2O14

予定
18：00〜21：30（元町通り3丁目15：00〜21:30 ／元町仲通り3丁目のBeauty & Healthコーナー 15：00〜20：00）

食・職人の饗宴。

フードフェアはお得な前売りチケットで!!
チケット1,000円分を900円で販売
前売券販売場所（販売期間 10/1〜10/19）

●1丁目：ウチキパン／グリーンサム ●２丁目：けみく／霧笛楼元町仏蘭西菓子店
●代官坂：代官坂元町アントギャラリー／横濱増田窯本店／イチカワ理容室 ●３丁目：CS事務局
●４丁目：大槻工房 ●汐汲坂：汐汲坂ガーデン ●５丁目：
（株）
セレスエステート元町支店／元町 久佑／
デアクライネ ラーデン東京 ●元町SS会事務局

1●ウチキパン
菓子パン
（3個入）…………………………………………………¥200
2●Peace Flower Market & Cafe
ミニスコーン
（3個） ………………………………………………¥500
3●コペラニ 元町
マラサダ６個入りBOX …………………………………………¥1,000
4●アトレーユ
ビーフシチューライス ………………………………………………¥700
チキンのミネストローネ風 ………………………………………¥500
具だくさんのクリームスープ ………………………………………¥500
鶏の唐揚 香味ソース ……………………………………………¥300
5●PaPa JO'S
自家製サングリア
（赤） ……………………………………………¥500
自家製サングリア
（白） ……………………………………………¥500
6●オートクチュールhiromi&ビストロcafe M
ミニ元町キーマカレー丼 …………………………………………¥500
7●開運カフェ＆ダイニング はこにわプレート
開運だし茶漬け
（焼きみそと大葉を添えて） ……………………¥400
8●塩ら〜麺 本丸亭
本丸塩スープ ……………………………………………………¥300
ミニまんま丼 ………………………………………………………¥300
9●リオスボングスタイオ
ポルケッタ ノルチャ風（100g) ……………………………………¥600
サルシッチャ
（1本）…………………………………………………¥600
10●香炉庵
みたらし団子（実演）………………………………………………¥100
栗おこわ ……………………………………………………………¥400
わらび餅（すだち入）………………………………………………¥200
11●三郎寿司
サバ寿司 …………………………………………………………¥700
助六寿司 …………………………………………………………¥600
穴子寿司 …………………………………………………………¥800
12●三日坊主
ミニマグロ漬け丼 …………………………………………………¥600
ミニ中トロ漬け丼 …………………………………………………¥800
ミニトロかつおネギダレ丼 …………………………………………¥500
13●SLOW CAFE
スパークリングワイン グラス赤・白（イタリア産）…………………¥500
グラスワイン赤・白（イタリア産）……………………………………¥500
14●DINING BAR WHY NOT?
ジャークチキン
（チキンのグリル）
とフライドポテト…………………¥600
超あったまるほっとサングリア ……………………………………¥400
15●横濱人
大きい白ハマグリ地酒蒸し
（ホンビノス貝）………………………¥600
鶏の香味竜田揚げ ………………………………………………¥500
地 酒 ……………………………………………………………¥400〜
焼 酎 ……………………………………………………………¥400〜
フルーツ酒 ………………………………………………………¥400〜

