なテイクアウト・イートインにより、朝・昼・夜を通して軽食をご提供～
朝食・ランチ・軽い夕食など駅利用者にとって欠かせないサンドイッチ、おにぎりやドリンクなどのテイクアウトメニューが充実してい
るゾーン。「神戸屋キッチン デリ＆カフェ」が横浜初登場。モーニングメニューはもちろん夜のバータイムまでたっぷり楽しめるシ
ョップのラインナップです。

■FOOD&MARKET （営業時間：10：00～22：00）
～クイーンズ伊勢丹を中心とした駅需要特化型のグローサリー、生鮮品の専門店～
日常の食卓に必要な「食材」が揃うコンパクトなスーパーマーケット「QUEEN‘S ISETAN」をはじめ、生鮮品（青果・精肉・鮮魚）の
専門店、自然食品まで揃えるゾーン。横浜銘菓やこだわりのスイーツショップも充実のラインナップ。イベントスペース「FOOD＆
TIME STAGE」では旬を楽しめるプロモーションを展開します。

※イメージです。

■CAFÉ＆DELI PLAZA （営業時間：10：00～23：00） ※ショップにより一部異なる
～多彩なメニューを一日中気軽にイートインでもテイクアウトスタイルでも楽しめるゾーン～
本場の味がカジュアルに楽しめるイタリアン「SPONTINI」や、お好みでオーダーが出来る新業態の「スシローコノミ」が登場します。
約 130 席のイートインスペースは、昼も夜もお客様のニーズに合わせてお使いいただけます。豊富に揃った各ショップの夜メニュ
ー（アルコール・おつまみ）もおすすめです。

※イメージです。

■CASUAL DINING （営業時間：11：00～23：00） ※ショップにより一部異なる
～気の合う仲間たちと落ち着いた時を過ごせるカジュアルダイニング～
幅広いターゲット層に向けてランチ、グループでの宴会まで利用できる大人のダイニングゾーン。横浜初登場の女性に嬉しい和
カフェ「カフェ ソラーレ Tsumugi」をはじめ、アルコールが充実した「Antenna America」「ビアホール だん家」で、昼も夜もゆっくり
とお食事をお楽しみいただけます。
■新店情報
【店舗名】 ベイストア（横浜 DeNA ベイスターズ オフィシャルショップ）
【フロア】

B1

【営業時間】 10:00～21:00

これまで横浜スタジアム周辺のみだったオフィシャルグッズショップが 3 月 10 日にジョイナスにオープン。オープンを記
念して、3 月 9 日（金）にプレオープンイベントを開催。当日は横浜 DeNA ベイスターズ選手や DB.スターマン・DB.キララ
が新店舗オープンをお祝い。事前に所定のグッズを購入頂いた方 100 名様には、選手によるグッズ手渡しイベントも実
施！詳細は横浜 DeNA ベイスターズ公式 HP をご覧ください。
www.baystars.co.jp

【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
〒220-0005 横浜市西区南幸 1-5-1 JOINUS 3F

