専属トレーナーによるパーソナルトレーニング

復活

無料体験受付中

おまたせしました︒

ゴーズジム 横浜元町店

TEL.045-319-4366

横浜市中区元町3丁目115 百段館 3F・6F
横浜元町店／品川店／中目黒店／銀座店

元町通り3・4丁目スイーツ＆デリ ストリート14：00〜20：00
Beauty & Health参加店 15：00〜20：00

元町仲通り16：00〜20：00

元町クラフトマンシップ・ストリートの
LINE公式アカウントが誕生

横浜元町フードフェア

●

最新情報は
公式facebookを
ご覧ください

【期間限定キャンペーン】

フードフェア開催中に友だち登録して、簡単なアンケート
（所要時間1分程度）
に
答えると2022年のフードフェアチケット100円分をもれなくプレゼント。
引換場所：フードフェアチケット売り場
※100円チケットの交換方法は、
友だち登録キャンペーンチラシをご参照ください。

主催●商店街振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリート
協力●協同組合 元町エスエス会／元町河岸通り会／元町嚴島神社
元町自治運営会／元町プラザ会
協賛●キリンビール株 式会社／キリンビバレッジ株 式会社／一戸町／株 式会社横 浜 銀 行
元町支店／横浜高速鉄道株式会社／株式会社トーイズ ブリキのおもちゃ博物館
／エイジレスフィット株式会社（GO’ sGIM）／神奈川トヨタ自動車株式会社／武
松商事株式会社／株式会社ユニマットキャラバン キャラバンコーヒー元町店／ア
メリカ山公園パートナーズ 代表企業西武造園株式会社／株式会社五六（café Le
Havre）／株式会社ネクシィーズ／タカナシ販売株式会社／株式会社プレコエムユ
ニット／東武トップツアーズ株式会社 横浜支店／株式会社 KSP ／ブリッジ・モー
ション・トゥモロー株式会社／株式会社イージェーワークス／ウチキパン／合同会社
ナチュラル・エッセイ／株式会社香炉庵／横濱元町 霧笛楼／医療法人 LEADING
GIRLS ／株式会社ポンパドウル／株式会社式典船山博善社（エンディングサロン元
町）／ le bois ／根っこの整体院／たまや 元町店／元町愛知屋
横浜元町フードフェア 2022 実行委員会
〒 231-0861 横浜市中区元町 3-132-204

TEL: 045-663-1413

フードフェアはチケット制です。●フードフェアの対象商品は全てチケットによる販売です。現金でのお取

扱いは致しておりませんのでご注意ください。●チケットの換金・払い戻しは致しません。●フードフェアの当日チケッ
トは各種キャッシュレス決済でも購入できます。●チケットは、フードフェア期間中（9 月 3 日・4 日の 14：00 ～
20：00）のみ有効とさせていただきます。余ったチケットは各チケット販売所にある寄付ボックスに入れてください。
相当額を山手愛児園に寄付いたします。

感染予防対策を実施しています。●各所に消毒用アルコールを設置しております。●ソーシャルディスタンスのためお席の数を制限させてい

ただいております。●チケットやお料理の購入の際は前の方との間隔をあけて並ぶようにしてください。●会場内では飲食時以外はマスクを着用しましょ
う。●スタッフは体温確認を行い、手洗い・アルコール消毒をこまめに行っています。

お願いです。●商品の数量には限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。また一人でも多くの方にフードフェアを楽しんでいただくために、
お一人当たりの購入量を制限する場合がございます。ご了解頂けます様、お願いいたします。●地球環境のためにゴミの分別収集にご協力をお願いいた
します。●会場内では禁煙とさせていただきます。●未成年の方、車でご来場の方には酒類の販売は致しません。●元町は職と住の融合した街です。楽
しいフードフェアにするために近隣住民への迷惑となるような行為はご遠慮ください。
食中毒予防のため商品はお持ち帰りにならず会場内でお召し上がりください。

6 ● きせきの食卓
鶏のオーガニックトマトソースwith玄米ご飯… ……… ¥800

14:00 〜 元町通り 3・4 丁目（スイーツ＆デリストリート）

1 ● UNI COFFEE ROASTERY 横浜元町
カヌレ… …………………………………………… ¥300

国産チキンをオーガニックトマトソースで煮込んだ夏にぴったりサッパリメニュー

かためのプリン… ………………………………… ¥600

きせきのスパークリングレモンジンジャー… ………… ¥500

季節のオーガニック野菜を海の塩だけでしっかりグリルしました

かための食感にこだわった本格的なイタリアンプリンです

オーガニックワイン赤・白・スパークリングを 3 種類をご用意、お好きなものをどうぞ

コーヒー（HOT/ICE）
… ………………………… ¥600

7 ● 春鶯亭ひら
鯛の釜飯……………………………………………… ¥800

2 ● もとまちユニオン 元町店
焼きそば……………………………………………… ¥500
とうもろこし… ……………………………………… ¥300
たこ焼き……………………………………………… ¥500

椅子に座ったまま受けられるドライヘッドスパです。首と肩のコリもほぐしながら頭
皮を引き上げていくので、
頭も顔もスッキリ！

特製フルーツソーダ… ……………………………… ¥500

13 ● MAUVE（4 日のみ）
タロット占い（10分）
… …………………………… ¥500

プレーンチーズケーキ… ………………………… ¥400

特製フルーツサワー… ……………………………… ¥500

黒糖チーズケーキ… ……………………………… ¥400

8 ● STAR JEWELRY Cafe ＆ Chocolatier
クラシックショコラのケーキ しっとり濃厚な本格派……… ¥400
スパークリングワイン イタリア産（辛口）キレのある味…… ¥400
ショコラドリンク……………………………………… ¥400