16●フィッシャーマンズワーフ
クラムチャウダー メルバトースト付き………………………………¥500
マウイブラン
（パイナップルワイン）…………………………………¥500
ヨコハマ
（カクテル）…………………………………………………¥500
17●フランス菓子 料理教室 Eiko Morita
モトマチ塩プリン
（プレーン）………………………………………¥300
モトマチ塩プリン
（アールグレイ） …………………………………¥400
ミートパイ …………………………………………………………¥400
18●モカベアコーヒー
カヌレ バニラｏｒチョコ ……………………………………………¥200
モカコーヒー豆 100ｇ/袋 …………………………………………¥500
モカコーヒー（ホットドリンク） ……………………………………¥300
19●et- MOTOMACHI
京野菜カレー ………………………………………………………¥500
20●横濱元町 霧笛楼
オマール海老と一戸産シイタケのフリカッセ サフラン風味 ……¥800
やまゆりポークの網焼き 粒マスタードソース 横浜しずはまキャベツ添え …¥700
21●STARLIGHT CAFE
フォアグラハンバーガー …………………………………………¥500
22●日本茶専門店 茶倉 SAKURA
ミニミニ抹茶パフェ ………………………………………………¥500
ミニミニほうじ茶マロンパフェ ……………………………………¥500
23●Italian&Tea Room KANDY
ペンネと若鶏の柔らかトマト煮込み〜ローマ風〜 ………………¥600
甘くてスパイシーな魅惑の「チャイ」 ……………………………¥400
24●Bar ホラフク
チーズ スンドゥブ …………………………………………………¥500
自家製 梅酒、泡盛梅酒 …………………………………………¥500
焼酎、泡盛 各種 …………………………………………………¥400~
マッコルト …………………………………………………………¥500
25●トラットリア元町
コルティナダンペッソのホットワイン………………………………¥400
ベネチア アドリア海のカニ汁 ……………………………………¥400
マルコポーロPASTA ミラノ万博 日本代表パスタ
（農林水産省選出） …¥800
26●Bistro BéBé
香草とガーリックの香りをつけた仔羊のロースト ………………¥300
ホットワイン〜パリの思ひ出〜 ……………………………………¥300
ホワイトチョコとバナナのティラミス〜バナミス〜 …………………¥400
27●テンガロンハット
モンタナキャラメル ………………………………………………¥300
オレゴンWチーズ …………………………………………………¥400
28●たまや
とりもも焼 …………………………………………………………¥600
とりもも唐揚（岩手地鶏使用） ……………………………………¥300
焼とり
（岩手地鶏使用）……………………………………………¥200
2014年9月12日現在の予定メニューです。
内容や価格は変更する場合がございます。

29●ビストロ エルエラ
骨付き鶏もも肉のコンフィ …………………………………………¥600
エルエラ特製！
！フレンチトースト …………………………………¥500
フランス産ワイン
（赤・白） …………………………………………¥400
30●御料理茶つぼ
はも天丼 …………………………………………………………¥600
復活！ 白い豚汁 …………………………………………………¥400
女将のお酒 ……………………………………………￥400〜￥600
31●汐汲坂ガーデン
秋の実りのビーフカレー …………………………………………￥600
タイ風チキンバーベキューサラダ添え …………………………￥400
松の実と砂肝のスパイシーオーブン焼き ………………………￥300
32●時遊陣
牛すじ串煮込（２本） ……………………………………………￥300
元町シュウマイ
（２個） ……………………………………………¥300
とり照焼き弁当 ……………………………………………………¥500
焼豚２種盛合せ …………………………………………………¥500
当店おすすめの日本酒・焼酎（越乃寒梅、一刻者他）……………¥400
33●CHINESE DINING 元町 心心相印
もちもち 水餃子 …………………………………………………¥400
当店いち押し！
！こだわりの大根餅（２枚） ……………………￥300
絶品 とろける豚丼 ………………………………………………￥600
極旨！
！フカヒレスープ ……………………………………………￥500
34●Kaoris
ボロネーゼラザニア ………………………………………………¥600
チキンティカ ………………………………………………………¥300
アップルパイ
（２個） ………………………………………………¥300
焦がしバターのマドレーヌ …………………………………………¥100
ベルベットショコラケーキ …………………………………………¥100
35●ポンパドウル
ウインナードッグ ……………………………………………………¥300
横須賀海軍カレーパン ……………………………………………¥200
棒ドーナツ …………………………………………………………¥100
36●ブラスリ リパイユ
鶏もも肉のコンフィカレー …………………………………………¥600
野菜のクラフーティ ………………………………………………¥400
ガトー・バスク ………………………………………………………¥400
ワイン ………………………………………………………………¥500
37●WINEHALL 元町倶楽部
黒毛和牛の元町ステーキ …………………………………………¥600
38●元町 ふた川
ミニ生まぐろ漬丼 …………………………………………………¥600
牛スジ塩煮込大根 ………………………………………………¥500
穴子棒寿司 ………………………………………………………¥500
39●ピッツェリア マルゲリータ
ピアディーナ＆ブラッドオレンジ ……………………………………¥500
赤＆白 ワイン ……………………………………………………¥500
40●もとまちユニオン元町店
ポークチョップ バーベキューソース ……………………………¥1,000
マッサマンカレー …………………………………………………¥500
クロックムッシュ ……………………………………………………¥300
アリュメットフロマージュ(2本）……………………………………¥200
カサーレ・ベッキオ/モンテプルチアーノ・ダブルッツオ
（赤）………¥500
カサーレ・ベッキオ/ペコリーノ
（白）…………………………………¥500
41●大木ハム
コロッケ（3個） ……………………………………………………￥200
42●CAFÉ Trendy
シューマイ
（4個）……………………………………………………¥400
43●cafe & bar MÉLI-MÉLO
自家製ホットジンジャーレモネード …………………………………￥500
ホット・チャイ ………………………………………………………￥500
ホット・チャイ・ラム …………………………………………………￥600
グリーンカレー ……………………………………………………￥600

