
 

 

 

 横浜市では、横浜みどりアップ計画において、市民の皆様が地産地消にふれる機会を拡

大するための取組を推進しています。 

その一環として、11 月の地産地消月間において、市内の飲食店で市内産農畜産物を使

用した料理が楽しめる「よこはま地産地消フェア～ようこそ横浜農場へ～」を開催します。 
※横浜農場：食や農に関わる多彩な人たち、農畜産物、農景観など横浜らしい農業全体を１つの農場に見立てた言葉です。 

横浜市では「横浜農場」を活用し、横浜の農の魅力を PRしています。 

開催概要 

■開催時期 11 月１日～30日（地産地消月間）※店舗により、実施期間が異なります。 

■参加店舗 フェアの趣旨に賛同いただいた市内レストラン・飲食店 17 店舗 

■取組内容 (1)市内産農畜産物を使用したメニュー提供、イベントの開催 

参加各店舗の取組詳細は、裏面もしくは以下の URLをご覧ください。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/ajiwau/ 

(2)健康福祉局が配信するよこはまウォーキングポイント歩数計アプリとの連携 

参加各店舗をアプリ内の地図上でスポットとして登録し、取組を公開します。 

よこはまウォーキングポイントについては、以下の URLをご覧ください。 

https://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/ 

賛同店舗の一例 

 

店舗 

ヨコハマ グランド 

インターコンチネンタル ホテル 
横浜ロイヤルパークホテル 横浜ベイホテル東急 

グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」(２階) ケーキショップ「コフレ」(２階) ラウンジ「ソマーハウス」(２階) 

期間 11 月１日(木）～30 日(金) 11 月１日(木)～30 日(金) 11 月 12 日(月)～30 日(金) 

提供 

ﾒﾆｭｰ 

はまぽーくと 

横浜野菜たっぷりのキッシュ 
ロイヤルミルクティープリン 神奈川ベジタブルガーデン 

   

横浜のブランド豚「はまぽーく」

と横浜野菜をたっぷり使い、香

ばしく焼き上げた具だくさんの

キッシュ。ぜひご賞味ください。 

横浜産の卵を使ったロイヤル

ミルクティープリンです。卵の

濃厚なコクとアールグレイの

華やかな香りをご堪能くださ

い。 

地元神奈川・横浜の野菜を中心に

具だくさんのベジタブルスープ。

メゾンカイザーのパンとデリが

セットになったスペシャルラン

チセットでお楽しみください。 

 

お問合せ先 

環境創造局農業振興課長     近藤 元子 Tel 045- 671-2606 
裏面あり 

平成 30 年 10 月 26 日 
環境創造局農業振興課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/nousan/tisantisyo/ajiwau/
https://enjoy-walking.city.yokohama.lg.jp/walkingpoint/


NO 区 店舗名 取組内容
地産地消月間（11月）における

提供期間・時間
店舗ホームページＵＲＬ 店舗電話番号

1 西区

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテ
ル
２階　グルメ＆スーベニール
「アイマリーナ」

○メニューの提供
「はまぽーくと横浜野菜たっぷりのキッシュ」
横浜ブランド豚「はまぽーく」と季節の横浜野菜をたっぷり
使った具だくさんのキッシュを販売いたします。ぜひご賞味
ください。

11月１日(木)～11月30日(金）
10:00～20:00

http://www.interconti.
co.jp/yokohama/

045-223-2366
（アイ マリーナ直通）

2 西区
横浜ベイホテル東急
２階　ラウンジ「ソマーハウス」

○メニュー提供
「神奈川ベジタブルガーデン」
地元神奈川・横浜の野菜を中心に具だくさんのベジタブル
スープ。メゾンカイザーのパンとデリがセットになったスペ
シャルランチセットでお楽しみください。

11月12日(月)～11月30日(金)
11:00～14:00

https://ybht.co.jp
045-682-2219
(ソマーハウス直通)

3 西区
横浜ロイヤルパークホテル
２階　ケーキショップ「コフレ」

○メニューの提供
「ロイヤルミルクティープリン」
横浜産の卵を使ったロイヤルミルクティープリンです。
卵の濃厚なコクとアールグレイの華やかな香りをご堪能く
ださい。

11月１日(木)～11月30日(金）
11:00～20:00

http://www.yrph.com
045-221-1111
（代表経由ケーキ
ショップ「コフレ」）

4 西区 シェ　フルール横濱
○メニューの提供
新鮮な横浜野菜を使った体に優しいフランス料理や
はまぽーくのグリエなどを提供しています。

11月１日（木）～11月30日（金）
ランチ：11：30～15：30
　　　　　（LO.14:00）
ディナー：18:00～23:00
　　　　　　（LO.21:00）

5 西区 大ど根性ホルモン

○メニューの提供
「小松菜カレー」
横浜の代表的なお野菜の小松菜を使用したマイルドで少
しスパイシーなカレーの提供

11月１日（木）～11月30日（金）
17：00～23:00

045-320-3077

6 中区
Bar de la costa HOLA
(バル デ ラ コスタ オラ)