京都の千鳥酢に旬の果実を漬け込んだ特製フルーツビネガーを使った爽やかなドリンクです

黒糖たっぷりのチーズケーキ

元町絞り豆乳（プレーン／マンゴー /アールグレー）…… ¥400
国産大豆を元町で絞ったフレッシュな豆乳

ソイチップス（ベジバーベキュー /味のりしお）… …… ¥300
おからのワッフル … ………………………………… ¥300

オムレツＱ… ……………………………………… ¥400
手作りコンビーフと自家製マッシュポテトが入った当店の賄いメニューです

40 リオス・

♪山岡美香

3日♪津軽三味線（伊坂斗絲崇/馬場邦彰）
4日♪佐々木じょうじ ＆ 秋山登志夫
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4日♪池山 由香
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代官坂通り
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マチルダ
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香炉庵
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17

元町仲通り

本部
一戸PR

ワンズダイニング
ジャグカフェ

16

LILA
Fitness Studio

元町通り

1丁目

きせきの食卓

34 元町 心心相印

15

G

花 Lab.Nocturne

ポンパドウル本社

33 KANDY（キャンディ）

10

14

母体が酒屋ならではの品揃えです

2丁目

3日・4日
♪Felice Special
♪松井 祐貴
♪千野 哲太

横濱元町 霧笛楼

Italian&Tea Room

ポンパドウル 32

9

えの木てい

3丁目

WAGAMAMA

28

29 時遊陣
ビー玉
30
スタンド
31
kaoris

8

ビストロ
エルエラ

3日♪のびのびラーメンズ
4日♪ブギウギ66

日本酒・焼酎・泡盛・果実酒……………… ¥300〜 ¥400

元町河岸通り

コカ・コーラ
ボトラーズジャパン
えの木てい

たまや

7

SWEETS STAND

リラクゼーションサロン・ウル
MAUVE 11
元町プアメリア鍼灸マッサージ治療院
フットケアサロンaplicie 12
FOREST HAIR&HEALING
13
MaMa Thera-ママセラ-

春鶯亭ひら

6

STAR JEWELRY CAFE
＆ Chocolatier

きせきの食卓

5

夏野菜にパスタとチョリソーが入ってボリューム満点‼︎

キリン一番搾り
（生ビール）…………………… ¥600

キャラバンコーヒー

1

A

27

E

4

特製ラタトゥイユ…………………………………… ¥400

生ビールもチケットでお買い求めください

汐汲
坂

：トイレ使用可能店

24

Trattoria NOTO

元町嚴島
神社

ワインホール元町倶楽部

：ドリンク売場

23

26

deli&cafe
ジェニーとボストン

22

ナチュラル・エッセイ

ル プティ
クラージュ

元町 久佑

：チケット売場

21

25

もとまちユニオン
元町店

3

元町店
GARLIC JO'S

エクスプローラーズ

2

SOiSPACE

UNI COFFEE ROASTERY
横浜元町

陶友花

コーナーズ
フィールド

元町 久佑

MÉLI-MÉLO

本牧通
り

UNI COFFEE
ROASTERY
横浜元町

20

F

1

car

H

もとまちユニオン元町店

↑西之橋

元町通り

： 飲食スペース 00 店名：参加店

4丁目

3日・4日
♪Felice Special
♪松井 祐貴
♪千野 哲太

●横浜銀行

19

当店ランチの定番メニューをハーフサイズで。
久佑玉子 (200 円 ) をトッピングの場合、半額の 100 円でサービスします

椅子に座って、気軽に首肩スッキリしませんか？心も体も楽々ハッピーです♪

スパークリングワインと、その他ワインをご提供いたします

パウダールーム
「元町オアシス」
入口

元町仲通り

合鴨のつくね入りカレーうどん… ………………… ¥500

椅子でロミロミ(もみほぐし)（10分）
… …………… ¥800

スパークリングワイン ・ ワイン… ………………… ¥700

5丁目

19

イチボを使ったローストビーフを和風ソースで仕上げた丼です

小顔になる顔ヨガです。マスクをしたまま、いつでも簡単に出来る舌筋トレーニング♪

えの木ていオリジナルのお菓子をいくつか食べやすくセットにしたもの

元町河岸通り

18

19 ● 元町 久佑
フードフェア限定‼︎和風ローストビーフ丼… ……… ¥700

15 ● 元町プアメリア鍼灸マッサージ治療院
マスクをしたままでする。
簡単!!顔ヨガ体験（10分）
…¥500

焼菓子……………………………………………… ¥300

こだわりのアイスコーヒーです

3日・4日♪RGB

自然派ワイン… ………………………………… ¥600~

アジアンとナチュールの意外な好相性をお楽しみください

えの木てい創業オーナーが、横浜馬車道で営んでいた喫茶店【珈琲屋】で
提供していた人気メニューのひとつ、ハンバーガーの復刻版です

5 ● キャラバンコーヒー
アイスコーヒー………………………………………… ¥300

（元町・中華街）

南国風サワー… ………………………………… ¥600~

オリジナルのトロピカルなサワーです

足・靴・歩き方にお悩みはありませんか？快適に歩くための足のサイズ計測や
フッ
トセラピスト兼上級シューフィッターによるアドバイスが受けられます♪

【復刻版】ハンバーガー…………………………… ¥900

創業以来の名物料理。にんにく醤油につけこんだ牛肉と特性ガーリックソー
スで仕上げた焼飯です

ベトナム屋台風のおつまみを数種ご用意します。外呑み×ベトナムつまみでアジア満喫！

足・靴・歩き方のお悩み相談（サイズ計測付）
（15分）…… ¥1000

えの木てい創業オーナーが、横浜馬車道で営んでいた喫茶店【珈琲屋】で
提供していた人気メニューのひとつ、ホットドッグを再現

4 ● GARLIC JO'S 元町店
にんにく焼めし… ………………………………… ¥600

18 ● cafe & bar MÉLI-MÉLO
ベトナムつまみ各種……………………………… ¥400~

膝下～足裏 ( 又は足裏中心 )をアロマオイルで優しくケア。お疲れ足もスッキリ♪

9 ● えの木てい SWEETS STAND
ホットドッグ… …………………………………… ¥600

グルテンフリーのワッフル

16:00 〜元町仲通り・水屋敷通り・汐汲坂

14 ● フットケアサロン aplicie（4 日のみ）
リフレクソロジー（15分）……………………………¥1000

フェアトレード、オーガニックショコラを使用した人気メニュー

低糖質・高タンパクのスーパースナック

ヒップアップトレーニング体験（10分）…………… ¥500

ヒップアップマシンを使って簡単なトレーニングを体験できます。お尻にしっかり効
かせる方法をトレーナーが指導致します(服装はそのまま、靴だけ脱いでいただき
LILA Fitness Studio内で行います)

