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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原

 住所
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1245-337

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
•   ディナー16:00〜

定休日
-

予約

   0460-83-8981

   hhrs@hiramatsu.co.jp

   https://www.hiramatsurestaurant.jp/aso-celeste-nihonbashi/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.2505014,139.0001011,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.250501,139.000101&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:hhrs@hiramatsu.co.jp
https://www.hiramatsurestaurant.jp/aso-celeste-nihonbashi/
https://www.instagram.com/hiramatsuhotels_resorts_sengok/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  都岡店 （KAMAKURAPASTA TUOKATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市旭区都岡町57-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-959-0309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.487752,139.523268,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.487752,139.523268&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  横浜港南中央店 （KAMAKURAPASTA YOKOHAMAKOUNANTYUUOUTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市港南区港南中央通7-12

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-840-3095

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.400075,139.588861,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.400075,139.588861&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


MARINA PICCOLA

イタリアの漁師の家をイメージした店内。イタリア料理を様々な調理法も用い、旬

の素材をいかした料理を提供しております。そのこだわった素材を活かすのが炭火

焼です。炭火でじっくり焼き上げるお肉は旨味は凝縮され、野趣あふれる味わい

に。 ワインも６0種ほど用意。お手頃価格のものからフルボディの赤ワインまで。
多彩なシチュエーションに対応できるお店です。

 

 住所
〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１丁目１８−６ 大倉山ビル 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Everyday pm1 7:00 - am 5:00

定休日
無

We are open every day
 

予約

   045-716-8842

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.521351,139.630079,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.521351,139.630079&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pages/Marina-Piccola/424035587960200
https://www.instagram.com/marinapiccola_ookurayama/


トラットリア グランドゥーカ 伊勢佐木町店 TRATTORIA GRANDUCA
ISEZAKI-CHOU

"【阪東橋】や【黄金町】、【伊勢佐木町】近く。月ごとに変わる【イタリアン】
コース【スタジオーネ】 季節の食材を大事にした調理法のため、コースの内容も
毎月変更しております。旬の食材の旨みをご堪能下さい！メインが肉or魚からお選
びいただけるのもこのコースの魅力。２名様からご予約承っております！ 当店に
来たらまずはコレ！【イタリアワイン】とのバランスも考えられたお奨め前菜の盛

り合わせです！！6種類の異なる前菜がお楽しみいただけます。 閑静な住宅街の一
角に”グランドゥーカ伊勢佐木町店”はございます。お昼時は近隣住民のお客様やお
買い物帰りの方で賑わっております。夜は、落ち着いた雰囲気をお楽しみいただけ

るので、【カップル】の方や少人数での会食利用にピッタリです。 イタリアのよ
うないつも明るく、アットホームな雰囲気の店内を目指しています。ご予算に応じ

て貸切も承っております。1.5次会や2次会の【パーティー】利用にも最適な店内と
なっておりますのでまずはお気軽にお尋ね下さいませ！ イタリアンのお店で長年
勤めたシェフが一つ一つ真心込めて手作りしております。「全てのお客様にご満足

していただきたい」というシェフの思いが詰まった一皿を、是非ご堪能下さいま

せ。お得な【ランチ】もございます。 誕生日・記念日のお祝いに、当店ではバー
スデープレートがご用意できます。当日のサプライズにも対応しておりますので、

是非お気軽にご相談下さい！！"
 

 住所
〒231-0045 横浜市中区伊勢佐木町７丁目１５１－１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Pranzo 11:00~14:30(L.O)
Cena     17:30~21:30(L.O)
 

定休日
無休

予約

   ０４５－３４１－４４６４

   trattoria_granduca@yahoo.co.jp

   http://www.granduca-jp.com/

 

Arigat-EUレシピ
すみませんが４店舗統一メニューを考え中です。

もう少しだけお待ちください。  
 

 

https://www.google.com/maps/@35.438071,139.623592,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.438071,139.623592&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:trattoria_granduca@yahoo.co.jp
http://www.granduca-jp.com/
https://www.facebook.com/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%82%AB-%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E4%BD%90%E6%9C%A8%E7%94%BA%E5%BA%97-1450078145245244
http://www.arigat.eu/ristorante-pdf/www.instagram.com/granduca2005sicilia


GROTTA PICCOLA グロッタ  ピッコラ

南イタリアの小さい洞窟をイメージした店内。イタリア料理を様々な調理法も用

い、旬の素材をいかした料理を提供しております。そのこだわった素材を活かすの

が炭火焼です。炭火でじっくり焼き上げるお肉は旨味は凝縮され、野趣あふれる味

わいに。 ワインも６0種ほど用意。お手頃価格のものからフルボディの赤ワインま
で。 多彩なシチュエーションに対応できるお店です。

 

 住所
〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１丁目４５−１８

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Everyday am 11:30 - pm 15:30 | pm 17:00 - am 5:00

定休日
無

We are open every day

予約

   045-520-3039

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.465455,139.531653,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.465455,139.531653&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/GROTTAPICCOLA/
https://www.instagram.com/grottapiccola/?hl=ja


PIZZERIA CHIACCHIERONE ピッツェリア  キアッキェローネ

ナポリ湾に浮かぶイスキア島で修業をつんだシェフが、気軽に楽しめる南イタリア

家庭料理と本格的なナポリピッツァをそのまま再現したレストランです。アットホ

ームな雰囲気と気取らないサービス、そして毎日食べても飽きない料理。なぜなら

現地の人たちが毎日食べる家庭料理が原点だから。ナポリ名物青のりが入ったフリ

ッター、たっぷりのトマトで煮込んだタコの溺れ煮込み、新鮮な水牛のモッツァレ

ッラ。そして「真のナポリピッツァ協会」認定本物のナポリピッツァ！ワインを片

手に友達と。店名のCHIACCHIERONE（キアッキェローネ）とはおしゃべりな人と
いう意味。ワイワイ仲間と美味しい料理とワインを楽しめるお店です。

 住所
神奈川県横浜市中区野毛町 3-158

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Pranzo 11:30-14:00
Cena 18:00-22:00

定休日
Domenica 日曜日

予約

   045-341-4183

   info@chiacchierone.jp

   http://www.chiacchierone.jp/

Arigat-EUレシピ
1コテキーノとレンズ豆の煮込み 2コテキーノのブルスケッタ 2コテキーノのブルスケッタ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.448363,139.627406,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.448363,139.627406&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@chiacchierone.jp
http://www.chiacchierone.jp/
https://www.facebook.com/Chiacchierone.JP/?rf=128345537278862


ぎをん椿庵 ｲｵﾝM座間店 （GIONTUBAKIAN IONMÔRUZAMATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県座間市広野台2丁目 イオンモール座間 2階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   046-244-3097

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
キャンペーン製品を使って作るレシピの名前と簡単な紹介 （メインディッシュ、フュージョン等）

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.501236,139.426105,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.501236,139.426105&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  鎌倉手広店 （KAMAKURAPASTA KAMAKURATEBIROTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県鎌倉市手広3-3-31

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0467-38-1516

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.328873,139.509304,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.328873,139.509304&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


