
主催　　　FMヨコハマ
後援　　　神奈川県／横浜観光コンベンション･ビューロー／横浜市文化観光局
協力　　　横浜ウォーカー
特別協賛　住宅情報館
協賛　　　AMC／ありあけ／ALPINE STYLE／イストワール／NEC神奈川支社／
　　　　　神奈川スバル／上閉伊酒造／崎陽軒／キリンビール横浜支社／
　　　　　キリンビバレッジ／三共消毒／ふくしまの米／シーボン.／下田海中水族館／
　　　　　セルスター工業／ダスキンレントオール／ドラEVER／プレミアムウォーター／
　　　　　朋栄／本坊酒造／宮川／横浜赤レンガ倉庫／横浜銀行／若竹 ほか

■問い合わせ／横浜グルメンタ2019事務局
　1045・453・6557

■会場／横浜赤レンガ倉庫 イベント広場
■住所／神奈川県横浜市中区新港1-1
■アクセス／みなとみらい線馬車道駅より徒歩約6分、
　　　　　　JR線・横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅より徒歩約15分

横浜赤レンガ倉庫 
イベント広場

会場

※雨天決行・荒天中止

6/15土 10:00～20:00
6/16日 10:00～17:00

日時

入場無料

ほのか ケント・フリック MITSUMI

MITSUMI

フィロソフィーのダンス

ケント・フリック

KANA 柴田 聡

6/15土 TIME TABLE

10:00～11:48 
メラタデサンデー　
横浜グルメンタ2019 SPECIAL

13:00～16:00 
住宅情報館 presents Lucky Me 
ギネス世界記録®チャレンジ SPECIAL 

10：00

12：00

14：00

16：00

11：00

13：00

15：00

17：00

6/16日 TIME TABLE

※公開生放送、イベント、ゲストなどは諸般の事情により、変更になる場合があります。予めご了承ください。

デタラメ!?DJ ケント・フリックが横浜グル
メンタの会場に登場! MITSUMIとともに会
場を盛り上げる。

DJ:ケント・フリック／MITSUMI

メラタデサンデー
横浜グルメンタ2019 SPECIAL
10:00～11:48

6/16日15:00～チャレンジ開始inイベント広場ステージ

1分間にどれだけの人とハグができるか「Most 
hugs given in one minute by an individual」に
チャレンジするのは、われらがDJ、柴田 聡。
事前に募集したリスナーが集結して、世界記録を
打ち破る!　現在のギネス世界記録ホルダーはア
メリカの86人ということで、100人超が果たせ
るか!? この模様は「Lucky Me」（ＦＭヨコハマ
13:00～16:00）で公開生放送される。HUG DJ：柴田 聡
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決定的瞬間を見逃すな!
ハグでギネス世界記録®に挑戦!!

新 た な 時 代 の 幕 開 け と と も に 、Ｆ ヨ コ 祭 り が パ ワ ー ア ッ プ !

FMヨコハマのおすすめ飲食店と
話題のキッチンカーがお目見えし、
グルメ三昧の2日間を満喫!

アーティストライブほか、FMヨコハマの人気番組にスペ
シャルゲストが登場! 見どころ満載のステージをお届け!

今年は２つのステージで!ＦＭヨコハマの人気番組を間近に観て・
聴いて楽しめる公開生放送やアーティストライブをお届け。

毎週ステキなゲスト
とリスナーの週末を
応援するレギュラー
番組。lolとアマネ
トリルを迎え、公開
生放送！

ゲスト：lol／アマネトリル
DJ:じゅんご／ほのか

God Bless Saturday
横浜グルメンタ2019 SPECIAL
13:00～15:55

アマネトリルlol

都会的でありながらも、どこか懐かしく、
70’ｓを彷彿させる音を奏でるMasahiroと
Yujinのユニット。お楽しみに！

アマネトリル SPECIAL LIVE 
19:00～
出演：アマネトリル

アマネトリル

HUG DJ柴田 聡がギネス世界記録に挑戦する
模様を完全生中継!  話題のアイドル、フィロソ
フィーのダンスがゲストで登場。スペシャル
ライブでチャレンジを応援します !  世界が注
目する（?）世界記録達成の瞬間を目撃しよう ! 

