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問い合わせ

MARINE & WALK YOKOHAMA
（マリン アンド ウォーク ヨコハマ）
℡045-680-6101（受け付け時間 午前11時～午後6時30分）
横浜市中区新港1-3-1。午前11時～午後8時（レストランは午後11時
まで）。※一部店舗は異なります。不定休

マリン＆ウォーク
※写真は、実際のメニュー数・量と異なります。仕入れの都合で変更になる場
合もあります。料金はすべて税込み

冬の女子会
　今年3月にオープンした「MARINE ＆ WALK YOKOHAMA」。初めての冬を迎え「MARINE 
＆ WALK MELLOW Xmas Days」を開催中です。多彩なレストランでは、目も舌もココロも満
たす女子会メニューが用意され、誰とどこへ行こうか迷ってしまうほどのラインアップ。さらに、
9店舗の女子会コースが楽しめる読者限定プレゼントも！　さて、どこをリザーブする？

MARINE & WALK YOKOHAMA

海辺を舞台に多
彩なレストランで

江戸前の漬けマグロや寿司を味わう粋
　本場江戸前の漬けマグロをはじめ、旬のネタが美味な寿司を用意。
そのほか焼き物や揚げ物、茶碗蒸しなど粋に和食を楽しんで。

【BASHAMICHIコース】1人4500円　◆海鮮カルパッチョ（マグロ・タイ・
サーモン・甘エビ） ◆マグロほほ肉焼 ◆ホタテ串揚げ ◆薩摩揚げ ◆にぎり（中
トロ・ホタテ貝・イクラ・アジ） ◆にぎり（アナゴ・ウニ・漬けマグロ） ◆お椀 
◆茶碗蒸し ◆アイス ※2人以上。要予約。2017年1月31日（火）まで
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℡045-228-8225 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時30分）

築地玉寿司  YOKOHAMA BAY２階
ツキジタマズシ ヨコハマベイ

ハサミでカットする美味なる「ラケット」
　窯で焼いた本格ナポリピッツァをはじめ、ショート＆ロングパスタ、メ
インには人気のミートボールが登場。ハサミで切り分けるピッツァ「ラケ
ット」は、ハンドルをかたどったミミがキュート！

【女子会コース】1人3218円　◆前菜の盛り合わせ ◆ピッツァ ◆パスタ2種 
◆メイン料理 ◆デザート ◆カフェ ※2160円の追加で150分の飲み放題も
ＯＫ。2人以上。要予約。2017年1月31日（火）まで
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℡045-323-9610 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時）

A16２階 エー シックスティーン

お酒に合うおばんざいと釜飯でほっこり
　おだしと味わうトマトなどの前菜に、旬の食材を使用した天ぷらやお
刺身、茶わん蒸しなど、お酒に合うおばんざいたちが満載。〆は、炊
き立て釜飯と、肉か魚か選べるメインのおかずで大満足。

【女子会コース】1人3000円　◆前菜 ◆揚げ物 ◆焼き物（肉or魚） ◆釜
飯（茶飯） ◆アイス ◆2時間飲み放題 ※2人以上。2日前までに要予約。
2017年1月31日（火）まで
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℡045-263-6096 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時）

TSUKUMI２階 ツクミ

海の幸が大集合！ 珠玉のラインアップ
　サラダやフリット、ピッツァ、パスタなど、魚介好きにはたまらない！
海の幸が盛り込まれた珠玉のメニューが6品。

【ピッツァ・パスタプラン】1人2700円　◆ワカモレディップ＆トルティーヤチッ
プス ◆スモークサーモンとマンゴーのクロスティーニ ◆蟹とロメインレタスのク
ラシック・シーザーサラダ ◆ヤリイカのセモリナ粉フリット チリマヨネーズ添え 
◆湘南しらすとアンチョビのクリスピー・ピッツァ ◆ムール貝・アサリ・蛤とズッ
キーニのジェノべーゼ ※3人以上。要予約。2017年1月31日（火）まで
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℡045-323-9555 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時）