CAOLLINOS

 住所
nara-cyou 1566-76,aoba-ku,yokohama-shi, cap 227-0036

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.558591,139.483677,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.558591,139.483677&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/Caollinos-%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%82%B9-305264019808139/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  戸塚モディ店 （KAMAKURAPASTA TOTUKAMODHITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10 戸塚モディ7Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-330-7554

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.401478,139.534596,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.401478,139.534596&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  横須賀ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ店 （KAMAKURAPASTA YOKOSUKAMOÂZUSITHITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横須賀市若松町2-30 ﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ8F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:30

定休日

不定休

予約

   046-829-0309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.278273,139.670412,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.278273,139.670412&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


PIZZERIA DOMANI

 住所
横浜市都筑区荏田南4-10-4

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.550774,139.560675,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.550774,139.560675&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


RESTAURANTBOOO レストランブー

 住所
２２２ー００２３神奈川県横浜市港北区仲手原２ー１ー２３フラワーハイツ吉村１０２

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   ０４５４０２０３５０

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.495577,139.632786,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.495577,139.632786&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


イタリアーノイワイ  ITALIANO IWAI

客席から厨房が見渡せる店内。地元育ちのシェフの自宅に招かれたようなような雰

囲気で過ごす時間。素材の味を大切にし、食べると言う本能に訴えるレストランで

す。

 住所
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24-12-2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11：30～14：00 17:30~21:00

定休日
lunedi e secondo e quarto giovedi

予約

   045-941-5511

   http://home.v07.itscom.net/ita_iwai/

Arigat-EUレシピ
サラミ等をあぶり、サラダの上へ。バルサミコ酢、エクストラヴァージンオイルで味付け

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.543916,139.570998,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.543916,139.570998&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://home.v07.itscom.net/ita_iwai/
https://www.facebook.com/italianoiwai/


OSTERIA AUSTRO

 住所
 横浜市中区北仲通3-34-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   info@austro.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.44947,139.638752,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.44947,139.638752&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@austro.jp
https://www.facebook.com/pages/Osteria-Austro/256521527795030


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  みなとみらい店 （KAMAKURAPASTA MINATOMIRAITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 みなとみらい4Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   045-650-1781

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.457534,139.632058,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.457534,139.632058&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  センター南店 （KAMAKURAPASTA SENTÂMINAMITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-2 VeLeV B棟1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   045-949-1024

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.543459,139.573786,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.543459,139.573786&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


TRATTORIA PECORELLA トラットリア  ペコレッラ

元ミラノ公邸料理人が作るイタリアマンマの味。 イタリアでの暮らしの中でイタ
リアの全てに魅せられた料理人が、食事や文化、空気感まで紹介したいと住宅街に

夫婦で開いたトラットリアです。仲間と、家族と、恋人と。「共に食卓を囲む喜

び」を伝えたい。 「美味しい料理とワイン、楽しいおしゃべり」は人生の楽し
み。そんなイタリアの夜を思わせる時間を提供します。 ３年暮らしたミラノを含
むロンバルディア州を中心とした北イタリア料理を核 に、イタリア各地に根付い
た郷土料理をご用意しています。 その地で獲れた恵みに感謝するイタリア人のよ
うに、野菜は三浦・肉は湘南・魚は豊洲から。地のものを一番美味しく食べられる

ようにシンプルに仕立てます。 「イタリア郊外の、町に一軒しかないトラットリ
ア」をイメージした店内はスペースをゆったりと取り、ご家族でも利用しやすいと

評判です。毎日の食事にも、特別な日にも使える、地域に根差したイタリア料理店

です。 店名のPecorellaは聖書から。イタリアの人々の根底に流れる信仰なくして
イタリアは語れないと現地の生活で感銘を受け、その思いをPecorella(仔羊)に託し
ました。

 住所
247-0072 神奈川県横浜市栄区笠間3-6-8

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Pranzo 11:30-14:30(ultimo ordine14:00) Cena 17:30-22:00(ultimo ordine 21:00) ランチ11:30-14:30(ラストオ
ーダー14:00) ディナー17:30-22:00(ラストオーダー)21:00

定休日
火曜定休、その他不定休（ウェブサイトで告知）

予約

   045-435-5566

   25pecorella@gmail.com

   http://pecorella.ciao.jp

 

Arigat-EUレシピ
コテキーノを使ったアンティパストもしくはプリモピアット

 

https://www.google.com/maps/@35.360185,139.536573,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.360185,139.536573&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:25pecorella@gmail.com
http://pecorella.ciao.jp/
https://www.facebook.com/25pecorella/
https://www.instagram.com/pecorella.trattoria/?hl=ja


グランドゥーカ 上大岡店 GRANDUCA KAMIOOOKA

当店は、上大岡東口の目の前、赤いテントが目印の路面店です。

店内は、２３席と小さめの店内。

落ち着いた空間でシチリア郷土料理とシチリアワインをご提供しています。

シチリアの西部のミルツァ（臓物の煮込み）、パネッレ（ひよこ豆の粉を練って揚

げたもの）などストリートフードから、東部エトナ山のピスタチオを使った

料理・ワインをお楽しみいただけます。 
   
   
 

 住所
〒233-0001 横浜市港南区上大岡東１―９―７

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
 ランチ  １１：００～１５：００（L.O）
ディナー １７：００～２２：００（２１：３０ L.O）
 

定休日
無休

予約

   ０４５－３５３―３１１６

   granduca.keikyu@gmail.com

   http://www.granduca-jp.com/

 

Arigat-EUレシピ
すみませんが４店舗統一メニューを考え中です。

もう少しだけお待ちください。

 

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.409488,139.597139,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.409488,139.597139&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:granduca.keikyu@gmail.com
http://www.granduca-jp.com/
https://www.facebook.com/cucina.sciliana.granduca
http://www.arigat.eu/ristorante-pdf/www.instagram.com/granduca2005sicilia


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  横浜港南台ｸﾞﾗｽｺｰﾄ店 （KAMAKURAPASTA
YOKOHAMAKOUNANDAIGURASUKÔTOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市港南区港南台9-16-5

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-830-6309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.372467,139.57099,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.372467,139.57099&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  DININGﾉｰｽﾎﾟｰﾄ·ﾓｰﾙ店 （KAMAKURAPASTA DINING NÔSUPÔTO・
MÔRUTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25 ノースポート・モール5Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   045-910-0306

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料



https://www.google.com/maps/@35.552012,139.579354,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.552012,139.579354&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


L’EROE CUORE レロエ・クオーレ

2013年創業。美味しいパスタと、薪窯で焼き上げるナポリピッツァが自慢のイタ
リアンレストランです。イタリアの伝統に尊敬を払いつつ、身近にある食材を取り

入れ、「手作り」にこだわった料理を提供しています。アットホームな内装や、接

客で様々なシーンにお応えできるよう心がけております。ぜひ一度ご来店ください

ませ。

 住所
横浜市青葉区青葉台1-29-11はままつビル102

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Lunch Time: Opening time at a.m.11:30 Application time of the last order at p.m.14:00. Closing time at
p.m.15:00
Dinner Time: Opening time at p.m.18:00 Application time of the last order at p.m.21:30 Closing time at
p.m.22:00

 

