
 

 平成 29年（2017年）7月 11日 

株式会社相鉄ビルマネジメント 

 

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（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、

「JOINUS DINING」を含むレストラン＆カフェ店舗と「ダイヤキッチン」を含むスイーツ＆フード店舗では、これから始まる暑い夏へ

向けて、その日の気分で選んで、楽しめる「がっつり」OR「さっぱり」メニューをイロイロ集めた「ジョイナス夏グルメ」を平成 29 年

（2017年）7月 18日（火）から 8月 21日（月）まで開催致します。 

 

JOINUS 夏グルメ がっつり OR さっぱり メインビジュアル 

 

ジョイナスの飲食・食品店舗から、スタミナ満点「がっつり」・あっさりヘルシーな「さっぱり」をキーワードに、全 46 店舗から夏グ

ルメをご紹介します。がっつりメニューからは、「ステーキジョイント」の、こだわりのＵＳ産ブラックアンガスビーフ 100％『サーロイン

ステーキ』をはじめとして、1974 年横浜創業の紅茶専門店「サモアール」の、7 色のスポンジとバタークリームを重ねた、お友達

とシェアして食べたくなるボリューム満点「ジャンボレインボーケーキ」（1 日 5 個限定）といった、がっつりスイーツまで！さっぱりメ

ニューのおすすめは、「オービカモッツァレラバー」から、長野県産フルーツトマトを使用して、水牛モッツァレラとバジルで彩り豊

かで涼しげな「フルーツトマトの冷製パスタ」など、この時期だけ、ジョイナスだけの嬉しいメニューがほかにもイロイロ！ぜひこの機

会に、ジョイナスへお越しください。 

ジョイナスのイロイロ夏グルメ！ 

スタミナ満点「がっつり」ORヘルシー「さっぱり」!! 
2017 年 7 月 18 日（火）～8 月 21 日（月）開催 

暑い夏は駅直結でグルメを楽しむ！”超駅近”女子会メニューも！ 



■『ジョイナスの夏グルメ』概要 

 

【開催日時】       平成 29年（2017年）7月 18日（火）～8月 21日（月） 

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

【冊子ビジュアル】 

 

【参加店舗・メニュー一覧】  全 46店舗  

         

 

店名 メニュー名 フロア カテゴリ 価格 説明

1 ナナズグリーンティー いくらのお茶漬け 3Ｆ さっぱり ¥972 北海道産のいくらをたっぷりのせた贅沢なお茶漬けです。

2 ドロップコーヒー パストラミサンド 2Ｆ がっつり ¥490 パストラミビーフがたっぷり入ったバケットのサンドイッチです。

3 アンティコカフェ　アルアビス コトレッタ／レモンソーダ 1Ｆ がっつり \480/\550
鶏むね肉のカツレツと揚げナスをピリ辛トマトソースで仕上げました。レモンの果汁を搾ったレモンソーダと一緒にお楽

しみください。

4 プロント　イル　バール きのこのペペロンチーノ（ドリンクセット） 1Ｆ がっつり ¥890
ふんだんに使用したソースとたっぷりキノコが魅力。フライドガーリックが食欲をそそります。

※17：30以降は単品690円。

5 アフタヌーンティー・ティールーム
ハニーチキンとアボカドのサラダプレート　フードセット（紅茶

付）
Ｂ1 さっぱり ¥1,300

蜂蜜とビネガーでマリネしたローストチキンやアボカド、フレッシュオレンジなどをトッピング。※曜日・時間帯により、

セット内容・価格が異なります。

6 トゥルースープ 冷製スープ（週替り） Ｂ1 さっぱり \690（1種） ひんやりなめらかな口あたりの冷製スープを週替りで1種類ずつ提供します。

7 オスロコーヒー レモン＆ミントのフローズンフロート Ｂ1 さっぱり ¥750 レモンとミントの香りのフローズンドリンクにバニラアイスをのせました。

8 アンドダブルレインボー スーパーフードとローストチキンのサラダプレート ジョイナスダイニング（Ｂ1） さっぱり ¥1,393 新鮮な野菜とグリルチキンにヘルシーなキヌアをプラスした食べごたえあるプレートです。

9 かにチャーハンの店 半熟たまごのかに玉チャーハン ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥890 塩味ベースのチャーハンの上にかに玉をのせた看板メニュー。

10 神座飲茶楼 冷たい坦々麺 ジョイナスダイニング（Ｂ1） さっぱり ¥980 油の使用量が少ないためヘルシー。辛さの中にもコクと風味を合わせ持った上品な味わいの逸品。

