
 

 平成 28年（2016年）7月 13日 

株式会社相鉄ビルマネジメント 

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジネント（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、「ダ

イヤキッチン」を含むスイーツ＆フード店舗と「JOINUS DINING」を含むレストラン＆カフェ店舗では夏に食べたくなるメニューをイ

ロイロ集めた「夏を味わう グルメフェア」を平成 28年（2016年）7月 19日（火）から 8月 22日（月）まで開催致します。 

夏になるとなぜか食べたくなるスパイシー・アツアツな HOTメニューと、さっぱり・ひんやりなCOOLメニューが全 77店舗に勢ぞ

ろいします。「野菜を食べるカレー キャンプエクスプレス」ではゴーヤ等の夏野菜をふんだんに使ったアツアツな『ゴーヤチャンプ

ルカレー』、「横浜中華街 華正樓」では、程良い山椒とスパイシーな辛さがたまらない『四川風麻婆豆腐』の HOT メニューや、

濃厚なとろろに刻んだオクラを混ぜ込み、卵黄とも相性バッチリな「そばと天ぷら 石楽」の『オクラとろろぶっかけそば』、ひんやり

夏スイーツの定番「喜久家洋菓子舗」の『トロピカルゼリー』などの COOL メニューが盛りだくさんです。 

 

また、同時に Twitter と連動したキャンペーンを行い、対象メニューを購入し、メニュー写真にハッシュタグ（#ジョイナス

HOTorCOOL）を付けてつぶやくと、投稿者の中から抽選で10名様にキル フェ ボン ギフトカード3,000円分をプレゼントします。 

是非、ジョイナスでイロイロな HOT と COOLを味わって、Twitter でみんなと感想を共有して楽しんでください。 

 

あなたは刺激的な HOT 派？それともひんやり COOL 派？ 

『夏を味わう グルメフェア』 
7 月 19 日（火）～8 月 22 日（月） 

「ダイヤキッチン」「JOINUS DINNIG」をはじめ、ジョイナス全館にて開催！ 

 



■『夏を味わう グルメフェア』 概要 

 

【開催日時】       平成 28年（2016年）7月 19日（火）～8月 22日（月） 

【会場】        「ダイヤキッチン」を含むスイーツ＆フード店舗、「JOINUS DINING」を含むレストラン＆カフェ店舗 

【参加店舗・メニュー一覧】  全 77店舗 

＜飲食店＞ 
店舗名 フロア HOT/COOL メニュー名 価格（税込） 備考

1 古奈屋 ジョイナスダイニング（B1） COOL 夏の冷しカレーうどん ¥1,280
期間限定８月３１日まで
数量限定１日２０食

2 ステーキジョイント ジョイナスダイニング（B1） HOT サーロインステーキ（ハバネロソース） ¥1,680 期間限定７月１９日～８月２２日

3 東京北浜 ジョイナスダイニング（B1） COOL 冷しゃぶとたっぷり野菜定食 ¥1,080 夏季限定

4 東京純豆腐 ジョイナスダイニング（B1） COOL 東京純豆腐ビビン麺 ¥1,040 期間限定９月中旬まで

5 トゥルースープ ジョイナスダイニング（B1） COOL 今週の冷製スープ ¥680 期間限定９月１１日まで

6 マンゴツリーキッチン ジョイナスダイニング（B1） HOT 挽き肉のガパオ ¥950

7 三﨑市場 ジョイナスダイニング（B1） COOL 夏のピリ辛冷やしまぐろつけ麺 ¥843 並・大・特盛　同料金

8 野菜を食べるカレー キャンプエクスプレス ジョイナスダイニング（B1） HOT ゴーヤチャンプルカレー ¥990

9 洋麺屋五右衛門 ジョイナスダイニング（B1） COOL トマトソルベと北海道産モッツァレラの冷製カプレーゼ・マッサ風味 ¥1,242 期間限定８月下旬まで

10 ロッテリア ジョイナスダイニング（B1） COOL マジェラート ¥350

11 いらか ジョイナスダイニング（B2） COOL 宇治金時のかき氷 ¥648

12 魚敬 ジョイナスダイニング（B2） HOT うなぎにぎり ¥356 期間限定７月１９日～８月末

13 キッチンパレット ジョイナスダイニング（B2） COOL 白くまパフェ ￥410/￥626
期間限定８月３０日（火）まで
※種類によって販売価格が異なります。