定休日
毎週月曜日+第二火曜日

予約

   045-982-0489

   https://www.leroe-cuore.com

 

Arigat-EUレシピ
Ravioli al Cotechino   詰め物 （ラヴィオリ約35ケ） A オリーブオイル 60㏄ 玉ねぎ 1ケ セロリ 2本 人参 1/2本 ニンニク 1片 ローリエ 1
枚   コテキーノ1本 ブロード 150㏄ 小松菜（ボイルしたもの）40g グラナパダーノ 20g   ラヴィオリ生地  強力粉 300g  セモリナ粉 200g
 塩 4g  EXヴァージンオリーブオイル 5g  卵黄 3ケ  全卵 7ケ   ソース（ラヴィオリ4～5ケに対して） ピッツァ用トマトソース 45ｇ
ブロード 30㏄   付け合わせ  レンズマメ オレガノ 適量     作り方 詰め物を作る Aをしんなりするまでソテーし、カットしたコテキーノ、
ブロードを加えて煮込む。 水分がなくなるまで煮て①の火を止め、ボイルした小松菜とともにロボクープにて細かくする。グラナパダーノを加
える。 ラヴィオリ生地を作る 表面につやが出るまで練り、一晩寝かせる。伸ばして②を包みラヴィオリにする。 フライパンにトマトソースと
ブロードを入れ、オレガノとともに温める。茹でたラヴィオリとトマトソースを和える。 皿にブロードで煮たレンズ豆適量と④のラヴィオリを
盛り付ける。仕上げにEXヴァージンオイル、きざみパセリをふりかける。

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.549535,139.516927,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.549535,139.516927&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.leroe-cuore.com/
https://www.facebook.com/aobadai12911
https://www.instagram.com/yuki14cuore/


RESTAURANT ESOLA レストラン  エソラ

レストランエソラでは、化学調味料や食品添加物を使用せず、あくまでも手作りに

拘った料理を提供しております。野菜に関しては、なるべく季節の地場野菜を多く

取り入れ、魚や肉などは地方から厳選した食材を使用しております。お店の雰囲気

は、落ち着いた作りになっており、ゆっくりとお食事が出来る空間を提供しており

ます。

 住所
神奈川県横浜市都筑区仲町台 1ー14ー20ー101

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30~14:00 18:00~21:00

定休日
月曜日 祭日の場合 水曜日

予約

   045-945-2280

   r.esola.428@gmail.com

Arigat-EUレシピ
コテキーノ モデナとハナビラ茸のタリアテッレ セージバターソース

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.534425,139.590679,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.534425,139.590679&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:r.esola.428@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/Restaurant-Esola-277659835614085/


パパミラノ  横浜モアーズ店 PAPA MILANO YOKOHAMA MORE’S

落ち着いた店内でパスタや店で生地から手作りのローマ風ピッツァ、チーズ料理な

ど本格的なイタリアンが楽しめるレストラン 女性同士やカップルなど気の合う人
達と気軽に楽しめます。

 住所
220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜岡田屋モアーズ８Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～～23:00

定休日
ビルの営業時間に順ずる

予約

   045-319-0999

   papamilano-yokohama@dynac.co.jp

   https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/yokohama_mores/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.467149,139.621847,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.467149,139.621847&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:papamilano-yokohama@dynac.co.jp
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/yokohama_mores/
https://www.facebook.com/clubdynac/
https://www.instagram.com/dynac_photo/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  たまﾌﾟﾗｰｻﾞ店 （KAMAKURAPASTA TAMAPURÂZATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-7 たまプラーザ5Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   045-903-2977

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.5789,139.557693,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.5789,139.557693&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  湘南ﾓｰﾙﾌｨﾙ店 （KAMAKURAPASTA SYOUNANMÔRUHWIRUTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1 湘南モールフィル1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0466-31-6125

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.338683,139.464869,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.338683,139.464869&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  小田原ﾀﾞｲﾅｼﾃｨ店 （KAMAKURAPASTA ODAWARADAINASITHITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県小田原市中里208 小田原ダイナシティ4Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0465-45-1309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.283638,139.185449,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.283638,139.185449&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  トツカーナ店 （KAMAKURAPASTA TOTUKÂNATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-870-4330

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.400709,139.532805,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.400709,139.532805&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


OSTERIAPACE オステリアパーチェ

店舗紹介 住宅街にある隠れ家イタリアン。本格的なお料理をリーズナブルにゆっ
くり召し上がって頂けます。

 住所
〒2250013 神奈川県横浜市青葉区荏田町1476-1カーサビラ3階 オステリアパーチェ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
営業時間 12:00〜2:00(土日祝は1:30) 6:00〜9:00(ラストオーダー)

定休日
定休日 毎週水曜日、第3火曜日

予約

   045-9158544

   http://osteria-pace.com/

Arigat-EUレシピ
コテキーノモデナ希望

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.562534,139.557523,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.562534,139.557523&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://osteria-pace.com/
https://www.instagram.com/nonda.hobuyuki/?hl=ja


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｼﾞｮｲﾅｽﾃﾗｽ二俣川店 （KAMAKURAPASTA
ZYOINASUTERASUHUTAMATAGAWATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市旭区二俣川2-91-7 ジョイナステラス二俣川4Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-442-6309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.463752,139.532147,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.463752,139.532147&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  横浜ﾜｰﾙﾄﾞﾎﾟｰﾀｰｽﾞ店 （KAMAKURAPASTA YOKOHAMAWÂRUDOPÔTÂZUTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   045-222-7752

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.453638,139.638945,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.453638,139.638945&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


グランドゥーカ 京急上大岡店 GRANDUCA KAMIOOOKA

当店は、横浜中心部、鎌倉、大船、横須賀、三浦へと繋ぐ地、上大岡に

ございます。

京浜急行線上大岡駅直結、京急百貨店内に店舗を構えます。リストランテ、

ピッツェリアとフォーマルに、カジュアルにと店内の雰囲気を変えて、

お客様のその日の気分でお選びいただけます。

７０名ほど集客の大型店舗です。

三浦半島をはじめ神奈川県の食材を中心に南イタリア・シチリア料理を

ご提供しています。

月替わりのシェフおすすめコースは、全７皿で旬の食材満載です。

また選びすぐりのシチリアワインも数多く取り揃えています。

小皿の前菜、ピッツァ、自家製パスタ、溶岩石グリルとシチリアを

満載しております。

もちろんドルチェはカンノーロをはじめ郷土菓子などすべて手作りです。

 

 住所
〒233-8556 横浜市港南区上大岡西１丁目６番１号 京急百貨店・上大岡駅 １０F レストランフロア
内

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ  １１：００～１５：００（L.O）
カフェ     １４：００～１７：００
ディナー １７：００～２２：００（２１：３０ L.O）
 

定休日
無休 (元旦のみ)

予約

   ０４５－３５０－５９６３

   granduca.keikyu@gmail.com

   http://www.granduca-jp.com/

 

Arigat-EUレシピ
すみませんが４店舗統一メニューを考え中です。

もう少しだけお待ちください。

 