今のあなたに必要なメッセージをタロットで占います

特製のフルーツビネガーてお作りした、すっきりとしたサワーをお楽しみください

北海道産クリームチーズと豆乳を合わせたもっちりベイクドチーズケーキ

JR「石川町」駅

12 ● リラクゼーションサロン・ウル
ドライヘッドスパ（15分）… ………………………¥1000

豚の大豆煮…………………………………………… ¥500

ご飯にもお酒にもぴったりな、春鶯亭ひらの定番お土産メニューを是非お楽しみ下さい

トレーナーが簡単なストレッチを施術します。巻き肩の改善や、重心の改善が期
待でき、胸を開きやすくすることで呼吸がしやすくなります(服装はそのまま、靴だけ
脱いでいただきLILA Fitness Studio内で行います)

幸運体質へ！カードリーディングまたはお誕生日から分かるあなたの数字から、
お悩み解決のアドバイス

体の中から優しく冷やしてくれる冬瓜の冷やし汁です。鯛の釜飯とご一緒にどうぞ

腰・肩・足など、
ご希望の箇所をほぐします
！… ¥2000

17 ● LILA Fitness Studio（16：00 〜）
姿勢スッキリ！10分ストレッチ（10分）…………… 1000

タロット・数秘術占い（15分）………………………¥1500

冷やし冬瓜汁………………………………………… ¥500

3 ● SOiSPACE
パウンドケーキ… ………………………………… ¥400

ボディケア (20分)

頭をほぐしながら、お疲れの部位を整えます。背中の痛み・猫背・姿勢改善にも！

天然の鯛をふんだんに使いふっくら釜で炊き上げました

豆乳とおからにバナナとクルミをプラスしたしっとりパウンドケーキ

天然のキャリアオイルと精油をブレンドしたアロマオイルを贅沢に使用するハンドケア

11 ● FOREST HAIR&HEALING（3 日のみ）
頭ほぐし・首・肩・背中（15 分）
… ………………¥1500

オーガニックワイン赤・白・スパークリング… ………… ¥500

当日
（当シーズン）
のシーズナルドリンクをご提供します

アロマハンドトリートメント（15分）…………………¥1000

15:00 〜ビューティー＆ヘルス

きせきの食卓自家製、オーガニックレモンと生姜をたっぷり使った夏を乗りきるドリンクです

シーズナルドリンク………………………………… ¥700

首肩こり・眼精疲労の方におすすめ☆20種類以上のハーブをオーがニック綿で
包んだミニハーブボールで温めほぐします

コカコーラ 500、コカコーラ横浜、ファンタグレープ、爽健美茶、アクエリアス

季節野菜のグリル 甘酒味噌ソース… ……………… ¥500

卵黄多めの生地を半日上寝かせた、
バニラとラムの風味が決め手の一品

16 ● MaMa Thera- ママセラ キリ体験 (15分)… …………………………………¥1000

10 ● コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ソフトドリンク… ………………………………… ¥200

FREEWAY 428

〜 H LIVE SPOT 詳しくは7〜8ページをご覧ください。

2

26 ● もとまちユニオン 元町店
フランス金賞受賞ワイン（赤・白・泡）… …………… ¥500

20 ● コーナーズフィールド陶友花
岩手一戸産佐助豚のグリル トマトのうま味ソース…… ¥600
いぶりがっこポテサラ……………………………… ¥400

夏野菜と牛肉のUnion 特性カレー…………………¥1000

一戸野菜を使った料理

ローストビーフ……………………………………… ¥800

一戸の豚を使った料理

当店DELIの大人気商品！
！ワインとの相性も抜群

立科産りんご飴… ………………………………… ¥500

枝豆冷製スープ… ………………………………… ¥300

立科のりんごを使ったりんご飴

ヴィシソワーズ…………………………………… ¥300

シチリア赤ワイン…………………………………… ¥300

イタリア最南端・シチリア島の赤ワインです

25 ● エクスプローラーズ
ハーブ香るミートボール煮込… …………………… ¥500

クミンの入ったミートボールを野菜と
トマトで爽やかに煮込みました

キリン一番搾り
（生ビール）…………………… ¥600

シチリア島の有機レモン果汁たっぷりの爽やかなレモネード

38
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花 Lab.Nocturne

Italian&Tea Room

33 KANDY（キャンディ）

8

えの木てい

3丁目

横濱元町 霧笛楼

28

29 時遊陣
ビー玉
30
スタンド
31
kaoris

7

元町河岸通り

WAGAMAMA

6

ビストロ
エルエラ

ポンパドウル本社

生ビールもチケットでお買い求めください

イタリアン・ソーダレモネード… …………………… ¥400

たまや

ポンパドウル 32

自家製サングリア… ……………………………… ¥700

自家製サングリア

アイスティー KANDY… ………………………… ¥300

リラクゼーションサロン・ウル
MAUVE 11
元町プアメリア鍼灸マッサージ治療院
フットケアサロンaplicie 12
FOREST HAIR&HEALING
13
MaMa Thera-ママセラ-