シロノシーSHIRONOSEA２階

パエリア専門店でスペイン料理の真骨頂を
　本場、スペイン国際パエリアコンクールでチャンピオンになったパコ・ロドリ
ゲスさんがプロデュースのパエリア専門店で、スペイン料理の真骨頂を堪能！

【女子会コース】1人4320円　◆本日のサラダ ◆小海老のアヒージョ＆バ
ゲット ◆フライドポテトブラバソース ◆選べるパエリア ◆デザート ◆選べる
ドリンク2杯（アルコール各種、ソフトドリンク、カフェ） ※2人以上。要予約。
2017年1月31日（火）まで
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℡045-226-4008 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時）

ミゲルフアニMIGUEL Y JUANI２階

ハワイアンなロコモコにドーナツのおみやげ
　定番料理のロコモコに、3種のドレッシングで味わう食べ放題のサラ
ダも。デザートのガトーショコラとおみやげのドーナツがうれしい。

【女子会コース】1人2700円　◆3種のドレッシングのサラダ食べ放題 ◆ア
ラカルト3種（前菜・ロコモコ・ポテト） ◆デザート（ガトーショコラ） ◆おみや
げ（1人にひとつ好きなドーナツ）※プラス300円で1ドリンク。2人以上。要
予約。2017年1月31日（火）まで
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℡045-226-3040 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後10時）

KAKA'AKO DINING & CAFE / 
KAMEHAMEHA BAKERY

２階

カカアコ ダイニングアンドカフェ ／ カメハメハ ベーカリー

香り豊かな王道・タイ料理で乾杯
　タイ人シェフが作る、香り豊かなタイ料理の王道メニューを存分に。

【アロイコース＋2時間飲み放題】1人4500円〈2017年2月28日（火）までの
限定価格。通常5000円〉 ◆前菜（タイのえびせん、青パパイアの生春巻き、
春雨シーフードサラダ、エビのすり身揚げ、タイ風焼き鶏ピーナツカレーソース） 
◆メイン（鶏肉入りグリーンカレーとジャスミンライス） ◆デザート（タピオカミル
ク） ◆2時間飲み放題 ※2人以上。要予約。2017年2月28日（火）まで
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℡045-226-5530 ランチ＝午前11時〜午後3時（ＬＯ午後2時30分）
※土・日曜、祝日は午後5時まで（ＬＯ午後4時30分）
ディナー＝午後5時〜11時（ＬＯ午後10時）

２階 Blue Papaya THAILAND
ブルーパパイア タイランド

熱々の小籠包をキリッと冷えたワインで
　熱々の小籠包に冷えたスパークリングワイン。クセになる楽しみ方。

【女子会コース】1人3980円　◆小籠包（カニ・豚各1つずつ） ◆季節野菜
のサラダ ◆香港式エビのマヨネーズ和え アボカド入り ◆挽肉と高菜のチャー
ハン ◆杏仁豆腐 ◆90分飲み放題（スパークリングワイン、サングリア、スプ
リッツァー、オレンジジュース、ジンジャーエール、ウーロン茶） ※2人以上。
要予約。2017年1月31日（火）まで
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℡045-662-6701 ランチ＝午前11時〜午後３時（ＬＯ午後２時30分）
※土・日曜、祝日は午後４時まで（ＬＯ午後３時）
ディナー＝午後５時30分〜11時（ＬＯ午後10時）

２階 JOE’S SHANGHAI NEWYORK
ジョーズ シャンハイ ニューヨーク

カジュアルフードにスイーツも！　
グルメなフードマーケット
　ロサンゼルス発のセレクトショップ「Fred 
Segal」がプロデュースするフードマーケット
には、国内外の個性豊かなカジュアルフー
ドやドーナツ、アイスクリームなどが楽しめ
る4店舗が集結！

1 2 3 4

ハンドメイドのシロップで作るオリジナルドリンク
　自家製ジンジャーエール、冬季メニューのホットチリココア〈12月1日（木）
から販売スタート〉にシトラスミックスホットレモネードなど、お店でハンドメイ
ドしたシロップを使用した、オリジナルソーダドリンクにフードメニューも。
◆ホットアップルサイダー 486円　◆チョコレートブラウニー 205円