11 牛たんとろろ麦めし　ねぎし とんてきセット ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥990 味わいの四元豚を低温でじっくり下調理し、厚切りでもやわらかく仕上げました。麦めしは、おかわり自由！

12 古奈屋 三元豚の冷し豚しゃぶカレーうどん ジョイナスダイニング（Ｂ1） さっぱり ¥1,380 アクセントにトマト生姜酢をかけた、夏にピッタリの冷たいカレーうどんです。

13 更科一休 冷し五目 ジョイナスダイニング（Ｂ1） さっぱり ¥950 冷たいそば、トマト、キュウリ、コーン、ゆで卵などに冷汁をかけてどうぞ。夏季限定。

14 ステーキジョイント サーロインステーキ ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥1,680 こだわりのＵＳ産ブラックアンガスビーフ100％。ガッツリボリューム満点のお肉をどうぞ！

15 東京北浜 吟撰　鰻重 ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥3,800 焼いて蒸してタレをつけながらまた焼いて、香り立つ関東風蒲焼！名産地、愛知三河産の鰻です。

16 東京純豆腐 東京純豆腐冷麺 ジョイナスダイニング（Ｂ1） さっぱり ¥1,100 スープをそのまま器に入れて、付け合せのビビンたれを入れてと、色々な食べ方を楽しめます。

17 日比谷松本楼 がっつりシーフードフライカレー ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥1,650 シーフドカレーにエビフライ、帆立フライ、イカリングとシーフードのフライをがっつりのせました。期間限定。

18 三﨑市場 ハイカラ丼 ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥951 人気の丼（まぐろ丼・天丼）のコラボ。一度で2種類の丼が楽しめます。

19 南青山野菜基地 南青山野菜カレエ ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥880 おなかがいっぱいでたったの480キロカロリー。ごはん富士（山）盛りが無料です。

20 野菜を食べるカレー　キャンプエクスプレス ＢＢＱカレー彩り野菜増し ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥1,490
ボリューム満点の豚バラブロックとおすすめの野菜が入ったスパイシーなカレー。

数量限定。

21 洋麺屋五右衛門 ごろごろビーフタンとナスのピリ辛トマトソース ジョイナスダイニング（Ｂ1） がっつり ¥1,242 大きめのカットの柔らかなビーフタンとピリ辛トマトソースで食欲増進！

22 いらか 抹茶あずきのかき氷 ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥756 風味豊かな抹茶とあずきの相性は抜群。夏季限定。

23 魚敬 サマーセット ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥1,188
本鮪赤身、地魚、生ほたて（塩レモン）、うなぎ（山椒）、タコ葱塩にわらび餅がついたお得なセットメニュー。数

量限定。※仕入により内容が多少異なる場合がございます。

24 えん 国産牛のステーキ ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,680 ミディアムに焼き上げた国産牛のステーキを塩、ガーリックチップ、おろしポン酢で。

25 オービカ　モッツァレラバー フルーツトマトの冷製パスタ ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥1,940 長野県産フルーツトマトと水牛モッツァレラ、バジルの冷製パスタです。

26 オステリア　ウーヴァ・ラーラ
宮城県石巻港直送ビンチョウマグロのステーキ夏野菜とオリーブ

のタプナードソース
ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥2,200 宮城県石巻港より直送のビンチョウマグロを厚切りで焼き上げました。さっぱりとした味わいを夏野菜と一緒にどうぞ。

27 キッチンパレット シーフードカレーソースオムライス ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,112 ムール貝やエビなどの旨みがカレーとベストマッチ。ご飯はターメリックライスです。

28 銀座ライオン モッツァレラチーズとトマトのパスタと和風おろしハンバーグ ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,598 パスタには花畑牧場のモッツァレラを使用。バジルソースで2つの味をご賞味ください。

29 サモアール ジャンボレインボーケーキ ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥800 7色のスポンジとバタークリームを重ねたレインボーケーキ。1日5個限定。

30 そばと天ぷら　石楽 鱧天おろしぶっかけそば ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,280 骨切りしカラっと揚げた上品な味わいの鱧に、大根おろしをたっぷりとぶっかけそばにしました。

31 大龍 冷し中華 ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥890 チャーシュー、くらげ、錦糸卵、しいたけ煮、手づくりの具に正油だれで。8月末までの期間限定。

32 タンメンワールド横濱一品香 叉焼と大葉のさっぱりまぜそば ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥750 大葉、みょうがのさわやかな香りとラー油の辛さがマッチしたしょうゆ系まぜそばです。