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.409602,139.596778,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.409602,139.596778&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:granduca.keikyu@gmail.com
http://www.granduca-jp.com/
https://www.facebook.com/granduca.keikyu
http://www.arigat.eu/ristorante-pdf/www.instagram.com/granduca2005sicilia


ぎをん椿庵 ラスカ平塚店 （GIONTUBAKIAN RASUKAHIRATUKATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県平塚市宝町1-1 ラスカ平塚5階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   0463-20-6309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
キャンペーン製品を使って作るレシピの名前と簡単な紹介 （メインディッシュ、フュージョン等）

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.328175,139.350133,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.328175,139.350133&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


LEONE MARCIANO レオーネマルチアーノ

Ristorante tutto vero Italiano come il motto che recita il nostro sito Web personale
di cucina italiani, cucina prettamete indirizzata alla regionalita tutta 本物のイタリア
を食べつくす。をコンセプトに店内に一歩足を踏み入れると、イタリア！

店内の天井が高くなりパラッツォを彷彿させるダイニング。

エミリアロマーニャ州出身のシェフ、パオロ.マッツィーニによる手打ち生パスタ
や旬の食材を使ったお料理をお楽しみいただけます。

スタイルは、本物であり、イタリアンであり続けることにこだわってます。

 住所
横浜市 西区 みなとみらい 4-6-2 グランドセントラルタワー 1階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30-14:00（L.O）
17:30-22:00(L.O)

定休日
Gennaio1-5 月曜日（祝日の場合は振替）、年始

予約

   045-232-4080

   sala@leonemarciano.com

   http://leonemarciano.com/

Arigat-EUレシピ
コテキーノ・モデナとじゃが芋のクリームのトリュフ風味とポルチーニ茸

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.458506,139.629718,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.458506,139.629718&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:sala@leonemarciano.com
http://leonemarciano.com/
https://www.facebook.com/leonemarciano/?rf=121525694649539


トラットリア ピッツェリア エトナマーレ 横浜ベイクォーター
TRATTORIA PIZZARIA ETNA MARE YOKOHAMA BAY QUARTER

当店は横浜駅よりすぐ、商業施設ベイクオーター内にあるトラットリア・ピッツェ

リアです。

広い店内はガラス張りで眺めもよく、ディナータイムは横浜の夜景を眺めながら

お食事をお楽しみいただけます。

こだわりの食材、地元神奈川県産の野菜や魚介、豚肉、牛肉などを中心に、南 イ
タリア・シチリア料理を手作りでお客様に提供しております。

中でも自慢のピッツァはモチモチとした食感と軽さのある生地が特徴。

不動の人気マルゲリータをはじめ、地物の季節野菜を使ったピッツァなども人

気。 ピッツァ職人が焼き上げるピッツァをお楽しみいただけます。
食材の旨みを楽しめる、溶岩石グリルはシチリアの塩とレモンでシンプルに お楽
しみ下さい。   
 

 住所
〒233-0001 横浜市神奈川区金港町１－１０ ベイクォーター４F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ   １１：００～１５：００（L.O）
カフェ  １５：００～１７：００
 ディナー  １７：００～２３：００（２２：００ L.O）
 

定休日
無休

予約

   ０５０－５３５５－１７７６

   https://www.hotpepper.jp/strJ001216959/

Arigat-EUレシピ
すみませんが４店舗統一メニューを考え中です。

もう少しだけお待ちください。

 

使用した材料

https://www.google.com/maps/@35.466486,139.626648,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.466486,139.626648&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.hotpepper.jp/strJ001216959/


1.RIO'S BUONGUSTAIO リオス  ボングスタイオ

☆★☆サローネ２００７から独立したシェフの新進気鋭のローマ料理☆★☆ お店
の名前は｢ RIO’S Buongustaio（リオス ボングスタイオ）｣です。 ローマのトラステ
ベレにあるような、下町のビストロ風イタリア・ローマ料理のお店。 店名のリオ
スとはオーナーがローマで修業していた時のあだ名。 イタリア時代の想い出の名
前です。 ボングスタイオはイタリア語で美味しいもの屋さんやグルメの意味。 そ
れを繋げて｢リオス ボングスタイオ｣(リオの美味いもの屋)としました。 コンセプ
トは、ローマのトラステベレにあるような、気軽に食べて飲んでを楽しんでいただ

ける様な下町のオステリア(食堂とか酒場)にしたいと思っております。 横浜・元町
の運河沿いにあるこの物件に出会ったとき、運命みたいなものを感じて決めまし

た。 ディープなローマ料理を沢山の皆様に味わって頂けたらなと思っておりま
す。 皆様のご来店お待ちしております。
 

 住所
神奈川県 横浜市 中区元町１－２３－１ リバーサイド元町１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
12:00‐14:30 17:30－22:30

定休日
日曜定休 たまに月曜連休

予約

   045-222-6101

   http://riosbuongustaio.ciao.jp/

 

Arigat-EUレシピ
Risotto bianco al parmigiano e Cotechino Modena IGP e renticchie

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.441301,139.649666,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.441301,139.649666&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://riosbuongustaio.ciao.jp/
https://www.facebook.com/RiosBuongustaio/
https://instagram.com%20/riosbuongustaio/?hi=ja


店名PRIMO(プリモ）

 住所
横浜市中区常磐町5-72-１GM横浜馬車道ビル１Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ11:30~13~30LO
ディナー18:00~21:00LO

定休日
月曜日、毎月第二火曜日定休日

予約

   045-305-6652

   primoyokohama@gmail.com

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.447357,139.634417,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.447357,139.634417&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:primoyokohama@gmail.com
https://www.facebook.com/PrimoYokohama/
https://www.instagram.com/primoyokohama/


ポルチェリーノ  新百合ケ丘店 PORCELLINO SHINYURIGAOKA

グループで陽気に、カップルでシックにピッツァ、パスタ、肉料理などが楽しめる

カジュアルイタリアン

 住所
215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急新百合ケ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ5F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:30

定休日
ビルの営業時間に順ずる

予約

   044-965-3087

   porcellino-yurigaoka@dynac.co.jp

   https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/shinyurigaoka/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.603134,139.509278,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.603134,139.509278&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:porcellino-yurigaoka@dynac.co.jp
https://www.dynac-japan.com/shop/porcellino/shinyurigaoka/


ぎをん椿庵 ヨドバシ横浜店 （GIONTUBAKIAN YODOBASIYOKOHAMATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジ
ナルソースと生パスタ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風と
バラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッティとフィットチーネが 選べるので、選
ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パンもぜひお召しあが
りください。

 住所
神奈川県横浜市西区北幸1-2-7

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00

定休日
-

予約

   045-315-0309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
キャンペーン製品を使って作るレシピの名前と簡単な紹介 （メインディッシュ、フュージョン等）

使用した材料
コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.467505,139.620527,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.467505,139.620527&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


J PASTA QUEENS SQUARE YOKOHAMA

 住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい２−３−９ 東急スクエア２ ２F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 45-641-6336

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.4561,139.633759,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.4561,139.633759&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


BISTORO TAKKI ビストロ  タッキー

ビストロタッキーでは、ジャンルにこだわらず美味しい食材を求め、和の食材や各

国のこだわり食材や有機野菜などを使用しております。

幅広い層のお客様にフレンチベースのお料理をリーズナブルな価格で、雰囲気とと

もに楽しい時間を過ごして頂けるお店づくりを心がけています。

 住所
〒233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山1-66-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
12:00～15:00
18:00～22:00