3日♪のびのびラーメンズ
4日♪ブギウギ66

北海道、
蝦夷鹿のソーセージ

スリランカの古都 KANDY の茶葉で淹れるアイスティー。お食事との相性も GOOD

コカ・コーラ
ボトラーズジャパン
えの木てい

5

蝦夷鹿のソーセージ… …………………………… ¥700

イタリア産のチーズをたっぷりと使った本格リゾットにお肉と香味野菜で旨味UP！

SWEETS STAND

3

A

27

E

4

キャベツで包む旨味あるシウマイ

33 ● Italian & Tea Room KANDY
濃厚チーズリゾット～若鳥の赤ワイン煮とともに… … ¥500

汐汲
坂

：トイレ使用可能店

24

Trattoria NOTO

元町嚴島
神社

ワインホール元町倶楽部

：ドリンク売場

23

26

deli&cafe
ジェニーとボストン

22

ナチュラル・エッセイ

：チケット売場

21

ル プティ
クラージュ

元町 久佑

F

25

もとまちユニオン
元町店

3

フレンチカレー… ………………………………… ¥500

春鶯亭ひら

エクスプローラーズ

2

37 ● 元町マチルダ
キャベツシウマイ… ……………………………… ¥700

自家製米粉カレールーと炒め玉葱で作ったフレンチカレーです

STAR JEWELRY CAFE
＆ Chocolatier

陶友花

元町仲通り

： 飲食スペース 00 店名：参加店

UNI COFFEE
ROASTERY
横浜元町

20

19

19

コーナーズ
フィールド

元町 久佑

MÉLI-MÉLO

本牧通
り

3日・4日♪RGB

1

car

H

クラフトジンを使ったカクテル各種………………… ¥500

オリジナルのクラフトジンを使ったジントニックやトムコリンズなど。ここでしか飲めない！

甘～いかぼちゃと豆乳ミルクで仕上げた冷製スープです

きせきの食卓

元町通り

（元町・中華街）

開店当初から人気のメニュー。
ビールにピッタリのスパイシーなソーセージ！

かぼちゃの冷製スープ… ………………………… ¥300

キャラバンコーヒー

JR「石川町」駅

SOiSPACE

3日・4日
♪Felice Special
♪松井 祐貴
♪千野 哲太

●横浜銀行

18

4丁目

手作りチョリソ… ………………………………… ¥500

手軽に食べられるかわいいサイズのウィンナーパンです

¥300
¥300
¥500
¥400

元町店
GARLIC JO'S

パウダールーム
「元町オアシス」
入口

UNI COFFEE ROASTERY
横浜元町

5丁目

もとまちユニオン元町店

↑西之橋

元町河岸通り

余分な脂身を取り除いた、
セントルイスカットの柔らかい骨つきスペアリブ

カップ de プチウィンナー… ……………………… ¥300

もも焼き
¥600
牛タン串… ………………………………………… ¥600
ハーブソーセージ 生ビールとご一緒に… ……………… ¥500
29 ● 時遊陣
元町シュウマイ
（2個）
… ……………………………
砂肝の和風バルサミコマリネ… ……………………
鳥照焼き弁当………………………………………
日本酒・焼酎… ……………………………………