住宅情報館 presents 
Lucky Me 
ギネス世界記録®チャレンジ SPECIAL
13:00～16:00 
ゲスト：フィロソフィーのダンス
DJ：KANA／HUG DJ:柴田 聡
提供：住宅情報館

ゲスト：川嶋あい　
DJ:柴田 聡／福島 和可菜

Route 847
横浜グルメンタ2019 SPECIAL
16:00～18:30

ンス、ドライブが楽しくなるNonStop MIX、ランニングアドバイスなど、週末の
ライフスタイルを豊かにするプログラムが満載！

川嶋あいによるスペシャルパフォーマ 福島 和可菜柴田 聡川嶋あい

16:00～18:30 
Route 847
横浜グルメンタ2019 SPECIAL

13:00～15:55
God Bless Saturday
横浜グルメンタ2019 SPECIAL

19:00～ 
アマネトリル SPECIAL  LIVE
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メインステージ

メインステージ

サブステージ
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11:00～11:30 模擬ラジオショッピング

11:00～11:30 模擬ラジオショッピング

13:00～13:30 模擬ラジオショッピング

13:00～13:30 模擬ラジオショッピング

15:00～15:30 模擬ラジオショッピング

15:00～15:30 模擬ラジオショッピング

17:00～17:30 模擬ラジオショッピング

11:30～13:00 PRIME TIME　
女子会DJスペシャル 大山愛未×村上恵  
「青春から今に至るガールズトークと音楽」

13:30～15:00 
DJ KURIHARA プレゼンツ
「HULA SHOW」　MC：栗原治久

11:30～のサブステージには大山愛未（左）
と村上恵（中）が登場し、ここだけのとって
おきトークを展開。MCは栗原治久（右）。

じゅんご ほのか

CHECK!

公開生放送

公開生放送

公開生放送

公開生放送



※イメージ

渇いた喉を潤す
キリンビール
発売30年目の「一番
搾り」がさらにおい
しく進化しました！
新・一番搾り

冷たいソフト
ドリンクも充実
茶葉本来の爽やかな香
りと豊かな旨み、すっ
きりとした後味の本格
無糖紅茶「午後の紅茶 
おいしい無糖」｠

ありあけ 横濱ハーバー
ホズミンスペシャル
セレクション
ハーバー大使で
おなじみ、ホズ
ミンのイラスト
がかわいい「あ
りあけ横濱ハー
バー ホズミン
スペシャルセレ
クション」￥800
を限定販売

ＦＭヨコハマオリジナルグッズ
「Fヨコ ナニコレ！？はっぴじゃないT
シャツ」￥2,500や「Fヨコオリジナル手
ぬぐい」￥1,500などレアなオリジナ
ルグッズを販売

ＦＭヨコハマおすすめの店が登場!　各地で人気のキッチンカーもズラリ
と並び、飲んで・食べて話題のグルメで盛り上がろう。

❶横浜銀行／スマホアプリ「はまPay」決済

❷相模鉄道／11月30日 相鉄・JR直通線開業!
　素敵な商品が当たるガラポン開催

❸シーボン. ／無料お肌チェック、化粧品サン
　プルプレゼント、トライアルプランご案内

❹セルスター工業／ラジショピでも販売中、
　ドライブレコーダーのセルスター!

❺❻住宅情報館／キッズ向けお祭りゲームほか

❼崎陽軒／限定コラボ弁当 ほか販売

❽ありあけ／ホズミンハーバー ほか販売

❾ふくしまの米（JA全農福島）／福島の美味し
　いお米などの物産販売とPRブース

10プレミアムウォーター／家庭用ウォーター
　サーバー展示、100%天然水の無料試飲会

11ドラEVER／ドライバー求人サイト「ドラ
　ＥＶＥＲ」ご案内（パンフレット配布等）

1213ALPINE STYLE／デモカー展示

14神奈川スバル／運転支援システム「アイサ
　イト」体験

15ＦＭヨコハマ／グルメンタ総選挙投票所

16ＦＭヨコハマ／ラジオショッピング

17ＦＭヨコハマ／グッズ販売
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ロボスクーターエリアレストコーナー

レストコーナー

インフォ・飲食
チケット販売

インフォ・飲食
チケット販売

ドリンク
販売

レストコーナー

ＦＭヨコハマ
おすすめ店 キッチンカー協賛ブース

@FyokoG

10×20ｍのスペースにロボスクーター
コースを完備。重心移動だけで走るロボ
スクーターでスイスイ走り回ろう！ 外
周にはちびっ子たちが喜ぶミニエキス
プレスが走り、16種類から選べるフェイス
ペイントのブースもあって盛りだくさん

会場案内図

お楽しみキッズコーナー

wパティシエと管
理栄養士が作る、
おいしくてカラダ
に優しいメニュー
が大好評。ブラン
ドポーク高座豚を
100%使用したキ
ーマカレーと自家
製ナン、とろ～り
チーズが相性バツ
グン

w2017年にIcons of Whisky（IOW）世界
最優秀賞を受賞したマルスウイスキーや本
格芋焼酎「あらわざ桜島」など、鹿児島で
150年近く続く酒造の自慢の1杯に舌鼓。

マルスウイスキー
ツインアルプス㊨／
あらわざ桜島㊧
（グラス1杯）各￥300

本坊酒造1

w岩手県遠野は日本最大の
ホップ産地。遠野産ホップが
香るクラフトビールとビール
のおつまみ新定番 〝遠野パド
ロン〞のフリットで「ビールの
里・遠野」の味を満喫♪

