＜報道関係 各位＞
2017 年 1 月 13 日
株式会社 横浜赤レンガ

＜横浜赤レンガ倉庫 2017 年冬のイベントご取材のご案内＞
横浜赤レンガ倉庫では年間を通して、ご来場された方々に季節を感じていただけるイベントを開催しています。
今回は 2017 年 1 月下旬から 2 月上旬に開催する 2 つのイベントをご案内します。
※両イベントとも、オープニングセレモニーは実施いたしません。

4200 通り以上の具材の組み合わせから、お好み鍋が楽しめる！

『鍋小屋 2017〜冬の横浜赤レンガ倉庫でお熱く召し上がれ。〜』
＜2017 年 1 月 20 日(⾦)〜1 月 29 日(日) 計 10 日間＞

前回、初開催にもかかわらず、18 万人以上の方がご来場され、ご好評い
ただいたイベントをさらにパワーアップして開催します。
会場内の特設テント“鍋小屋”の中は、赤ちょうちんで賑わう横丁が広がり、
古き良き昭和の香りが漂います。懐かしい世界観の中で温かい鍋をゆっくり
お楽しみいただけます。
お召し上がりいただく鍋は大きく分けて２種類あり、１つ目はお客様
ご自身で食材や出汁を選ぶ「自分で作るこだわり鍋」です。メインの具材、
出汁、野菜、シメの具材をそれぞれ選ぶことで 4200 通り以上の組み合わせ
の中からオリジナルの鍋が作れます。さらに、今回は大根おろしで作るクマの
前回画像
デコ鍋トッピングが初登場。可愛いクマのトッピングで、お子様も喜ぶ鍋が
完成です。２つ目は地域の郷⼟料理や各店自慢のこだわり鍋を提供する「個性豊かなえらべる鍋」です。各地域や各店の味
が一堂に会し、一杯ずつの提供なので食べ比べが楽しめます。また、会場内で購入時に配布される割り箸の箸袋を館内の
対象店舗に持参するとお得なサービスが受けられる連動キャンペーンなども実施しています。

過去最多！18 店舗のいちごスイーツやグッズの専門店が集結
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『Yokohama Strawberry Festival 2017』
＜2017 年 2 月３日(⾦)〜2 月 12 日(日) 計 10 日間＞
2 月 3 日の初日は、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」と、栃木のとちおとめ大使に就任した「コリラックマ」、
福島県いわき市の農産物マスコットキャラクター「アグリン☆ファイブさる 1 号」が登場予定

本イベントは、2013 年に初めて開催し今回で 5 回目を迎えます。今回も、
会場内に設置された特設テントでは“いちごマーケット”を開催。初出店の３
店舗を含む過去最多の 18 店舗が出店し、限定のスイーツや、いちごにちな
んだグッズを販売します。また、毎年⼤好評のいちごの無料サンプリングに
2017 年からデビューした千葉県の新品種「チーバベリー」と、栃木県の高級
いちご「スカイベリー」が初登場。他にも日替わりで、前回同様「とちおとめ」と
「ふくはる香」のサンプリングを実施します。そして、今回も横浜市のいちご
農家さんが朝収穫したばかりの貴重ないちごを数量限定で毎⽇直売します。
特設テントの外では、お子様にお楽しみいただけるよう、いちごをモチーフにし
たトランポリンとアーチェリーのアトラクションも用意しています。さらに、横浜
前回画像
赤レンガ倉庫内の店舗でも栃木県のいちご「とちおとめ」、「スカイベリー」と福島県いわき市の「ふくはる香」を使用した限定コラ
ボメニューの販売や、いちごにちなんだワークショップも開催します。
寒い季節を楽しむ『鍋小屋 2017〜冬の横浜⾚レンガ倉庫でお熱く召し上がれ。〜』、『Yokohama Strawberry
Festival 2017』をぜひご取材下さいますようお願い申し上げます。
<この件に関する一般の方のお問い合わせ先＞
横浜赤レンガ倉庫 2 号館 電話：045-227-2002(代)

鍋小屋 2017〜冬の横浜赤レンガ倉庫でお熱く召し上がれ。〜
＜イベント概要＞
■期

間：2017 年 1 月 20 日(⾦)〜1 月 29 日(日) 計 10 日間
(雨天決⾏、荒天時は休業することがあります)
■時
間：12:00〜21:30 ※飲⾷の販売終了時間は 21:00
■場
所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1)
■入 場 料：無料(飲食代は別途)
■主
催：横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)
■共
催：明治商工株式会社
■協
⼒：株式会社ヨシカワ
■問い合わせ先：横浜赤レンガ倉庫 2 号館インフォメーション 045-227-2002(代)
■特 設 サイト：http://www.yokohama-akarenga.jp/nabegoya2017/