定休日
Monday 月曜日

予約

   045-823-6172

Arigat-EUレシピ
・アンティパスト（モルタデッラとブッラータチーズのインサラータ）

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.399019,139.560126,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.399019,139.560126&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


ジャックポットみなとみらい  JACKPOT MINATOMIRAI

全国各地から厳選した、その時期一番おいしい牡蠣を取り揃えています。様々な個

性を持った生牡蠣をカジュアルにお召し上がりいただけるオイスターバー。各地の

生産者から独自のルートで仕入れている、オイスターバージャックポットが自信を

もってオススメする種類豊富な牡蠣を是非ご賞味ください。生牡蠣だけでなく、牡

蠣を使った各種料理や牡蠣に合うワインもお楽しみいただけます。 JR桜木町駅か
ら徒歩4分、コレットマーレみなとみらい7Fにて営業中。
店内からはみなとみらいの大観覧車や高層ビル、青い海が一望でき、デートやお祝

いにも最適です。

ランチタイムは明るく清々しいみなとみらいの海を眺め、ディナータイムはきれい

にライトアップされた景色を背景に、種類豊富な生牡蠣を食べ比べたり、カキフラ

イなどの各種牡蠣料理、ピッツァやパスタ、ワインなどをお楽しみいただけます。

生牡蠣にはレモンや各種のソースをご用意していますので、是非お好みの食べ方を

探してみてください。 毎月異なる産地やテーマでその時美味しい牡蠣を楽しめる
フェアも開催しております。牡蠣と合わせて、その時期限定のメニューやワインも

是非一緒にお楽しみください。

 住所
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ6F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11：00～23：00（LO:22：00）

定休日
無し

予約

   050-3184-0802

   https://www.jack-pot.co.jp

Arigat-EUレシピ
①夏野菜とモルタデッラハムとバジル、モッツァレラチーズ、トマトソースのピッツァ

イタリア、ボローニャの特産品、モルタデッラ・ボローニャと旬の夏野菜をふんだんに使った窯焼きピッツァです。

②モルタデッラハムとズッキーニ、モッツァレラチーズの串揚げ

モルタデッラとズッキーニ、モッツァレラチーズにパン粉を付けて串揚げにしました。ジェノベーゼソースを付けてお召し上がりください。

③モルタデッラハムとカボチャ、トウモロコシ、セミドライトマトのグラタン

モルタデッラとカボチャの美味しさがギュッと詰まった、クリーミーなグラタンです。

 



https://www.google.com/maps/@35.452633,139.630554,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.452633,139.630554&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.jack-pot.co.jp/
https://www.facebook.com/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-599534076739590/


リストランテ  ウミリア  RISTORANTE UMIRIA

グッチやブルガリなど世界で活躍する有名デザイナーが手がけた真っ白な空間の中

に、曲線美豊かなオブジェやこだわりの食器など… テラスには貝がらのようなゆ
りかご。

きらびやかな空間で、みなとみらいを眺めながら食欲をそそる季節感あふれる美し

い料理と味わったことのない驚きと感動が、あなたとお連れ様を幸せな気持ちに溢

れさせます。

 住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2みなとみらいグランドセントラルテラス２F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチタイム11：30～15：30（L.O13：30）
ディナータイム18：00～22：00（L.O20：00)

定休日
水曜日、第1、第3火曜日

予約

   045-232-4919

   umiria@foodcom.jp

   http://umiria.com/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.458694,139.629288,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.458694,139.629288&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:umiria@foodcom.jp
http://umiria.com/
https://www.facebook.com/UMIRIA-233337333441552/
https://www.instagram.com/ristrante_umiria/?hl=ja


オービカ モッツァレラバー 横浜店 OBICA MOZZARELLA BAR
YOKOHAMA

“OBICÀ MOZZARELLA BAR” は、イタリアのローマで2004 年にオープンした、イタ
リアから空輸した水牛ミルク100% 使用したフレッシュ・モッツァレラチーズを気
軽に楽しめるモッツァレラバーです。それまでにない新しいスタイルの飲食店とし

て人々の話題を集め、その後NY やLondon などへ出店し、2008 年、アジア進出1
号店として六本木ヒルズのけやき坂にオープンしました。 “OBICÀ MOZZARELLA
BAR”という店名は、イタリア語“Ecco Qua”（さあ、どうぞ）のナポリ地方の方言
である“Obika”（オビカ）に由来し、お客様をいつでも「さあ、どうぞ」と迎え入
れるお店のスピリットがこめられています。イタリアから空輸される最高のフレッ

シュ・モッツァレラチーズとイタリアワインを気軽にお楽しみください。

 住所
〒220-0005神奈川県横浜市西区南幸1-5-1新相鉄ビルB2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～23:00(L.O.22:00)

定休日
定休日なし、その他の休業日1月1日

予約

   045-412-3733

   Obika-yokohama@wondertable.com

   http://obica.jp/yokohama/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.464375,139.620468,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.464375,139.620468&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:Obika-yokohama@wondertable.com
http://obica.jp/yokohama/
https://www.facebook.com/obicayokohama/
https://www.instagram.com/obica_yokohama/


リストランテ  リアル  / RISTORANTE REAL

リストランテ リアルは、自慢の手打ちパスタを始め、こだわりのお肉のお料理や
様々な前菜を、洞窟をモチーフにした非日常空間でゆっくりとくつろぎながらお楽

しみいただけるイタリアンレストランです。

【料理へのこだわり】

季節の味わいを大切にしながら、どのように召し上がっていただいたら美味しさを

感じていただけるかを考えたお料理でお待ちしております。

パスタにこだわり、ア・ラ・カルトでは、パスタ（麺）を約10種類からお選びいた
だけます。

また、イタリア料理の醍醐味とも言える「豪快に素材の味わいを楽しみ、そこに繊

細さを感じる」という素晴らしい食文化を一番表現できるのはお肉の料理だと考え

ます。

リストランテ リアルでは、様々なイタリアの肉料理をご用意しております。

【イタリアワインへのこだわり】

私達が使命と感じているのは”イタリアの文化を知り、その素晴らしさを伝える”こ
とです。

ワインに関して言えばその気候風土を活かしたバラエティー豊かなワインをもっと

知ってほしい。

イタリアワインのみを約100種ご用意してお待ちしております。
また、グラスワインは常時10種程ご用意しております。
 

 住所
横浜市西区高島2-10-28

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00~15:00(LO.14:00) 17:00~23:00(LO.22:00)

定休日
月曜日

予約

   045-444-0066

   real@foodcom.jp

 

Arigat-EUレシピ
・アンティパスト（モルタデッラとブッラータチーズのインサラータ）

 

https://www.google.com/maps/@35.462513,139.622498,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.462513,139.622498&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:real@foodcom.jp
https://www.facebook.com/RistoranteREAL/
https://www.instagram.com/ristorantereal/?hl=ja