遠野のホップ農家から
˜ IBUKI HOP SAISON ˜
（1杯）¥600～
遠野パドロンのフリット
（６個入り）¥600

ビールの里・
遠野4

焼きチーズキーマカレーナン
¥500

カレーと焼き菓子のお店 
キリン食堂2

r横浜、川崎中心に展開するお好み焼きの専門店。広島焼
をはじめ、焼きそばやお好み焼など鉄板で焼き上げるこだ
わりの味をお届け。香ばしいソースが食欲をそそる！

お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼 若竹
広島焼¥7006

r横浜中華街の実力派が参戦！ 豚肉とエビ、ニラがたっ
ぷり入った手作り点心。皮の両面を焼いているからパリッ
と香ばしく、ビールのおともにもピッタリだ

 馬さんの店 龍仙
海老入りニラまん（3個入り）¥5007

e酒の卸会社が運営する地元のラーメン店。グ
ルメンタでしか食べられない1日限定80食のレ
アメニューは、プリプリのカキと濃厚ダシがき
いた贅沢な味わいがクセになる

豪華プレミアム牡蠣らー麺¥1,500

らー麺つけ麺 みやがわ3

w肉好きを唸らせる
プレミアムバーガー
で知られるhasamu
のグルメンタ限定の
バーガーは、やわら
かい牛カルビを特製
旨味ソースで絡め、
酒粕天然酵母のバン
ズではさんだ逸品！

旨っ!ソース！の
牛カルビバーガー
¥700

横浜本牧 BURGER'S+CAFE  
h
は さ む

asamu8

tケチャップ味のナポリタンの元祖として知られる野毛
の老舗洋食店。2.2mmのモチモチ太麺で作る昔なつかし
い味は、昨年のグルメンタ総選挙第1位を獲得！　

センターグリル
横浜ナポリタン¥6005

r肉のプロが厳選した新鮮な牛肉を
注文受けてから焼き上げるステーキ。
オリジナルのタレがたまらない！

ステーキ丼
¥700 

どんなもん

❾ROUGE et NOIR ブラック醤油ラーメン
10幸せ餃子 焼き餃子、揚げ餃子
11オギノパン 揚げパン
12タピンチュ 沖縄産黒糖タピオカ
13たこ処久兵衛 創作たこ焼き
14牛タン久兵衛 牛タン
15小坊主。 生ビール、おつまみ
16すぅぷから揚げ東京 からあげ
17どんなもん ステーキ丼
18Loco Kitchen ガーリックシュリンプ
19氷屋bebe 富士山天然氷かき氷
20福篭 京風たこ焼き
21タイムフードサービス チーズハットグ、串もの
2287cafe 串焼きだんご
23からあげ専門店 すごいっ手羽 唐揚げ
24クレープサル クレープ
25横濱ワイナリー ワイン

キッチンカー 一覧

ALPINE STYLEが体験できるデモカーを展示
より魅力的なカーライフを創造するアルパインス
タイル カスタマイズカーを実際に見て、体感！

神奈川スバルで「アイサイト」を体感！
運転支援システム「アイサイト」体験と登坂体験が
できる。SUBARUの総合安全性能を体感しよう。

人気商品やおすすめ商品の案内や無料配布・試飲ほか、番組と
コラボした逸品やＦヨコのオリジナルグッズもお見逃しなく。

協 賛 ブ ー ス

rモチモチ食感のクレープ生地に、盛
りだくさんのフルーツとホイップ。ビ
タミンCや食物繊維もたっぷり

フルーツパラダイスクレープ
¥800 

クレープサル

r富士山麓の天然氷を使ったふわふ
わ食感が特徴のかき氷。シロップにも
こだわって産地厳選の自家製をお届け

富士山天然氷かき氷
（スタンダード）¥600 

氷屋ｂｅｂｅ

横浜グルメンタ2019のことを「＃グルメンタ」のハッシュタグを付けてつぶやいてね。

グ ル メ ン タ 総 選 挙 開 催 中 !

グルメチケットの裏面についている投票用
紙で投票すると素敵なプレゼントがもらえ
るよ。（投票場所：15ＦＭヨコハマブース）

みんなで投票して
グルメンタを
盛り上げよう！

llＦＭヨコハマおすすめ店ll

ll大人気キッチンカーll

イベント会場に登場!
子供が遊べるアトラクション

●日時
6/15土10：00～18：00
6/16日10：00～17：00
●料金
ロボスクーター¥500（1人／8分）
ミニエキスプレス¥500（1人／2周）
フェイスペイント¥500（１回／１種類）

崎陽軒がコラボ弁当　各日限定300食を販売
崎陽軒と、FMヨコハマ「FUTURESCAPE」の小山薫堂
と柳井麻希が横浜グルメンタ限定のコラボ弁当を企画！