＜会場イメージ＞
横浜赤レンガ倉庫 2 号館
畳の小上がり

① 個性豊かなえらべる鍋エリア
(約 200 席)

②自分で作るこだわり鍋エリア(約 120 席)
※席は時間制(75 分)
追加注文は 15 分前まで

海側

道路側

2 号館内にフォトスポット設置。
鍋小屋の思い出を残せます。

横浜赤レンガ倉庫 1 号館

＜個性豊かなえらべる鍋＞
地域の郷⼟料理、各店⾃慢の個性豊かな鍋です。
特設テント内に 10 店舗出店します。

＜自分で作るこだわり鍋＞

■大館市直送！名物きりたんぽ鍋￥900(税込)

■メ イ ン：以下の５種類の中からお好みの具材を一つ選べます。
(メインの具材により鍋の値段が異なります。)
・石狩鍋￥2,250(税込)・かじか鍋￥1,780(税込)
・牡蠣鍋￥1,780(税込)・はまぽーく鍋￥1,780(税込)
・菜彩鶏鍋￥1,780(税込)
■出 汁：３種類の中から一つ選べます。
■野 菜：神奈川県産を含む新鮮な採れたて野菜 11 種類の
中から 6 種類が選べます。※白菜は基本セット(白菜を含め 7 種類)
■シ メ：2 種類の中からお好みの具材を一つ選べます。
■トッピング：追加料⾦で、大根おろしのデコ鍋トッピングも可能です。

秋田県大館市直送の手作りきりたんぽと比内地鶏スープを
使用した鍋。
■ほっかほかラム生姜鍋￥800(税込)
ラム⾁やホップの若芽ソーセー ジ等の遠野名物をふんだ んに 使⽤
した鍋。ソーセージ入りでお子様にも食べやすい一品です。
■【浅草今半】監修 47 牛鍋￥1,000(税込)
東京の⽼舗【浅草今半】の総料理⻑監修による⽜鍋です。

4200 以上の組み合わせからメインの具材・出汁・野菜・シメを
それぞれ選べるオリジナルの鍋です。

鍋に合うお酒も販売！
■国華の薫 特別純米酒
「純」￥600(税込)
やや辛口の純米酒。きめ細やかな
口当たりと深く豊かな香りの逸品。
個性豊かな選べる鍋
【浅草今半】監修 47 牛鍋

自分で作るこだわり鍋(石狩鍋セット)

クマのデコ鍋トッピング
※画像はイメージです。

＜館内キャンペーン＞
・鍋や煮込み料理にちなんだメニューやアイテムが⼤集合！

崎陽軒(2 号館 1 階)

プチコキャン(2 号館 2 階)

■期
間：2017 年１⽉ 20 日(⾦)〜1 月 29 日(日)
■対象店舗：横浜赤レンガ倉庫 1 号館、２号館内レストラン、物販 13 店舗
■内
容：
横浜赤レンガ倉庫内のレストランや物販店舗でも、鍋や煮
込み料理にちなんだメニューやアイテムを販売します。

・館内連動箸袋キャンペーン

赤レンガ倉庫限定・数量限定

数量限定

帆⽴の粥鍋(シウマイ 2 個付)
肉球鍋つかみ 各￥972(税込)
■期
間：2017 年１⽉ 20 日(⾦)〜1 月 29 日(日)
プチボウル
各￥648(税込)
￥900(税込)
■対象店舗：横浜赤レンガ倉庫 1 号館、2 号館内レストラン、物販 24 店舗
■内
容：鍋小屋特設テント内で購入時に配布される割り箸の“箸袋”を横浜赤レンガ倉庫 1 号館・２号館の対象店舗にお持ち
いただくとお得なサービスが受けられます。 ※数量限定、なくなり次第終了

Yokohama Strawberry Festival 2017
＜イベント概要＞
■期
間：2017 年 2 月 3 日(⾦)〜2 月 12 日(日) 計 10 日間(雨天決⾏、荒天時は休業することがあります)
■時
間：11:00〜18:00
■場
所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1)
■入 場 料：無料(飲食代は別途)
■主
催：横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
■共
催：明治商工株式会社
■協
賛：栃木いちご消費宣伝事業委員会(JA 全農とちぎ) 株式会社 池光エンタープライズ
■協
⼒：福島県いわき市
■後
援：横浜市環境創造局
■問い合わせ先：横浜赤レンガ倉庫 2 号館インフォメーション 045-227-2002(代)
■特 設 サイト：http://www.yokohama-akarenga.jp/strawberryfes2017/