℡045-263-6448 午前11時〜午後8時

1階 COMMUNITY MILL / SODA BAR
コミュニティ ミル ／ ソーダ バー

※テークアウト販売

糖質ＯＦＦバンズでココロおきなくハンバーガー
　糖質ＯＦＦバンズと100％ビーフを使用したヘルシーなハンバーガー
が自慢。定番のハンバーガーやスイートチリチキンバーガー、BLTバー
ガー、ダブルパテのスウェルバーガーなど全6種類（1200円〜1800円）。
◆アボカドチーズバーガー 1500円

℡045-222-6510 午前８時〜午後９時

&Swell1階 アンド スウェル

1階 THE MART AT FRED SEGAL
ザ  マート  アット  フレッド  シーガル

℡045-277-1071　午前11時〜午後９時

1 好きなドーナツ3つ 1080円

CAMDEN’S BLUE★ DONUTS
カムデンズブルー スター ドーナツ

2 リンゴの赤ワイン煮サンデー 650円
※1日限定20食。12月1日（木）〜2017年1月31日（火）まで

THE MART ICE CREAM HANDELS VAGEN
ザ  マート アイスクリーム ハンデルスベーゲン

タコライス ドリンクセット 1014円3
Aloha Amigo
アロハ アミーゴ

自家製ロティサリーチキン 2700円
※12月1日（木）〜25日（日）は2個めから半額に
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SALUD FRED!
サルー フレッド

気軽に楽しむなら

　にぎやかにテーブルを囲んで、セイボリーパイをシェア。フレッシュな
サラダやメイン料理に、2種から選べるデザートパイはドーンとホールで
登場。サクサクの焼きたてパイに、もうみんな夢中！

【女子会コース】1人4800円　◆コブサラダ ◆パイ4種（シェフチョイス） ◆肉
or魚料理 ◆デザート（シトラスパイorミルフィーユ※ホールは6人以上で） ◆フ
リードリンク ※2〜30人。3日前までに要予約。2017年1月31日（火）まで

焼きたてのサクサクパイにみんな夢中！ 2

℡045-227-6777 午前11時〜午後11時（ＬＯ午後9時30分）

1階 パイ ホリックPie Holic

MARINE & WALK MELLOW Xmas Days
ファーストクリスマスを盛り上げるイベントが満載！

　「MARINE ＆ WALK MELLOW Xmas Days」は、一つ一つ異なる流
木で創作し、自然の温もりを表現したクリスマスツリーをメインに、柔らか
な明かりとともに温かいクリスマスイベントをお届け！　12月25日（日）まで。

※写真はすべてイメージ

▲12月3日（土）・23日（金・祝）・24
日（土）
　ホットワインを味わいながらミュ
ージシャンたちの奏でる生演奏に
身をゆだねて楽しむ特別なステー
ジ。MARINE ＆ WALK内ストリー
トなどで。五感全てで音楽に触れ
る素晴らしさをぜひ。（ホットワイン
は数量限定）

Xmas LIVE

▲12月10日（土）・11日（日）。各
日①午後1時から ②午後2時30分
からの2回開催
　MARINE ＆ WALK内中央海側
スペースで、クリスマスオブジェ・リ
ース創作を。各回先着10人。参
加費3000円。MARINE ＆ WALK
ホームページで予約を。

WORK SHOP

▲12月の毎週末の土・日曜、祝
日 ※25日（日）を除く　午前11時
〜午後6時※23日（金・祝）・24日

（土）は午後8時まで
　「ナチュラル」「グリーン」「ギフト」「オー
ガニック」の４つをテーマにした「Xmas 
MARKET」をMARINE ＆ WALK内
ストリートで開催。多くのお店が、
期間限定SHOPとして登場します。
あなたのお気に入りを見つけて！

Xmas MARKET

読者限定プレゼント

　1〜9のレストランの「女子会コース＆プラン」に、抽選
で各店１組（４人分）、合計9組36人をご招待！　
応募締め切りは、12月7日（水）。

シティリビング横浜Web

詳細＆応募はシティリビング横浜Webへ
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左上基点
X=26.89㎜
Y=16㎜
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