○メニューの提供
はまぽーくを使用したパテ
横浜野菜を使用したメニュー提供。

11月１日（木）～11月30日（金）
17:00～25:00

http://r.gnavi.co.jp/e2
24503

045-681-0950

7 中区 ビストロ酒場マリンクラブ

○メニューの提供
はまぽーくを使ったソーセージ
はまぽーくを使用したハムをメニュー提供
横浜野菜を使用したメニュー提供

11月１日（木）～11月30（金）
月～土：17:00～25:00
日曜、祝日：16：00～24：00

http://marine-
club.sub.jp

045-662-8240

8 中区 フレンチ酒場ボンマルシェ

○メニューの提供
はまぽーくを使用したポルケッタ
はまぽーくを使用したハム
横浜野菜を使用したメニュー提供

11月１日（木）～11月30日（金）
月～木、土日：17：00～25：00
金：17:00～26:00

https://r.gnavi.co.jp/e
224502/

045-664-9066

9 中区 馬さんの点心坊

○メニューの提供
「上海鮮肉月餅」
横浜で生産されている、肉質の良好な豚肉「はまぽーく」を
使用した甘くない月餅です。上海の名物で、中国の仲秋節
には、甘い物の苦手な人達が列をなして買い求めるそうで
す。
ジューシー「はまぽーく」の旨味がサクサクの皮に染み込
んで、食べ応え充分な肉月餅です。

11月１日(木)～11月30日(金)
11:00～17:00
※常時提供しておりますが、数
に限りがあるため、売り切れの
場合もございます。

http://www.ma-
fam.com/

045-263-8482

10 中区 横濱元町　霧笛楼
○メニューの提供
「まるで畑のクリームの様な」地元のカリフラワーを使った
ブランマンジェやブルーテの前菜を味わえます。

11月１日（木）～11月30日（金）
ランチ：11:30～15:00
ディナー：17：00～22：00
定休日：月曜

http://www.mutekiro.c
om

045-681-2926

11 中区 梅林 横浜産野菜を取り入れたコース料理を提供致します。
11月１日（木）～11月30日（金）
昼：11:30～14:30
夜：17:00～22:00

http://www.bai-
rin.co.jp

045-251-7656

12 旭区
Heart Dining uruha
～うるは～

○メニューの提供
地元の野菜を使った当店自慢のバーニャカウダ―やサラ
ダ様々なメニューを提供しています。

11月１日（木）～11月30日（金）
月～木：18:00～27:00
金・土：  18:00～29:00
日：18:00～24:00

045-361-8885

13 港北区
Amalfi NOVELLO
(アマルフィ ノベッロ)

○メニューの提供
毎日仕入れられる横浜地野菜を中心に
「しらすと横浜野菜のカナサラ（神奈川サラダ）」や
「バーニャカウダ」、地元産豚肉”はまぽーく”のグリルに
横濱ビーフのビステッカなど、地場産の食材をふんだんに
使ったイタリアン。

11月１日（木）～11月30日（金）
17:00～22:00(LO.21:00)

045-478-6731

14 港北区 野菜レストランさいとう

○メニューの提供
シェフ自ら仕入れる地元の旬野菜を常に使用したメニュー
を提供。
○マルシェの開催
毎月第１、３土曜には店頭で地場野菜のマルシェを開催。

11月１日（木）～11月30日（金）
ランチ：11:30～15:00
ディナー：」18:00～22:00
マルシェ：11月３日、17日

www.restaurantsaito.c
om

045-434-1761

15 緑区 トラットリア ダ テレーサ

○メニューの提供
十日市場佐藤農園さんが作るイタリア野菜他
周辺農家から仕入れた新鮮野菜を使い、
様々なメニューを提供しています。

11月１日（木）～11月30日（金）
ランチ：11：30～15：30
ディナー：17:30～23:00

http://www.teresa-
it.com

045-938-5157

16 青葉区 コマデリ

○メニューの提供
横濱市青葉区or緑区のお米と野菜を使った看板メニュー
「塩ブタBOX」販売中
○イベントの開催
「あおばを食べる収穫際」コマデリとNPO法人森ノオトの
共催イベント開催

11月１日（木）～11月30日（金）
イベント：11月23日（金・祝）

https://www.facebook
.com/comadeli

070-6462-4121

17 泉区 ど根性キッチン

○メニュー提供
地元いずみ野で採れた新鮮な野菜を使ったサラダブッフェ
をランチタイムに、夜の営業時間には名物”ど根性サラダ”
として提供しています。

11月１日(木)～11月30日(金)
ランチ：11:00～15:30
           (LO.14:30)
ディナー：17:00～22:00
　　　  　(LO.21:15)

045-410-8466

※各店舗の所在地、営業時間、取組内容の詳細等については、必ず事前に店舗のＨＰをご覧いただくか、店舗へ直接お問い合わせください。

各店舗の取組内容一覧