＜会場イメージ＞
横浜赤レンガ倉庫 2 号館

いちごの
巨大オブジェ
アトラクション

※特設テント内には、テーブルとチェアを設置。
ご購入いただいたフード類をお召し上がりいただけます。

③サンプリングスペース
（B ゲート前）

海側

道路側

①いちごマーケット(特設テント内)

③サンプリングスペース
（A ゲート前）

②いちご直売スペース
横浜赤レンガ倉庫 1 号館

①過去最多 18 店舗が出店！いちごマーケット（特設テント内）

②採れたて！新鮮！いちご直売（特設テント内）

■内容：今回初出店となる 3 店を含め⽼舗から新感覚スイーツを提供するお店、
いちごにちなんだ物販グッズのお店など 18 店舗が集結。

■日時：2017 年 2 月 3 日(⾦)〜2 月 12 日(日)
毎日 11:00〜 ※全日なくなり次第終了

【今回初登場メニュー(一部)】

【いちごグッズ(一部)】

■内容：横浜市内の直売所でしか手に入らない
横浜産の採れたていちごを数量限定、
日替わりで出張販売します。
苺のババロア
各￥550(税込)

恋するモンブラン
￥600(税込)

苺のミルフイユ
各￥540(税込)

②毎年好評！いちごの無料サンプリング（屋外スペース）

ストロベリーのラウンド⻑財布
￥6,480(税込)

■場所：いちごマーケット(特設テント内)

※お一人様 1 パック限り、全日なくなり次第終了

■日時：「チーバベリー」(千葉県産) ・2 月 3 日(⾦) 11:00〜／10 日(⾦) 13:00〜 各日先着 50 名様
「とちおとめ」(栃木県産)
・2 月 3 日(⾦)／ 4 日(土) 各日 15:00〜
各日先着 300 名様 13 時より整理券の配布有り
・2 月 5 日(日)〜12 日(日) 各日 11:00〜
各日先着 300 名様
「スカイベリー」(栃木県産) ・日程調整中 ※決定次第、特設サイトに掲載します
「ふくはる香」(福島県産) ・2 月 3 日(⾦)／ 4 日(土) 各日 11:00〜
各日先着 300 名様
■内容：毎日日替わりで 4 種類のいちごを無料でサンプリングします。今回は、千葉県産の新品種「チーバベリー」と、栃木県の高級いちご「スカイベリー」が
初登場。チーバベリーは、神奈川県内のイベントで初のお披露目です。各ブランドいちごの PR キャラクターも来場します。詳細は特設サイトを
ご覧ください。
■場所：屋外スペース A ゲート前・B ゲート前

＜館内キャンペーン＞
■期間：2017 年 2 月 3 日(⾦)〜2 月 12 日(日)
■場所：横浜赤レンガ倉庫 1 号館、2 号館内のカフェ、レストラン、物販 30 店舗
■内容：横浜赤レンガ倉庫内のカフェ、レストランや物販店舗でもいちごにちなんだメニューやアイテムを販売します。
栃木県のいちご「とちおとめ」、「スカイベリー」と福島県いわき市の「ふくはる香」を使用した限定メニューもご用意します。
【スカイベリー コラボ商品】

【とちおとめ コラボ商品】

グラニースミス アップルパイ アンド コーヒー
(2 号館 1 階)

ヨコハマ バシャミチ アイス
（2 号館１階）

ブレッツカフェ エクスプレス
（2 号館１階）

赤レンガ倉庫限定・数量限定・テイクアウトのみ

赤レンガ倉庫限定・数量限定

赤レンガ倉庫限定

赤レンガ倉庫限定・数量限定

ふくはる香の苺ミルクアップルパイ
￥486(税込)

スカイベリーのパフェ
￥600(税込)

とちおとめと赤いフルーツのクレープ
￥880(税込)

ストロベリーヒールチャーム
￥2,700(税込)

※カット販売のみ

※2 月 6 日(月)〜10 日(⾦)のみ販売

【ふくはる香 コラボ商品】

【その他限定いちごグッズ】
フェリシア（１号館１階）

