
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
「元町・アメリカ山ピュアハニーのカンパーニュ」
アメリカ山公園で採れる希少なはちみつを贅沢使った数量
限定のカンパーニュ。
香り豊かなはちみつに漬け込んだクルミをたっぷりと使い、
しっとりと焼き上げました。ひと口ごとに広がる上品な甘み
と奥深い味わいをお楽しみください。

11月１日(金)～11月30日（土）
の土日限定
9:00～20:00　（パン、ケーキ
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　オールデイダイニング「カ
フェ　トスカ」

○メニュー提供

「サイドアクションコーナー」

地元ならではのおいしい野菜を、季節に合わせて提供する

“サイドアクションコーナー”。生産者との交流で選び抜いた

おすすめ野菜をお好みのスタイルで。野菜本来の味わいを

ご堪能いただけます。

11月1日(金)～11月30日(土)
平日17:30～21：30（L.O.）
土日祝17：00～21：30（L.O.）

https://ybht.co.jp 045-682-2255
（レストラン予約）

3 西区
横浜ロイヤルパークホテル
１階　ケーキショップ「コフレ」

○メニューの提供
「柿のクラフティ」
シャキシャキとした歯ごたえとジューシーさを合わせ持った
横浜産の柿をカスタードプティングのような優しい甘さのク
ラフティに焼き上げました。柿に熱を加えることで、深い甘さ
が味わえます。地元、横浜産の柿を楽しめる一品です。

11月１日(金)～11月30日(土）
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 大ど根性ホルモン

○メニューの提供
「ど根性サラダ」
旬のお野菜がたっぷり。1日で必要な野菜がこの一皿で採
れます。

11月１日（金）～11月30日（土）
17:00～0:00

045-320-3077

5 西区 崎陽軒本店　イルサッジオ

○メニューの提供
横浜野菜をダイレクトに味わえる「やまゆりポークと小机
キャベツの蒸し煮」「横浜野菜のジェノベーゼ和えリング
イーネ」やピューレやソースに加工して味わう一品など、
様々なメニューを提供します。

11月１日（金）～11月30日（土）
17:00～22:00 (L.O.21:00 )

http://kiyoken-
restaurant.com/h_ilsag
gio/

045-441-3331

6 中区 福々むすび

〇メニュー提供
「はまぽーくたらふくトンテキ定食」
横浜産の豚、はまぽーくを使用した『トンテキ定食』に『はま
ぽーくソーセージ3本』がトッピングされた期間限定メニュー
です。ソースは4種類ご用意(ガーリックソース・赤ワイン
ソース・ピリッとネギ醤油・塩コショウ)、お好みのソースでお
召し上がりください。

11月１日（金）～11月30日（土）
11:00～23:00(L.O.22:30)
日曜日定休

https://fukufuku-
musubi.yokohama

045-305-6614

7 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つかっ
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（金）～11月30日（土）
11:30～15:00
17：00～22：00
定休日　月曜（不定休）

https://www.mutekiro.
com

045-681-2926

8 中区 吉野町　梅林

○メニューの提供
11月の季節コースの中（蒸し物・焼き物・揚げ物など）に横
浜産の野菜を取り入れて提供しています。

11月１日（金）～11月30日（土）
11:30～15:00（L.O. 13:30）
17:00～22:00（L.O. 20:00）

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

045-251-7656

9 保土ヶ谷区 バニヤンツリーベーカリー
○メニューの提供
直売所の新鮮な野菜を使い、旬を味わえるメニューを開発
します。

11月１日（金）～11月30日（土）
10：00～18:30

https://www.banyantr
eebakery.com 045-459-5791

10 保土ケ谷
旬のご馳走ごはん山水草木
満天の湯店

○メニューの提供
「ほどがや野菜の天ぷらそば」「ほどがや野菜の天ぷら（単
品）」
保土ケ谷区内の三村孝治農園、三村薫農園、なないろ畑
の3軒の農家さまから直接仕入れた野菜を使った、「ほどが
や野菜の天ぷらそば」と「ほどがや野菜の天ぷら（単品）」を
販売しています。　　季節に応じた旬の野菜の入荷次第で
の限定メニューとなりますので、入荷があった際はぜひ召
し上がっていただきたい一品です。

11月１日（金）～11月30日（土）
季節ごとに旬の野菜を使用し
ているため、野菜の入荷次第
の提供（無くなり次第終了)
平日　　10：00～24：00
土日祝　7：30～24：00

https://tabelog.com/k
anagawa/A1401/A140
302/14004630/

045-372-6690

11 磯子区 呑み喰い処　一久
○メニューの提供
矢島農園で仕入れた根菜類を中心に冬野菜を使った温か
いメニューを提供します。

11月1日（金）～11月30日（土）
15:00～23:00

045-370-7019

12 戸塚区 地酒と和食　はしごや

○メニューの提供
「あしたばの天ぷら　おかのり納豆」「梅おにぎり・梅茶漬
け」　　　　　舞岡かねこふぁ～むから仕入れたお野菜で提
供します。

11月１日(金)～11月30日(土)
17：30～24：00
（22：00L.O）

045-864-1192

13 戸塚区 横濱アイス工房　戸塚本店

○メニューの提供
当社は肉牛・乳牛を扱ってますのでその堆肥を農家の皆様
に販売し、そこで育ったカボチャや浜なし等の農産物を原
料にして季節のジェラートを製造し販売しています。