36 ● JH Cafe
BBQスペアリブ… ………………………………… ¥500

海軍割烹術参考書のレシピで作ったカレーを包みました

鉄板でじっくり焼いています………………………

シチリア白ワイン…………………………………… ¥300

骨付きもも肉のコンフィ… ………………………… ¥700

骨付きの鳥もも肉を低温でゆっくりとオイルで火入れし、
皮目はパリッと焼き上げました

32 ● ポンパドウル
横須賀海軍カレーパン… ………………………… ¥200

炭火で焼き上げた当店自慢の1品

イタリア最南端・シチリア島の白ワインです

お子様からお年寄りの方までどなたでもお召し上がりいただけるミートボールを
特性のトマトソースで煮込みました

ビーガンキャロットケーキ………………………… ¥600

28 ● たまや元町店
焼き鳥
（2本）
… …………………………………… ¥300

イタリアのストリートフードの代名詞「パニーノ」！ 自家製フォカッチャに
モルタデッラハムを挟んだ一品です

35 ● LuCa
ポークボールのトマト煮…………………………… ¥500

たくさんのニンジンとこだわりの素材を使って焼き上げたフードフェア限定メニュー

オーストラリアの銘醸ワイナリーが作った飲みやすいデリに合うワインです

24 ● Trattoria NOTO
イタリア産モルタデッラハムのパニーノ… ………… ¥300

よだれ鷄～山椒胡麻だれ… ……………………… ¥700

モロッコでよく飲まれている甘いミントティー

ハウスワイン… …………………………………… ¥400

アメリカ南部風チキンレッグBBQ、
ソースは甘辛テイスト、ガーリックレモン、スパイシーケイジャン

山椒が効いた特製胡麻だれがたまりません！癖になる味わい！

モロカンミントティー… …………………………… ¥200

アドボライス… …………………………………… ¥500

23 ● ワインホール元町倶楽部
3種のフレーバーのBBQチキンレッグ… ………… ¥600

31 ● kaoris
チキンと野菜のモロカンタジン… ………………… ¥800

広東料理伝統の味わい、
極旨ふかひれスープ

スパイスに一晩漬け込みグリルしたチキン料理です

アドボとは、
お肉のビネガー煮込み。当店では国産鶏の手羽元を黒酢で煮込みます
美味しい煮汁で作ったリゾットを添えます

毎回好評を頂いている岩手県産の生鮮野菜を販売

香港ふかひれスープ… …………………………… ¥500

スパイシーチキンティカ…………………………… ¥600

スッキリした香りよいコーヒー。ハンドドリップで抽出しています

22 ●ナチュラル・エッセイ
岩手野菜の販売………………………………… ¥200~

ビー玉名物！天玉ごはん…………………………… ¥400

絶品、
とろける豚角煮丼…………………………… ¥800

ミートボールをトマトソースで煮込んだモロッコのタジン料理

27 ● deli&cafe ジェニーとボストン
ハンドドリップアイスコーヒー……………………… ¥300

赤………………………………… ¥500
白………………………………… ¥500

ほろりとお箸で切れる柔らか豚角煮。
しっかりと染み込んだ紅麹の深い味わい！

ケフタ(ミートボール)のタジン……………………… ¥800

じゃがいもの冷製クリームスープにユニオンカンパーニュ添え

皮を店頭でカリっと焼き、
バルサミコ風味の和風ソースで
！

5種類の牛・豚ホルモンをじっくり醤油味で煮込んだ逸品

モロッコのタジン鍋でつくる柔らかい鶏肉と野菜たっぷりのメニュー

ひんやり濃厚枝豆冷製スープにユニオンカンパーニュ添え

21 ● ル プティ クラージュ
鴨ロースト バルサミコソース… ………………… ¥600

もっちりとした厚皮の中にジュウシーな餡がたっぷり。ココナッツ入り特製だれと一緒に！

ランチ、
ディナーで大人気
！天ぷら版卵かけご飯

彩り野菜と牛モモ肉が特性カレールウにマッチして味わいバッチリ

特性ポークリエット………………………………… ¥500

厚皮水餃子(5個)…………………………………… ¥400

元町フードフェア限定！やわらかいささみ肉のとり天をトルティーヤで包みました

本気のモツ煮込み… ……………………………… ¥500

ジューシーな豚バラをご堪能下さい

カラフルピクルス…………………………………… ¥300

焼き立ての大根餅、
外はサクッと、
中はモチッとした食感
！

Big！鶏天ロール…………………………………… ¥600

黒豚バラ串焼き… ………………………………… ¥800

一戸野菜を使った料理

34 ● 元町 心心相印 ( モトマチシンシンシャンイン )
当店一番人気～名物大根餅(2枚)… ……………… ¥400

元町フードフェア限定！丸ごと食べられるソフトシェルシュリンプの天ぷらをトルティーヤで包みました

辛口赤（カベルネ・ソーヴィニヨン）
、辛口白（シャルドネ）
、辛口ロゼスパー
クリング（プロヴァンス産）をご用意しております！

一戸の佐助豚を使った料理

グラスワイン
グラスワイン

30 ● ビー玉スタンド
W！海老天ロール… ……………………………… ¥600

FREEWAY 428

〜 H LIVE SPOT 詳しくは7〜8ページをご覧ください。

4

38 ● ビストロ エルエラ
牛ホホシチューオムライス… ……………………… ¥800

43 ● 仏蘭西料亭 横濱元町霧笛楼
海の幸のブイヤベース風秋キャベツと共に………… ¥800

48●café Le Havre（カフェ ル・アーヴル）
【名物】
コンテナシュー……………………………… ¥500

スモークサーモンのチーズテリーヌ… …………… ¥700

国産牛頬肉の柔らか赤ワイン煮
秋キャベツと椎茸のブルギニョン風… …………… ¥800

自家製ジンジャーエール…………………………… ¥500

鶏モモ肉のコンフィ レンズ豆のサラダ添え… …… ¥700

6時からのデザート ヨーグルトのパンナコッタ…… ¥300

じっくり煮込んだ牛ホホとデミグラスソース。ふわトロ卵で包んだチキンライス。
エルエラのフードフェア定番メニューです！
！

海老や貝類のエッセンスと香味野菜をいかした横浜スタイルのスープ仕立て

香り豊かなスモークサーモンとクリームチーズをテリーヌに仕立てました。
ワインにピッタリの一品です！
！

フランス産 スパークリングワイン… ……………… ¥500

とうもろこしの焼売（2 個）………………………… ¥500

言わずと知れたナポリタン！… ……………………………

40 ● リオス・ボングスタイオ
自家製サルシッチャ… …………………………… ¥500

45 ●元町香炉庵
氷あめ(シャインマスカット)………………………… ¥400

ポルケッタノルチャ風……………………………… ¥500

冷わらび(杏)… …………………………………… ¥400

ひよこ豆と紫蘇の中東風ビーガンコロッケに胡麻ベースのソース。酸味が嬉しい
キャロットラペ付き。
スパークリングと共にここからスタート
！

カヴァ スペイン産のスパークリングワインです………………… ¥500

冷わらび(湘南ゴールド)…………………………… ¥400

ポークコンフィとトリュフ、
ビーツのタルティーヌ
Confit Pork, Truffle, Beets, Rocket Tartine………………¥1000

ナポリタン

黒コショウの焼売をベースにトウモロコシを入れて。とってもオススメです！

¥500

クリームパン、
チョコパンの詰め合わせ

52 ● プロバンスカフェ
カレー……………………………………………… ¥700
店オリジナルの定評あるじっくり煮込んだカレーです

ツイスタードリンク… ……………………………… ¥600

ブルーハワイソーダとオレンジ & ザクロの 2 種のドリンクを 1 度に楽しめ、
見た目もとっても綺麗なドリンク

ソフトアイスクリーム… …………………………… ¥300

チョコとバニラの2種を用意

自家製パンのスライスにトリュフとほぐした柔らかいコンフィポークにビーツの
クラウトをのせたフランス流のオープンサンド。ワインがすすむ一品です

46 ● ジャグカフェ
洋食屋のビーフストロガノフ バターライス添え… … ¥600

茶倉で人気の抹茶の香り豊かな宇治抹茶カキ氷

51 ●ウチキパン
菓子パン（2個）
… ………………………………… ¥200

紫蘇のファラフェル、キャロットラペ、タヒニソース (ビーガン)
Shiso Farafel, Carrot Râpée, Tahini Sauce (Vegan)……… ¥600