14 銀座ライオン ジョイナスダイニング（B2） HOT ビヤホールプレート ¥4,838

15 サモアール ジョイナスダイニング（B2） COOL スプマンテアイスティ ¥800 スプマンテが無くなり次第終了

16 そばと天ぷら　石楽 ジョイナスダイニング（B2） COOL オクラとろろぶっかけそば ¥1,080

17 大龍 ジョイナスダイニング（B2） COOL 冷し中華 ¥890 期間限定８月末まで

18 タンメンワールド横濱一品香 ジョイナスダイニング（B2） COOL 緑涼冷麺（りょくりょうれいめん） ¥850 期間限定８月下旬まで

19 築地すしくろ ジョイナスダイニング（B2） COOL 夏のおすすめにぎり１１貫 ¥3,110 期間限定８月下旬頃まで

20 とんかつ和幸 ジョイナスダイニング（B2） HOT ロースかつ鍋御飯 ¥1,383 期間限定７月１９日～８月２２日

21 博多天ぷら　たかお ジョイナスダイニング（B2） HOT 夏の天ぷら定食 ¥1,400 期間限定８月末まで

22 バケット ジョイナスダイニング（B2） HOT チーズインハンバーグのデミグラスカレー ¥1,501 期間限定８月２２日まで

23 横浜なかや　大関本店 ジョイナスダイニング（B2） COOL 長茄子の煮びたし　冷製きしめん ¥950 夏季限定

24 ワイアード　カフェ 4F HOT WIRED HOTミーゴレン ¥1,080 期間限定７月１９日～８月２２日

25 ナナズグリーンティー 3F COOL 粒入りレモンソーダ ¥486

26 ドロップコーヒー 2F COOL フレッシュキウイのグラニテ ¥650 期間限定８月３１日頃まで

27 アフタヌーンティー・ティールーム B1F COOL フローズンレモンタルト（紅茶付き） ¥1,380 期間限定８月３１日まで

28 伊太利亜のじぇらぁとや B1F COOL アイスコーヒーチップ（ピッコロカップ） ¥280 期間限定８月３１日まで

29 オスロコーヒー B1F COOL ３種ベリーのフルーツティー ¥800

30 クラシックカフェラミル B1F COOL フロート メロンソーダ ¥978 期間限定９月１１日まで

31 クリスピー・クリーム・ドーナツ B1F COOL クール クリスピー サンド マンゴー＆バニラ with パイン ¥420 期間限定９月２０日まで

32 スターバックスコーヒー B1F COOL クラッシュ オレンジ フラペチーノ® ¥658
販売期間：８月３１日まで
※なくなり次第終了

33 マザーリーフ　ティースタイル B1F COOL 茶ッチーノ ¥480

34 まん天餃子 B1F HOT 島唐辛子餃子 ¥345 １列８個

35 ラ・セゾン B1F COOL 幸せポンチ♪ ¥756 期間限定７月１９日～８月２２日  

＜ダイヤキッチン＞ 
店舗名 フロア HOT/COOL メニュー名 価格（税込） 備考