44●元町 久佑
フードフェア限定！
！和風ローストビーフ丼 …………………………¥700
合鴨のつくね入りカレーうどん ……………………………………¥500
シャケとキノコの炊き込みご飯 ……………………………………¥500
鶏レバーと砂肝、ハツの生姜煮、
セロリのきんぴら付き …………¥400
久佑玉子 ……………………………………………………………¥200
日本酒・焼酎・泡盛・果実酒 ………………………………￥300〜￥400
45●J PASTA
昭和のプレミアム ナポリタン ………………………………………¥600
46●元町 都すし
炒飯（２５日） ………………………………………………………¥600
イカの印籠（２５日）…………………………………………………¥600
稲荷寿司
（２５日） …………………………………………………¥100
握り寿司３貫（２6日） ………………………………………………¥600
玉子焼（２6日） ……………………………………………………¥200
47●Natural Essay
ソフトクリーム ………………………………………………………¥300
48●紅茶専門店 ラ・ティエール
絶品！門外不出の伝統レシピで作るアップルパイ …………………¥500
手軽につまめるフィンガーフード …………………………………¥400
本格チャイを使ったアフォガード …………………………………¥300
49●岩手の産品 一戸産直夜市
野菜各種…… ……………………………………………………¥100〜
「Beauty & Health」サービスブース
（15：00〜20：00）
50●BAY SPA
バラ香るハンドゴマージュ …………………………………………¥500
51●SUGARVINE
フェイスヘッド ……………………………………………………¥1,000
アロマ フット リフレ ……………………………………………¥1,000
52●Moisteane 元町サロン 〜エフシャープマイナー〜
（25・26日）
ものがたりタロット 15分 ………………………………¥1,000
（25日限定）天体で読む手相鑑定 ………………………………¥1,000
（26日限定）AZUの似顔絵 ………………………………………¥500
53●プアメリア ハワイアンロミロミ ＆ 美容鍼灸
ハワイアンロミロミ ハンド＆腕 10分 ……………………………¥800
ハワイアンロミロミ 肩 首スッキリ 10分 …………………………¥800
54●Jellish
簡単*ヘアアレンジ* ………………………………………………¥1000
ポイントメイク ………………………………………………………¥500
55●フットケアサロンaplicie
リフレクソロジー …………………………………………………¥1,000
美姿勢チェック …………………………………………………¥1,000
56●FOREST〜hair&healing(26日のみ）
数秘術リーディング（20分） ……………………………………¥1,000
57●Precious-color ※オーラソーマの名称は、オーラソーマプロダクツ社の登録商標です。
オーラソーマ® バースデーボトル（15分）……………………¥1,000
オーラソーマ® イヤーボトル（15分） …………………………¥1,000
オーラソーマ® レスキューボトル（15分） ……………………¥1,000
58●IXCHEL Nail Salon
ネイルアート
（１本）…………………………………………………¥300
ボディジュエリー …………………………………………………¥1,000
つやつや爪磨き …………………………………………………¥1,000
♪SPECIAL LIVE♪

25日●山岡美香バンド／小寺里奈／Misty Riverside／Voice of Strings／Last Pint
26日●山岡美香バンド／小寺里奈／Misty Riverside／金武功バンド／よっしーず

2014年9月12日現在の予定メニューです。
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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 後援●協同組合 元町SS会 協力●元町嚴島神社／元町プラザ会／元町河岸通り会／元町自治運営会
協賛●東日本旅客鉄道株式会社横浜支社／横浜高速鉄道株式会社／キリンビールマーケティング株式会社横浜支社／メルシャン株式会社／サントリーフーズ株式会社／タカナシ乳業株式会社／
日本たばこ産業株式会社／アメリカ山公園パートナーズ
（西武造園株式会社・横浜緑地株式会社）
／株式会社ホテルニューグランド