日向夏をのせ湘南ゴールド蜜をかけた、
冷たく爽やかなわらび餅

41 ● 日本茶専門店 茶倉 SAKURA
抹茶の香り豊かな宇治抹茶カキ氷… ……………… ¥600

入手困難な焼酎です

マークス ガストロノミー＆ワイン

杏の果肉と蜜をかけた冷たく甘酸っぱいわらび餅

ハーブを練り込んだ皮付き豚肉を丸ごと焼き上げました
！

地焼酎各種 佐藤、伊佐美、宝山、銀の星、なかむら、川越、村尾、etc… … ¥500

49 ● Marques Gastronomy & Wine

瑞々しい一粒シャインマスカットを水飴でからめ、氷の上で冷やしたお菓子

リオス特製ハーブ入り自家製のソーセージです

入手困難な日本全国のお酒です

シフォンケーキ… ………………………………… ¥500

豚ロースを極あらびき挽肉にして黒コショウをあえた絶品焼売

キリッと冷えたフランス産スパークリングワインとフランス産赤白ビオワイン

地酒各種 十四代、田酒、而今、楽器政宗、寒菊、花邑、etc…… ¥500

自家製ジンジャーをアレンジした特製ソースで仕上げたチキンをサンドしました
お土産にシフォンケーキをどうぞ♪

… ……………………………… ¥600

横濱人！人気メニューの納豆チャーハンです。納豆とチャーハンのハーモニーをどうぞ

ジンジャーチキンサンド…………………………… ¥500

44 ● 花 Lab.Nocturne
黒コショウの焼売（2 個）…………………………… ¥400

ビストロ定番のパテドカンパーニュをソフトなパンでサンドしました。
マスタードをつけてシンプルだけど味わい深いパテサンドです！

納豆チャーハン

国産生姜とオリジナルブレンドのスパイスを煮込んだ辛口ジンジャーエール
すっきり爽やかでクセになりますよ♪

岩手県産山葡萄のソースとカリカリクッキー

パテドカンパーニュサンド… ……………………… ¥500

鶏の竜田揚げの味付けをベースに数種類のスパイス、
カレー粉などを使った限定メニューです

当店1番人気、
コンテナビルにちなんだ四角いシュークリーム。
自慢のカスタードが
たっぷり詰まったサクサクシュークリームをお楽しみください♪

3時間じっくりと煮込んだ濃厚な牛頬肉と椎茸のガーリック風味

骨付きの鶏もも肉を一本そのまま！ホロホロになるまでじっくり低温で調理し
仕上げは皮をパリッと焼き上げる！フランスビストロの味です

50 ● 横濱人 ( ハマジン )
若鶏香味竜田揚げ………………………………… ¥600

カキ氷……………………………………………… ¥500
昔ながらのカキ氷。
メロン、
イチゴ、
ブルーハワイなどから味を選んでください

スモークサーモン・ケジャリー

ドリンク各種… …………………………………… ¥500

香ばしいほうじ茶カキ氷…………………………… ¥600

日替わりランチで即完売してしまう大人気メニューです

Smoked Salmon & Barley Kedgeree …………………… ¥600
もち麦にスモークサーモンが入った、
ほんのりカレー風味のクリーミーな洋風混ぜご飯

お店で提供しているコーヒーなど味わってください

ゆずほうじ茶 茶倉で人気のゆずほうじ茶………………… ¥400
抹茶ラテ 宇治抹茶を使った抹茶ラテ……………………… ¥400
水出し茶フルーツティー…………………………… ¥400

47 ● タコス & テキーラバー ワンズダイニング
タコス……………………………………………… ¥500

モロッコ風オレンジとカルダモンのケーキ
Moroccan Orange & Cardamon Cake (Vegan)…………… ¥300

53 ● Peace Flowe Market
Hamburger ハンバーガー… …………………… ¥700

手焼きほうじ茶を使った香ばしいほうじ茶カキ氷

水出し茶にフルーツをいれてフルーツティーにしました。フルーツも食べられて暑い中さっぱりします

42 ● WAGAMAMA
… ………………………………
烧き小笼包（2個）
春卷（2個）
…………………………………………
ごま团子（2個）
… …………………………………
绍兴酒………………………………………………
梅ジュース… ………………………………………

炭焼の骨付カルビ‼️ ビールと一緒にいかがですか？

Lamb chop ラムチョップ… ……………………… ¥600
炭焼のラムチョップ‼️赤ワインに良く合います

37 ● 一戸町 PR コーナー

10 年来、元町 CS と協力関係にある一戸町では世界遺産の御所野遺跡が
登録１周年を迎えました。見どころや移住に至るまで町の魅力をご案内します。

3日♪津軽三味線
（伊坂斗絲崇/馬場邦彰）
4日♪佐々木じょうじ ＆ 秋山登志夫

み

元町プラザ

3日♪三遊亭 絵馬
4日♪池山 由香

49
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50 横濱人
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4日♪丸茂 睦

51 ウチキパン

53

52 プロバンスカフェ

Peace Flower Market

35

LuCa
36 JH Cafe

華
・中
元町

線「

らい

水屋敷通り

♪山岡美香

48
横浜元町
le bois

C

45

43

駅
街」

み
なと

B

café Le Havre

ボングスタイオ
41 日本茶専門店 茶倉
car
SAKURA

ワンズダイニング

40 リオス・

46 47

44

42

ワンズダイニング

38

ジャグカフェ

D

39

代官坂通り

34 元町 心心相印

元町
マチルダ

一戸PR

香炉庵

ポンパドウル本社

33 KANDY（キャンディ）

元町仲通り

本部

元町通り

きせきの食卓

Italian&Tea Room

ポンパドウル 32

17

G

横濱元町 霧笛楼

29 時遊陣
ビー玉
30
スタンド
31
kaoris

37

LILA
Fitness Studio

ビストロ
エルエラ

28

16

3日・4日
♪Felice Special
♪松井 祐貴
♪千野 哲太

10

1丁目

2丁目

花 Lab.Nocturne

たまや

3日♪のびのびラーメンズ
4日♪ブギウギ66

15

9

えの木てい

3丁目

WAGAMAMA

14

えの木てい

MAUVE 11
元町プアメリア鍼灸マッサージ治療院
フットケアサロンaplicie 12
FOREST HAIR&HEALING
13
MaMa Thera-ママセラ-