11月1日（金）～11月15日（金）
11:00～17:00

info@yokohama-
ice.com

045-862-9753

14 緑区
ジローズ　キッチン
（チームベルデ）

○メニューの提供
安心、安全、新鮮な市内の農家さんが育てたジャガイモ、
各種旬の野菜を使った横浜ガレット、横浜黒酢酢鳥や玉子
ときくらげ炒めなどを提供しています。

11月１日（金）～11月30日（土）
17：30～23：00（火）～（土）

045-934-3697
（15：00～17：30）

15 瀬谷区 オーガスタミルクファーム

○メニューの提供
「ソフトジェラート」
瀬谷区の相澤牧場で安心、安全、新鮮な牛乳をたっぷり
使った濃厚だけど後味さっぱりなソフトジェラートを提供して
います。

11月１日(金)～11月30日(土)
10:30～14:30 045-489-6211

16 泉区
レストラン　べダル　ドゥ　サク
ラ

○メニューの提供
シェフ自ら近隣農家を訪れ収穫・仕入れくる旬の食材を薬
膳フレンチというスタイルで心にも身体にも嬉しい料理で提
供しております。

11月１日（金）～11月30日（土）
ランチ　 ：11:30〜15:00(L.O.
14:00)
ディナー：18:00〜22:00(L.O.
21:00)

https://petaledesakur
a.com

045-443-5876

17 泉区
パン工房 Babyleaf（ベビィリー
フ）

○メニューの提供
当店では、泉区の大矢養鶏場さんの卵を使用しています。
また、地場産野菜をトッピングしたピザパンなど、その季節
の旬な野菜を取り入れています
お薦めは、国産小麦と大矢養鶏所の卵を利用した【バター
ブレッド】です。バターの香りを保ちつつ、ふんわりと柔らか
い、さっぱり系の食パンです。

11月1日（金）～11月30日（土）
9:00～18:30

045-803-9871

18 青葉区 Maison Saka
○メニューの提供
横浜市特産である柿や梨など、秋らしい商品を使ったデ
ザートを提供します。

11月１日（金）～11月30（土）
11:30～15:30
18：00～21：30

045-961-0117

19 青葉区 ジョルニカフェ　玄

○メニュー提供
横浜市内で作られた横浜小麦（小麦粉）を使用した大葉薫
るカレーライス「青葉台カレー」やフリッツァ（揚げピザ）など
のメニューを提供しております。他にも周辺JAや農家から
仕入れた野菜等を使用しております。

11月１日(木)～11月30日(金)
11:00～20:00
（ランチ11：00～14：00）
※一部メニューは14：00以降

http://www.cafe-
gen.com

045-514-7986

20 青葉区 パナデリアシエスタ

○メニューの提供
当店では地元産の小麦をJA横浜青年部有志の農家の
方々から直接分けていただいております。
横浜小麦を石臼で自家製粉し横浜の小麦からおこした天
然酵母を使って作るパンを提供しています。
横浜小麦の食パン・横浜小麦の天然酵母カンパーニュ・横
浜小麦のマフィンなどお食事パンから惣菜パンまで約２０
種類の横浜小麦のパンを焼いています。横浜小麦を使用
して約１０年になります。横浜の美味しい小麦がもっと多く
の人に知っていただけると嬉しく思います。

11月1日（金）～11月30日（土）
7:00～18:00

http://panaderia-
siesta.com

045−963−5567

21 都筑区 インド家庭料理ラニ
○メニューの提供
地元農家さんから仕入れた新鮮な野菜をふんだんに使用
したインド料理を心をこめて作っています。

11月１日（金）～11月30日（土）
11:30～14:30
17:30～21:00

http://raani.org 045-534-6890

22 都筑区 cafe OREO
○メニューの提供
都筑区内の卵をたっぷり使った料理やデザートを提供しま
す

11月１日（金）～11月30日（土）
10：00～19：00 http://cafe-oreo.com 045-507-6622

23 都筑区 うえむらや

○メニューの提供
横浜市内産、周辺の農家、JAメルカートから仕入れた新鮮
な野菜、小松菜、ほうれん草、長ネギ、玉ネギ、そしてキャ
ベツを使ったメニューはとても人気があり、毎日たくさんの
お客様にご利用いただいています。

11月1日（金）～11月30日（土）
10:00～25:00

045-936-0553

※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。
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