TRATTORIA BICOLORE YOKOHAMAトラットリア ビコローレ ヨコハマ

横浜駅の東口より徒歩８分、

喧噪を離れた住宅街にあるイタリアン、

トラットリア ビコローレ ヨコハマです。
 

 住所
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1－40－17 モンテベルデ横浜101

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11：30～15：00（ラストオーダー 14：00）
18：00～23：00（ラストオーダー 21：30）

定休日
月曜日（祝日にあたる場合は翌平日）年末年始

予約

   81 45 312 0553 | 045-312-0553

   https://trattoriabicolore.wixsite.com/yokohama

Arigat-EUレシピ
サラミの盛合せ （予定）
※他のメニューでも取り扱いするかもしれません。

 

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.461631,139.619622,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.461631,139.619622&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://trattoriabicolore.wixsite.com/yokohama
https://www.facebook.com/BicoloreYokohama/


RESTAURANTBOOO レストランブー

 住所
２２２ー００２３神奈川県横浜市港北区仲手原２ー１ー２３フラワーハイツ吉村１０２

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   ０４５４０２０３５０

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.495577,139.632786,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.495577,139.632786&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


ピッツェリアクオバディス  PIZZERIA QUOVADIS

 住所
住所 横浜市中区石川町1-25ミツボビル1階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.437832,139.64537,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.437832,139.64537&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/Pizzeria-quo-vadis-273856252678967/


ドルチェ  ズッケロ 横浜高島屋店 DOLCE ZUCCHERO

イタリア人にとって、家族で食卓を囲む時間は至福のひと時。中でも南イタリアは

海の幸に恵まれ、新鮮な素材を生かしたお料理の種類は尽きることがありません。

ナプレグループでは、本場の味をそのまま皆様へお届けいたします。ドルチェ ズ
ッケロは、横浜・高島屋8階の“ポジリポ エ ナプレ”に併設するイタリアン バールで
す。ポジリポのドルチェやこだわりのピッツァはもちろん、ワインやカクテル、軽

食も数多くご用意しています。お待ち合わせにいかがでしょうか。

 

 住所
〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店8階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00～22:00 (L.O)

定休日
定休日はございません

予約

   045-319-0358

   https://napule-pizza.com/yokohama_d/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.465778,139.620605,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.465778,139.620605&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://napule-pizza.com/yokohama_d/
https://www.facebook.com/dolce.zucchero.bar/


MONDATTA

古材と土をうまく使用した店内はどこか懐かしい気持ちにさせてくれ、一歩足を踏

み入れると、高い天井が印象的で開放感があり贅沢な空間が広がっています。店内

で最も存在感がある薪窯。そこで焼かれるピッツァは、北海道産の粉に拘り低温熟

成自家製生地を使用。こだわりが詰まったピッツァです。炭火でじっくり焼く幻の

和牛と言われている土佐あか牛や、甘とろ豚、猪などの厳選したお肉は必ず召し上

がっていただきたい１品です。ワインも１００種ほど用意。お手頃価格のものから

フルボディの赤ワインまで。 多彩なシチュエーションに対応できるお店です。

 

 住所
〒220-0005 神奈川県横浜市西区 南幸2-5-4

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Everyday  17:00pm - 5:00am

定休日
We‘re open every day

予約

   045-595-9877

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.463033,139.617994,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.463033,139.617994&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Mondatta-1368512176519053/
https://www.instagram.com/mondatta713


ＡＱＵＩＬＡ ＶＯＬＡＮＳ（アクイラ・ウォランス）

ようこそ「AQUILA VOLANS（アクイラ・ウォランス）」へ。 横浜市の赤レンガ倉
庫からほど近くにある当店 イタリア料理をベースに、様々な感性を取り入れたレス
トランです。 私たちの考える「レストラン」とは お料理のジャンルや食材の使い方
など、何かに縛られるのではなく、

自由に笑顔で過ごせる、そんな温かい場所です。 普段のお食事から記念日、結婚式
二次会など、お客様の今を満たす 「料理」と「サービス」を真摯にご提供しており
ます。 新しいものと古いものが融合したここ「横浜」という美しい街で、 伝統的な
料理と新しい感性の料理をどうぞお楽しみください。

 住所
神奈川県横浜市中区山下町２０４－１ダイワロイネットホテル横浜公園２Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
朝 7:00 ～ 10:00 (9:30) 昼 11:30 ～ 15:00 (14:30)  昼 11:30 ～ 15:00 (14:30) 夜 18:00 ～
23:00（Food22:00/Drink22:30）【土日祝】朝 7:00 ～ 10:45 (10:15) 昼 11:30 ～ 15:00 (14:30) カフェ 15:00
～ 17:00 夜 18:00 ～ 23:00（Food22:00/ Drink 22:30）

定休日
日曜or連休最終日

予約

   045-264-4215

   yokohama@al-tair.co.jp

   https://www.al-tair.co.jp

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.443558,139.64209,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.443558,139.64209&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:yokohama@al-tair.co.jp
https://www.al-tair.co.jp/
https://www.facebook.com/aquilavolans
https://www.instagram.com/aquila_volan


RESTAURANT ESOLA レストラン  エソラ

レストランエソラでは、化学調味料や食品添加物を使用せず、あくまでも手作りに

拘った料理を提供しております。野菜に関しては、なるべく季節の地場野菜を多く

取り入れ、魚や肉などは地方から厳選した食材を使用しております。お店の雰囲気

は、落ち着いた作りになっており、ゆっくりとお食事が出来る空間を提供しており

ます。

 住所
神奈川県横浜市都筑区仲町台 1ー14ー20ー101

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30~14:00 18:00~21:00

定休日
月曜日 祭日の場合 水曜日

予約

   045-945-2280

   r.esola.428@gmail.com

   https://www.restaurant-esola.net/

Arigat-EUレシピ
コテキーノ モデナとハナビラ茸のタリアテッレ セージバターソース

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.534425,139.590679,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.534425,139.590679&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:r.esola.428@gmail.com
https://www.restaurant-esola.net/
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/Restaurant-Esola-277659835614085/


ＡＱＵＩＬＡ ＶＯＬＡＮＳ（アクイラ・ウォランス）

ようこそ「AQUILA VOLANS（アクイラ・ウォランス）」へ。 横浜市の赤レンガ倉
庫からほど近くにある当店 イタリア料理をベースに、様々な感性を取り入れたレス
トランです。 私たちの考える「レストラン」とは お料理のジャンルや食材の使い方
など、何かに縛られるのではなく、

自由に笑顔で過ごせる、そんな温かい場所です。 普段のお食事から記念日、結婚式
二次会など、お客様の今を満たす 「料理」と「サービス」を真摯にご提供しており
ます。 新しいものと古いものが融合したここ「横浜」という美しい街で、 伝統的な
料理と新しい感性の料理をどうぞお楽しみください。

 

 住所
神奈川県横浜市中区山下町２０４－１ダイワロイネットホテル横浜公園２Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
朝 7:00 ～ 10:00 (9:30) 昼 11:30 ～ 15:00 (14:30)  昼 11:30 ～ 15:00 (14:30) 夜 18:00 ～
23:00（Food22:00/Drink22:30）【土日祝】朝 7:00 ～ 10:45 (10:15) 昼 11:30 ～ 15:00 (14:30) カフェ 15:00
～ 17:00 夜 18:00 ～ 23:00（Food22:00/ Drink 22:30）