8

元町河岸通り

コカ・コーラ
ボトラーズジャパン

7

SWEETS STAND

27

E

春鶯亭ひら

6

STAR JEWELRY CAFE
＆ Chocolatier

H

きせきの食卓

〜

キャラバンコーヒー

A

5

汐汲
坂

5

もとまちユニオン
元町店

deli&cafe

トイレ使用可能店
：

Trattoria NOTO

元町嚴島
神社

24

ワインホール元町倶楽部

：ドリンク売場

23

4

リラクゼーションサロン・ウル

26

ジェニーとボストン

22

ナチュラル・エッセイ

：チケット売場

21

25

3

元町店
GARLIC JO'S

横浜元町

エクスプローラーズ

2

SOiSPACE

UNI COFFEE ROASTERY

陶友花

F

ル プティ
クラージュ

元町 久佑
00 店名：参加店

コーナーズ
フィールド

元町 久佑

MÉLI-MÉLO

本牧通
り
： 飲食スペース

UNI COFFEE
ROASTERY
横浜元町

20
元町仲通り

1

car

H

もとまちユニオン元町店

↑西之橋

元町通り

19

4丁目

3日・4日
♪Felice Special
♪松井 祐貴
♪千野 哲太

19

BBQ Kalbi Ribs 骨付牛カルビ…………………… ¥800

¥700~

キリン一番搾り
（生ビール）…………………… ¥600

●横浜銀行

18

お野菜シャキシャキの全てホームメイドのハンバーガーです

生ビールもチケットでお買い求めください

パウダールーム
「元町オアシス」
入口

3日・4日♪RGB

Glass Wine… ………………………
料理に合わせた各種グラスワイン
Pairing Glass wine (Sparkling, White, Red)

罰ゲーム等でイメージが悪いテキーラですが美味しいのもちゃんと在ります。
是非この機会に

¥300
¥300
¥300
¥500
¥300

5丁目

（元町・中華街）

グラスワイン

プレミアムテキーラ…………………………………¥1000

元町河岸通り

JR
「石川町」
駅

エキゾチックなカルダモン香るオレンジのスポンジケーキに豆腐でアイシングした、
ヘルシーなビーガンデザート

現地の味そのままに 。人気の自家製ホッ
トソースやワカモレサワークリームソー
スをかけてお召し上がりください

FREEWAY 428

LIVE SPOT 詳しくは7〜8ページをご覧ください。

6

出演者、演奏時刻は変更になる場合があります。最新情報はFacebookページをごらんください。

LIVE SPOT
音楽も一緒に味わって。

♪
♬

A＜元町プラザ前ステージ 3日＞
渡辺 明応(Sup. 南條すみれ)
スティールパン、
ギター・ウクレレなどマルチ弦楽器奏者。伊
澤陽一率いるWAIWAI STEEL BANDの主要メンバー。
スティールパン発祥の地トリニダード・トバゴで研鑽を積む。
ソロアルバムやギタリストとのデュオアルバムをリリース。明
るい人柄と柔らかい音楽性を所望する声も多く、楽曲制作
やライブサポートにも惜しみなく力を注いでいる。今回はソロ
とピアノとのデュオ編成で新たな魅力をお伝えします。

A＜元町プラザ前ステージ 4日＞
丸茂 睦
東京都町田市出身。幼少の頃より祖母の影響でアコー
ディオンを始め、数々の国際コンクール等で受賞。所属す
るIrishPunkバンド
「The Cherry Cokes」で徳間ジャパ
ンよりメジャーデビューし、年間300ステージを超える演奏
を行う。マイアミ発の豪華客船にステージを特設した船上
LIVEクルーズツアーに参加するなど国内外で活動中。

E＜4丁目 仲通りユニオン前ステージ 4日＞
F＜5丁目ステージ セレス前 3日・4日＞
ブギウギ66
RGB ／ Hiro Yamanaka(G)、 大村直治(鍵盤
みなさまこんにちは ！ ブギウギ66です。 NY、LA、 ハーモニカ)、エディー百合野(B)
世界でも数少ない、
ピアニカ
（鍵盤ハーモニカ）
を中心としたジャ
UKに拠点を置かず、主に湘南周辺で活動しています
ズ・トリオ
“RGB”
。RGBとは色の三原色であり、
このトリオで
(^^) 一度ライブが始まれば、老若男女、犬猫トンビカラ
は
“音の三原色”
を意味します。2015年7月にリリースしたCD
スも踊り出す、愉快でご陽気な楽しい音楽を、晴れやか
は、発売以来、多くの方々に「想い
にお届けします。美味しいビール片手に是非お越しくだ 『Love Knot（愛の絆）』
を叶える不思議な音楽のお守り」
として愛され続けています。
さい！

B＜1丁目ステージ 4日＞
池山 由香
10歳から2年間住んだアルゼンチンにてアルパに出会
い、現地と日本で学ぶ。
日本では少ない
“アルパ弾き語り
奏者”
として、年100回以上の演奏活動を展開している。
桐朋女子中・高等学校音楽部合唱班コーチ。国立音楽
大学演奏学科声楽専修卒業。桐朋学園大学声楽科研
究生修了。

C＜本部前ステージ 3日・4日＞
山岡美香バンド
横浜生まれ横浜育ちのジャズボーカリスト山岡美香です。
子供の頃から大好きな元町で開催されるフードフェアとの
ご縁を頂き、初出演させて頂いてから10年の月日が流れ
ました。毎回、たくさんの笑顔に触れる度に
「共に同じ時
を過ごせる幸せ」
を感じています。今年も皆様が最高の
笑顔になれるよう、音楽でお迎えいたします。