33 ちゅら屋 ゴーヤーチャンプルー ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥1,015 沖縄の名物ゴーヤーを使ったチャンプルー（炒め物）です。

34 築地すしくろ 鮪ほほ肉丼 ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,296 まぐろの希少部位ほほ肉をピリ辛のソースで焼き上げました。

35 とんかつ和幸 特大ロースかつ御飯 ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,782 ロースの中でも脂身が豊富な肩ロースに近い部分を厚切りにし、じっくりと揚げました。ジューシーでボリューム満点。

36 バケット バターチキンカレー　（パン食べ放題付き） ジョイナスダイニング（Ｂ2） がっつり ¥1,340 皮はパリッと、身はジューシーに焼き上げたチキンをトッピングしたバケット流のチキンカレー。

37 横浜なかや　大関本店 長茄子の煮浸し冷製きしめん ジョイナスダイニング（Ｂ2） さっぱり ¥980 じっくりと煮浸しした長茄子のとろけるような味わいをご堪能いただける一品です。

38 パオパオ オリジナル2色の中華まん（チーズカレー×ニラ） ダイヤキッチン がっつり ¥238 カレーまんと塩ベースでシンプルなニラまんの2つの味が一度に楽しめる贅沢な一品。横浜店限定商品。

39 ぐるめどさんこ市場 松尾ジンギスカン特上ラム（もも肉） ダイヤキッチン がっつり ¥1,348
高たんぱく・低カロリーでがっつり食べても安心。厳選されたラムの中でも赤身主体の柔らかい肉を使用し、こだわり

の生タレにつけ込んだ逸品です。

40 桂林　常菜房 人気点心ニコニコセット ダイヤキッチン がっつり ¥864
桂林人気の点心を2個ずつ詰めたセット。

（小龍包、春巻、シュウマイ、エビ姿煮シュウマイ、ニラ饅頭）

41 ムサシデリ 8品目の野菜たっぷりステーキ弁当 ダイヤキッチン がっつり ¥972 大麦牛の切り落としステーキと夏野菜が入ったバランス弁当。

42 トップス
HITOTSUGIゼリー

(桜・湘南ゴールド・キウイフルーツ）
ダイヤキッチン さっぱり \324（1個） 国産品のフルーツ等をゼリーにしました。

43 マルシェフランセ 果実をたのしむミルフィユれもん　4個入 ダイヤキッチン さっぱり ¥540 爽やかな香りと酸味の広がるレモンクリームをパイでサンドし、レモン味のチョコレートでコーティングしました。

44 横濱菓子　ありあけ 横濱ハーバー　ゼリーセレクション　12個入 ダイヤキッチン さっぱり ¥1,296 湘南ゴールドゼリー、ブルーベリーゼリー、杏仁豆腐ゼリーを詰め合わせにしました。

45 銀座コージーコーナー メロンショート ダイヤキッチン さっぱり ¥410 メロンゼリーをサンドした夏季限定のショートケーキです。

46 ストラスブール チーズインバウム（クール）マンゴー ダイヤキッチン さっぱり ¥270 マンゴーとチーズを合わせた生地を流し込み、サクサクに焼き上げた期間限定商品です。



■『ジョイナス夏グルメ』おすすめメニュー 

 

 

            

               

         

 

 
 
 

  
   

                      

                            

 

               

 

 

 

■ジョイナスは話題のカレー店が密集する、カレーの激戦区！？夏は「がっつり」OR「さっぱり」どっちのカレー！？ 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

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

一部営業時間が異なる店舗がございます。 

ＢＢＱカレー彩り野菜増し 

\1,490（税込） 
 

ボリューム満点の豚バラブロックと

おすすめの野菜が入ったスパイシ

ーなカレー。/B1JOINUS DINING 

※数量限定 

 

サーロインステーキ 

\1,680（税込） 

こだわりのＵＳ産ブラックアンガス

ビーフ 100％。ガッツリボリューム

満 点 の お 肉 を ど う ぞ ！

/B1JOINUS DINING 

フルーツトマトの冷製パスタ 

\1,940（税込） 

長野県産フルーツトマトと水牛モ

ッツァレラ、バジルの冷製パスタ

です。/B2JOINUS DINING 

 

＜東京北浜＞ 

 

 

 

 

 

＜アンドダブルレインボー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サモアール＞ 

 

 

 

 