定休日
日曜or連休最終日

予約

   045-264-4215

   yokohama@al-tair.co.jp

   https://www.al-tair.co.jp

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.443558,139.64209,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.443558,139.64209&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:yokohama@al-tair.co.jp
https://www.al-tair.co.jp/
https://www.facebook.com/aquilavolans
https://www.instagram.com/aquila_volan


SUGITA

 住所
神奈川県横浜市磯子区杉田2-1-8 つかだビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 45-316-1630

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.383346,139.615861,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.383346,139.615861&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


GRATIA グラティア

GRATIAとはイタリア語のGrazie（ありがとう）の語源となるラテン語で、
神様からの無償の愛や恵みを意味します。

ピザ釜のある厨房 " Food Creative Factory（食のデザイン工房）" からは
既存のイタリア料理をそのままお客様にお出しすることはありません。

天然の食材を吟味し、自然の恵みを最大限に生かす調理法と

イタリア料理の伝統を守りながら、時代に合った新しい料理を創造し、

お客様の"食の時間"をいつもトキメキあるものにしていきたいと考えております。

 住所
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２丁目１１−２３ 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30~15:00(L.O14:30)

定休日
火曜日定休

予約

   info@gratia.co.jp

   http://www.gratia.co.jp

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.547,139.516927,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.547,139.516927&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@gratia.co.jp
http://www.gratia.co.jp/
https://www.facebook.com/pg/gratia.aobadai/posts/
https://www.instagram.com/gratia.aobadai/


「トラットリア ピッツェリア ピレウス」「TRATTORIA PIZZERIA
PIREUS」

薪窯ナポリピッツァと新鮮な野菜や魚を使った、豊富な前菜やパスタがウリの地域

密着型のイタリアンレストラン。

ナポリで学んだピッツァは、高温の薪窯で絶妙なタイミングで焼き上げます。

野菜は、八街の契約農家から、質の良い新鮮な野菜を仕入れており、旬の素材を使

った、パスタも好感度が高いです。

広くアットホームな店内は、ゆったりとできる空間になっています。

 住所
神奈川県横浜市港北区大倉山1－29－19 ISビル2階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30~14:30(LO) 17:30~22:00(LO)

定休日
火曜日  kayobi

予約

   045-717-6388

   http://www.pireus.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

https://www.google.com/maps/@35.520517,139.632175,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.520517,139.632175&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.pireus.jp/


SUGITA

 住所
神奈川県横浜市磯子区杉田2-1-8 つかだビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 45-308-6552

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.383346,139.615861,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.383346,139.615861&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


TRINACRIA

シチリアをイメージした店内は古材と土がゆったりとした優しい雰囲気を醸し出し

ています。素材と旬にこだわったお料理はどれも感度よく美味。特に炭火でじっく

り焼かれるお肉は是非召し上がっていただきたい１品です。ワインも１００種ほど

用意。お手頃価格のものからフルボディの赤ワインまで。 多彩なシチュエーショ
ンに対応できるお店です。

 

 住所
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-11-27

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Everyday  17:00pm - 5:00am

定休日
We‘re open every day

予約

   045-482-5088

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.546527,139.516804,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.546527,139.516804&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pg/Trinacria-1741924489382210/about/
https://www.instagram.com/trinacria.0715


LA TAPPA FISSA

Al concept di mantenere il sapore italiano, offriamo principalmente i piatti romani
ma anche delle varie regioni

 住所
〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町４丁目１６１−８ M&K元町 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   pizzeria.m22@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.439372,139.647117,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.439372,139.647117&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizzeria.m22@gmail.com
https://www.facebook.com/latappafissamotomachi/


PIZZERIA CHIACCHIERONE ピッツェリア  キアッキェローネ

ナポリ湾に浮かぶイスキア島で修業をつんだシェフが、気軽に楽しめる南イタリア

家庭料理と本格的なナポリピッツァをそのまま再現したレストランです。アットホ

ームな雰囲気と気取らないサービス、そして毎日食べても飽きない料理。なぜなら

現地の人たちが毎日食べる家庭料理が原点だから。ナポリ名物青のりが入ったフリ

ッター、たっぷりのトマトで煮込んだタコの溺れ煮込み、新鮮な水牛のモッツァレ

ッラ。そして「真のナポリピッツァ協会」認定本物のナポリピッツァ！ワインを片

手に友達と。店名のCHIACCHIERONE（キアッキェローネ）とはおしゃべりな人と
いう意味。ワイワイ仲間と美味しい料理とワインを楽しめるお店です。

 住所
神奈川県横浜市中区野毛町 3-158

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Pranzo 11:30-14:00 Cena 18:00-22:00

定休日
Domenica 日曜日

予約

   045-341-4183

   info@chiacchierone.jp

   http://www.chiacchierone.jp/

Arigat-EUレシピ
1コテキーノとレンズ豆の煮込み 2コテキーノのブルスケッタ 2コテキーノのブルスケッタ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.448363,139.627406,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.448363,139.627406&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@chiacchierone.jp
http://www.chiacchierone.jp/
https://www.facebook.com/Chiacchierone.JP/?rf=128345537278862


DUCA DI CAMASTRA

 住所
横浜市神奈川区松本潮1-1-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   m_yamamoto0928@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.462509,139.622513,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.462509,139.622513&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:m_yamamoto0928@yahoo.co.jp


アルポルトクラシコ  AL PORTO CLASSICO

 住所
神奈川県横浜市西区高島２-１８-１そごう横浜店１０階レストラン

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00~16:00 17:00~23:00

定休日
なし

予約

   ０４５-４４４-３３１３

   info@alporto-classico.com

   http://www.alporto-classico.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.465323,139.625468,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.465323,139.625468&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@alporto-classico.com
http://www.alporto-classico.com/
https://www.facebook.com/al.porto.classico/


リトルキャット  LITTLECAT

 住所
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30~14:00 17:30~22:00

定休日
Sunday,Public Holiday

予約

   045-314-2204

   yuugo503@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ
モルタデッラとゴルゴンゾーラのムース モルタデッラとモッツァレラチーズのサラダ モルタデッラと春キャベツのペペロンチーノスパゲッティ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.469319,139.619574,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.469319,139.619574&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:yuugo503@yahoo.co.jp


INOUE GRIGLIA

 住所
神奈川県横浜市西区平沼１−１３−２６第２ツカサビル１F 

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
18:00-23:00

定休日
-

予約

   +81 45-316-1630

Arigat-EUレシピ

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.458507,139.61958,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.458507,139.61958&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


ジャックポットみなとみらい  JACKPOT MINATOMIRAI

全国各地から厳選した、その時期一番おいしい牡蠣を取り揃えています。様々な個

性を持った生牡蠣をカジュアルにお召し上がりいただけるオイスターバー。各地の

生産者から独自のルートで仕入れている、オイスターバージャックポットが自信を

もってオススメする種類豊富な牡蠣を是非ご賞味ください。生牡蠣だけでなく、牡

蠣を使った各種料理や牡蠣に合うワインもお楽しみいただけます。 JR桜木町駅か
ら徒歩4分、コレットマーレみなとみらい7Fにて営業中。
店内からはみなとみらいの大観覧車や高層ビル、青い海が一望でき、デートやお祝