36 アルデュール ダイヤキッチン（B1） COOL 桃マカロン ¥1,296

37 伊藤園 ダイヤキッチン（B1） COOL 煎茶 ￥1,080（80ｇ） 期間限定７月１９日～８月２２日

38 イリナ ダイヤキッチン（B1） COOL ソルベ ¥378
期間限定７月１９日～８月２２日
※なくなり次第終了

39 おかず本舗　佃浅 ダイヤキッチン（B1） COOL めんこいトマトジュレ ¥432

40 カルディコーヒーファーム ダイヤキッチン（B1） COOL コナビール ビックウェーブ・ゴールデンエール ¥464

41 喜久家洋菓子舗 ダイヤキッチン（B1） COOL トロピカルゼリー ¥400 期間限定７月１９日～８月２２日

42 崎陽軒　ジョイナス・ダイヤキッチン店 ダイヤキッチン（B1） COOL あんずゼリー～ひょうちゃん寒天入り～
1個：￥260

　6個入：￥1,560
期間限定９月末まで

43 京樽 ダイヤキッチン（B1） COOL 海鮮ちらしと冷やしうどん ¥594
期間限定８月２４日まで
数量限定１日限定１０個

44 久世福の献立屋 ダイヤキッチン（B1） COOL 飲む酢 ¥626

45 クラップ　ユア　ハンズ ダイヤキッチン（B1） COOL チョコフレーバー ￥350～ ※サイズにより価格が異なります。

46 桂林　常菜房 ダイヤキッチン（B1） COOL クラゲ、蒸し鶏ときゅうりの和え物 ￥399（100g）

47 コロンバン ダイヤキッチン（B1） COOL ババロアエリート ¥1,296 期間限定７月１９日～８月２２日

48 サティ― ダイヤキッチン（B1） COOL 水ようかんauショコラ 3コ入　\1,296
期間限定８月中旬まで
※なくなり次第終了

49 サラダカフェ ダイヤキッチン（B1） HOT 夏野菜のアヒージョ風サラダ ￥324（100ｇ） 期間限定７月１９日～８月２２日

50 ストラスブール ダイヤキッチン（B1） COOL チーズインバウム COOL ¥216 期間限定７月１９日～８月２２日

51 ちよだ鮨 ダイヤキッチン（B1） COOL 旬鮮築地だより ¥899 数量限定１日限定１０個

52 豆富　一丁庵 ダイヤキッチン（B1） COOL 山芋豆腐 ￥540（2P）
期間限定７月１９日～８月２２日
数量限定１日３０個

53 富華旬菜 ダイヤキッチン（B1） COOL 茄子といんげんの胡麻和え ￥367（100g)

54 日本橋錦豊琳 ダイヤキッチン（B1） HOT わさびかりんとう ¥370 期間限定８月１日～８月下旬

55 日本橋屋長兵衛 ダイヤキッチン（B1） COOL 金魚すくい ¥270 期間限定８月中旬頃まで

56 創菜いい菜　イイナスタイル ダイヤキッチン（B1） HOT １３種のスパイスが香るカレー風味唐揚げ ￥400（1P 200g入） 期間限定７月１９日～８月２２日