ジャンボレインボーケーキ 

\800（税込） 
 

7 色のスポンジとバタークリームを

重ねたジャンボレインボーケー

キ。可愛くて、大きくてビックリ！お

友達とシェア必須！ 

/B2JOINUS DINING※1日5個限

定 

 

※ 

 

HITOTSUGIゼリー 

(桜・湘南ゴールド・キウイフルーツ） 

各￥324（税込） 
 
国産品のフルーツ等をゼリーにし

ました。/B1 ダイヤキッチン 

 

鱧天ぶっかけそば  

￥1,280（税込） 
 
骨切りし天ぷらでカラっと揚げた

上品な味わいの鱧をさっぱりと大

根おろしをたっぷりとぶっかけそば

にしました。/B2JOINUS DINING 

 

 

＜トップス＞ 

 

 

 

 

 

＜そばと天ぷら 石楽＞ 

 

 

 

 

 

 
果実をたのしむミルフィユれもん 

4個入 \540（税込） 
 

爽やかな香りと酸味の広がるレモ

ンクリームをパイでサンドし、レモン

味のチョコレートでコーティングし

ました。 /B1 ダイヤキッチン 

 

 

＜マルシェフランセ＞ 

 

 

 

 

ジョイナスでは、カレー専門店やメニューとしてカレーを提供するお店が数多くあり、ここにしかない店舗をはじめ、東
京都内の有名店も立ち並び、カレーファンより密かに人気が高まっています。 

今回の「ジョイナス夏グルメ」でも多くのカレーメニューが登場していますので、要注目です！ 

 
＜日比谷松本楼＞ 

 

 

 

 

 

 

＜野菜を食べるカレー キャンプエクスプレス＞   

 

＜南青山野菜基地＞ 

 

 

 

 

 

 

 

がっつりシーフードフライカレー

￥1,650（税込） 
 
シーフドカレーにエビフライ 2 本、

帆立フライ 2個、イカリング 4個と

シーフードのフライをがっつりのっ

たカレー。/B1 JOINUS DINING 

※期間限定 

 

 

南青山野菜カレエ 

￥880（税込） 
 
おなかがいっぱいでたったの 480

キロカロリー。ごはん富士（山）盛り

が無料。/B1JOINUS DINING 

 

 

 

＜ステーキジョイント＞ 

 

 

 

 

 

＜オービカモッツァレラバー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サモアール＞ 

 

 

 

 



■ジョイナス女子会メニュー開催！一部店舗では特典も！  

 

 

 

 

 

【ビジュアル】 

 

 

【おすすめメニュー】 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、ジョイナス公式サイト特設ページをご覧ください。 

※掲載されているメニュー内容は予告なく変更になる場合がございます。 

【お問合せ先】 インフォメーション 045-316-3200 

ジョイナスがおススメする女子会にぴったりなお店をご紹介します。女子会にお勧めのメニューも掲載。（ホームペー
ジ公開 7月 18日(火)～8月 21日（月）） 
女子会ならではの嬉しい特典もついてくる、お得で嬉しいメニューはジョイナス公式ホームページより、要チェックです。 
 
「LET’S GIRLS TALK たまには “超駅近”で女子会しよ。」特設ページ 
http://www.sotetsu-joinus.com/joinusjyoshikai/ （7月 18日（火）より閲覧可能 終了期間 8月 21日（月）） 

モア アフタヌーンティーセット 

サマーセレクション ドリンク付き 

￥1,720（税込） 
 
お好みのスイーツが 4 品選べる

夏のスペシャルセレクション。セッ

ト限定の「カルピス」を使ったスイ

ーツとともにお楽しみください。

/B1★特典：ウェルカムティーサ

ービス（Today's Iced Tea） 

選べるハワイアンカクテルと 

PUPUのセット 

￥1,890（税込） 
 
見た目も華やかなハワイアンカク

テル 5 種とハワイアン PUPU（前

菜）2 種からお好きなものを 1 品

づつお選びいただけます。 

/B１JOINUS DINING 

 

チーズフォンデュ 

￥1,609（税込） 
 
女性に大人気のチーズフォンデ

ュです。10 種類以上の焼きたて

パン食べ放題付なので、みんな

で ワ イ ワ イ 楽 し め ま す 。

/B2JOINUS DINING 

★特典：ドリンクバー無料 

 

 

 

＜アフタヌーンティー・ティールーム＞ 

 

 

 

 

 

＜バケット＞ 

 

 

 

 

 

 

＜アンドダブルレインボー＞ 

 

 

 

 

 

 