G・H＜元町通り3丁目／元町通り4丁目 3日・4日＞
松井 祐貴(Yuki Matsui)
ギターをパーカッションのように叩き、リズムを繰り
出しながら同時にコードとメロディを奏でるギタリス
ト。2013年より毎年地元横浜の関内ホールでソロ
ライブを行っており、ライブ活動を中心に活躍してい
ます。

G・H＜元町通り3丁目／元町通り4丁目 3日・4日＞
Felice Special(フェリーチェ・スペシャル)
菊地理恵(ヴァイオリン)と鈴木彩音(ピアノ)によるクラシッ
クデュオ。
フェリス女学院大学音楽学部演奏学科・同大
学院を修了後、横浜を中心に演奏活動を行なっていま
す。今回はソプラノ＆フルートも加え、華やかに届けいたし
ます♪

様々なジャンルのミュー
ジシャンやアーチストの
ライブが気軽に楽しめ
るのもフードフェアの
魅力のひとつです。

B＜1丁目ステージ 3日＞ 紙切り
三遊亭 絵馬
神奈川県出身。日本で数少ない女性紙切り師の一人。
楽しいトークを展開しながら、日本古来の物から動物や
キャラクターまで、皆様のリクエストに何でもお応え致しま
す。 独特の個性を惜しみなく発揮するパフォーマンスを、
是非お楽しみ下さい。

G・H＜元町通り3丁目／元町通り4丁目 3日・4日＞
千野 哲太(Tetta chino)
東京藝術大学卒業。
ソリストとして芸大フィルハーモニー
管弦楽団、タクティカートオーケストラと共演。第16回
Jr.サクソフォーンコンクール第1位。YouTube総再生
回数5000万回超。

元町通り3・4丁目（スイーツ＆デリストリート）
のライブステージ予定
＜3日：元町通り3丁目キタムラ前＞
14：00〜14：30
14：40〜15：10
15：20〜15：５０
16：00〜16：30
16：40〜17：10
17：20〜17：５０
18：00〜18：30
18：40〜19：1０
19：20〜19：50

松井 祐貴
千野 哲太
Felice Special
松井 祐貴
千野 哲太
Felice Special
千野 哲太
Felice Special
千野 哲太

＜4日：元町通り4丁目ユニオン前＞
14：00〜14：30
14：40〜15：1０
15：20〜15：５０
16：00〜16：30
16：40〜17：10
17：20〜17：５０
18：00〜18：30
18：40〜19：1０
19：20〜19：50

D＜3丁目ステージ Knot前 3日＞ 津軽三味線
伊坂 斗絲崇 NHKホール・新宿コマ劇場・中野サンプラザ、愛
知万博・東京国際フォーラム、スイス チューリッヒMiller’
s Studio、
台湾国府記念館 等の舞台に立ち、ベトナム公演やメキシコ公演等
も成功させている。 馬場 邦彰 浅草をはじめ、全国各地にて演
奏活動を行っており、各地で行われる津軽三味線大会に於いて、
数々の受賞歴を持つ。2018年、吉幾三45周年ファイナルコンサー
ト出演。2021年、豪華客船 飛鳥II新春クルーズ乗船。

D＜3丁目ステージ Knot前 4日＞
佐々木じょうじ ＆ 秋山登志夫ギター弾き語りデュオ
佐々木じょうじ：様々なアーティストのサポートの傍らラテン、
ソウ
ル、ブラジル系のライブを精力的に熟し今日に至る。優しく、時に
情熱的なギタープレイやソフトなボーカルは聴く人の心に深く響く。
秋山登志夫：伸びやかで力強いハイ
トーン・ボイスと絶妙
なギターテクニック。
ソロとバンド・静と動のスタイルを使
い分けながら、ジャンルを飛び越えた聴く人の身体に残
る、独特の秋山節を披露している。

7

E＜4丁目 仲通りユニオン前ステージ 3日＞
のびのびラーメンズ
結成20年目を迎えたアコースティックトリオ。地元横浜
を中心に通常のライブ活動のみならず、各種イベントや
プロミュージシャンのオープニングアクト、介護施設で
の音楽セラピーなど多岐に渡って活動。
「笑って泣け
るエンターテイメント」
をモットーに出会った人に楽しん
でもらえるステージを心がける。
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千野 哲太
Felice Special
松井 祐貴
千野 哲太
Felice Special
松井 祐貴
千野 哲太
Felice Special
千野 哲太

ミスターハント

モバイル型決済端末

お問合せ先03-6417-9879

焼き鳥 元町 たまや

エステサロン

ルボワ

お酒のご用命・ご相談は、元町・愛知屋へ！

元町愛知屋

TEL.045-884-9600

坪崎商店

横浜市中区元町5丁目196

TEL.045-641-0957

使えます

当店のトイレ

ご利用ください
横浜市中区元町 5-214
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0120-210-442

トイレのご案内

フードフェア期間中はこのステッカーのあるお店の
トイレがご利用できます。お気軽にどうぞ。

元町オアシス

ご利用時間

10：00～20：00

子育て世代の親子連れや障がい者の方が安心して使用できる清潔なトイレ、
授乳施設、おむつ替えスペースを設置した施設「元町オアシス」です。

男女トイレ／女性用パウダールーム／フィッティングルーム
（1ヶ所）
／オムツ替え
【女性専用
（2ヶ
所）
、男性専用
（1ヶ所）
、男女兼用
（1ヶ所）
】授乳室【女性専用
（1ヶ所）
、男女兼用
（1ヶ所）
】
／多機能トイレ
（車いす、障害者用）
（1ヶ所）／調乳専用浄水給湯器（1個）
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