57 パステルデザート ダイヤキッチン（B1） COOL なめらかスイカゼリー ¥356
期間限定８月３１日まで
※なくなり次第終了

58 パティスリー・パブロフ ダイヤキッチン（B1） COOL パウンドケーキ「メロン」

20ｃｍホールサイズ:
￥1,700

　3分の1サイズ：
￥630

期間限定８月３１日まで

59 パリパリ焼モンブラン・菜の花 ダイヤキッチン（B1） COOL 焼きチーズタルト ¥250

60 ピースリーポケット ダイヤキッチン（B1） COOL 冷やし甘酒 ¥594

61 ふらんすやま ダイヤキッチン（B1） COOL 果ノ雫（かのしずく）フルーツゼリー ¥370 期間限定９月下旬頃まで

62 ポンパドウル　ダイヤキッチン店 ダイヤキッチン（B1） HOT 鎌倉珊瑚礁カレーパン ¥324

63 マ・クルール ダイヤキッチン（B1） COOL 夏ギフト　クルフル＆ジュレパフェ ¥3,780 夏季限定

64 豆狸 ダイヤキッチン（B1） COOL 黄金生姜いなり ¥108 数量限定１日２００個

65 マルシェ　フランセ ダイヤキッチン（B1） COOL フローズンデザート６個入 ¥1,620 期間限定８月中旬頃まで

66 マンゴツリーデリ ダイヤキッチン（B1） HOT 挽き肉のガパオ ¥750

67 横濱菓子ありあけ ダイヤキッチン（B1） COOL 赤煉瓦ゼリー６コ入り ¥1,620 夏季限定９月末頃まで

68 横浜中華街　華正樓 ダイヤキッチン（B1） HOT 四川風麻婆豆腐 ￥432（1P 320g入）

69 横濱長者町しげた ダイヤキッチン（B1） COOL 甘夏大福 ¥280 期間限定８月末頃

70 和の実　花こうろ ダイヤキッチン（B1） COOL 丸みかんゼリー ¥378 期間限定７月１９日～８月１４日  

＜スイーツ＆フード＞ 
店舗名 フロア HOT/COOL メニュー名 価格（税込） 備考

71 崎陽軒　ジョイナス店 ２F COOL あんずゼリー～ひょうちゃん寒天入り～
1個：￥260

6個入：￥1,560
期間限定９月末まで

72 キル　フェ　ボン １F COOL ハワイアンパインとライムのタルト
カット￥803／ホール

（25cm）￥7,668
期間限定８月３１日まで
※なくなり次第終了

73 ゴディバ １F COOL ショコリキサー　ホワイトチョコレートマンゴーパッションフルーツ ¥600 期間限定９月３０日まで

74 治一郎 １F COOL 治一郎・ゼリーセット ¥3,456 期間限定８月中旬まで

75 文明堂 １F COOL はちみつレモンカステラ ¥675
期間限定７月３１日まで（８月２日～８月３１日は、
ヨーグルトカステラに味が変わります。）

76 ポンパドウル　ジョイナス１F南口店 １F HOT 鎌倉珊瑚礁カレーパン ¥324

77 ポンパドウル　ジョイナス１F店 １F HOT 鎌倉珊瑚礁カレーパン ¥324  

 

 



【注目店舗】  

 

＜野菜を食べるカレー キャンプエクスプレス＞                  ＜古奈屋＞ 

（JOINUS DINING 地下 1階）                          （JOINUS DINING 地下 1階） 

                           

ゴーヤチャンプルカレー  990円（税込）                夏の冷しカレーうどん  1,280円（税込）                  

 

＜バケット＞                             ＜そばと天ぷら 石楽＞ 

（JOINUS DINING 地下 2階）                               （JOINUS DINING 地下 2階） 

                            

チーズインハンバーグのデミグラスカレー  1,501円（税込）           オクラとろろぶっかけそば  1,080円（税込） 

 

＜横浜中華街 華正樓＞                       ＜喜久家洋菓子舗＞ 

（ダイヤキッチン 地下 1階）                           （ダイヤキッチン 地下 1階）  

                    

四川風麻婆豆腐  1P 320g入 432円（税込）                 トロピカルゼリー  400円（税込） 

 

※営業時間 ダイヤキッチン 10：00～21：00 / JOINUS DINING 11:00～23:00  

一部営業時間が異なる店舗がございます。 

  



 

 

 

 

 

 

■『夏を味わう グルメフェア Twitterキャンペーン』 概要 

 

【応募期間】  平成 28年（2016年）7月 19日（火）～8月 22日（月） 

【内容】     夏を味わう グルメフェア対象メニューを購入し、メニュー写真にハッシュタグ『#ジョイナス HOTorCOOL』を 

付けてつぶやくと、投稿者の中から抽選で 10名様にキル フェ ボン ギフトカード 3,000円分を 

プレゼントします。 

※ジョイナスアカウント（@sotetsujoinus）のフォローが参加条件となります。 

※当選者にはダイレクトメッセージをお送り致します。 

 