いにも最適です。

ランチタイムは明るく清々しいみなとみらいの海を眺め、ディナータイムはきれい

にライトアップされた景色を背景に、種類豊富な生牡蠣を食べ比べたり、カキフラ

イなどの各種牡蠣料理、ピッツァやパスタ、ワインなどをお楽しみいただけます。

生牡蠣にはレモンや各種のソースをご用意していますので、是非お好みの食べ方を

探してみてください。 毎月異なる産地やテーマでその時美味しい牡蠣を楽しめる
フェアも開催しております。牡蠣と合わせて、その時期限定のメニューやワインも

是非一緒にお楽しみください。

 住所
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 コレットマーレ6F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11：00～23：00（LO:22：00）

定休日
無し

予約

   050-3184-0802

   https://www.jack-pot.co.jp

Arigat-EUレシピ
①夏野菜とモルタデッラハムとバジル、モッツァレラチーズ、トマトソースのピッツァ

イタリア、ボローニャの特産品、モルタデッラ・ボローニャと旬の夏野菜をふんだんに使った窯焼きピッツァです。

②モルタデッラハムとズッキーニ、モッツァレラチーズの串揚げ

モルタデッラとズッキーニ、モッツァレラチーズにパン粉を付けて串揚げにしました。ジェノベーゼソースを付けてお召し上がりください。

③モルタデッラハムとカボチャ、トウモロコシ、セミドライトマトのグラタン

モルタデッラとカボチャの美味しさがギュッと詰まった、クリーミーなグラタンです。

 



https://www.google.com/maps/@35.452633,139.630554,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.452633,139.630554&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.jack-pot.co.jp/
https://www.facebook.com/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-599534076739590/


PIZZA SALVATORE CUOMO 綱島

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
神奈川県横浜市港北区綱島西1-5-2 アパートメンツ綱島1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   045-547-4765 | 045-540-2171(デリ用)

   psc_tsunashima@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

 

https://www.google.com/maps/@35.537385,139.634821,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.537385,139.634821&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:psc_tsunashima@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


ポジリポ  エ  ナプレ  横浜高島屋店 POSILLIPO NAPULÈ

イタリア人にとって、家族で食卓を囲む時間は至福のひと時。中でも南イタリアは

海の幸に恵まれ、新鮮な素材を生かしたお料理の種類は尽きることがありません。

ナプレグループでは、本場の味をそのまま皆様へお届けいたします。港町・ナポリ

の雰囲気を感じさせる横浜の地に、ナプレの仲間“ポジリポ エ ナプレ”がありま
す。広々とした開放的な店内で、本場南イタリアの雰囲気を存分に味わえます。個

室も用意しておりますので、大切な方とのお食事などにもご利用頂けます。

 住所
〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店8階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Lunch 月～金 11:00～15:00 (L.O.) Dinner 月～金 17:00～22:00 (L.O.) 

定休日
土日祝 11:00～22:00 (L.O.) (定休日：高島屋に準ずる)

予約

   045-319-0357

   https://napule-pizza.com/yokohama/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.465189,139.620715,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.465189,139.620715&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://napule-pizza.com/yokohama/
https://www.facebook.com/posillipo.napule/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/posillipo.yokohama/


ローマステーション  ROMA STATIONE

今年、開店から50年を迎える、横浜・山下町にあるイタリアンレストランです。懐
かしい横浜のイタリアンとして、昔ながらのオリジナリティーのあるメニューをご

提供しています。横浜港から聞こえる汽笛をＢＧＭに、マリンタワーを眺めなが

ら、心地よいひと時をご提供出来ればと思います。

 住所
横浜市中区山下町26

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
月～金17:00～22:30 土11:30～22:30 日・祝11:30～22:00

定休日
火曜日

予約

   045-681-1818

   kaz3hsk2@gmail.com

Arigat-EUレシピ
ピザ「イタリアンサラミのピザ」

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.445557,139.647288,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.445557,139.647288&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kaz3hsk2@gmail.com


PIZZA SALVATORE CUOMO たまプラーザ

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
神奈川県横浜市青葉区新石川2-4-10 モリテックスたまプラーザビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   045-911-1465 | 045-910-0471（デリ用）

   psc_tamaplaza@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

 

https://www.google.com/maps/@35.544447,139.575331,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.544447,139.575331&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:psc_tamaplaza@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


RISTORANTE CROCIFISSO YOKOHAMA クローチフィッソ

 住所
神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町１－７－１ デリス横浜ビル7階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11時３０～15時 17時３０～23時

定休日
火曜日

予約

   045-594-6069

   info@croci�sso-yokohama.com

   http://croci�sso-yokohama.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.469265,139.624241,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.469265,139.624241&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@crocifisso-yokohama.com
http://crocifisso-yokohama.com/


PIZZERIA GELATERIA RAZZO

 住所
横浜市中区石川町1-22-6 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
pranzo 12:00〜14:30
cena 17:30〜21:00

定休日
Martedi

予約

   045-264-6265

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.44257,139.653717,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.44257,139.653717&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/RAZZO.jp/


PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL 川崎

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
神奈川県川崎市川崎区小川町1-18 ラチッタデッラ内ビバーチェ 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   044-210-0265 | 044-210-0071（デリ用）

   pizza_kawasaki@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

 

https://www.google.com/maps/@35.528732,139.698013,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.528732,139.698013&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizza_kawasaki@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


PAPPARE VINO

 住所
神奈川県横浜市西区高島2-16 B!

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11～23

定休日
なし

予約

   045-440-1257

   papparevino@aki-nai.com

   http://www.aki-nai.com/papparevino/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.464396,139.623833,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.464396,139.623833&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:papparevino@aki-nai.com
http://www.aki-nai.com/papparevino/


MANO E MANO

 住所
神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-51 マークイズみなとみらい 4F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00 23:00

定休日
-

予約

   s_tokuda@aquaplannet.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.457466,139.631724,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.457466,139.631724&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:s_tokuda@aquaplannet.co.jp


ポジリポ  エ  ナプレ  横浜高島屋店 POSILLIPO NAPULÈ

 住所
〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店8階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Lunch 月～金 11:00～15:00 (L.O.) Dinner 月～金 17:00～22:00 (L.O.) 

定休日
土日祝 11:00～22:00 (L.O.) (定休日：高島屋に準ずる)

予約

   045-319-0357

   https://napule-pizza.com/yokohama/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.465,139.62,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.465,139.62&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://napule-pizza.com/yokohama/


Ｘ－ＲＡＹ金沢文庫店 Ｘ－ＲＡＹ KANAZAWA BUNKO

Ｘ－ＲＡＹ金沢文庫店は創作イタリアンとプロのバーテンダー作るがカクテルを武

器にしている小さなレストランバーで今年で7年目を迎えます。
10. 写真を3～5枚（店の外観、内装、シェフ等・JPGフォーム）。 デジタル広告で
1枚を使用させていただきます。

 住所
神奈川県横浜市金沢区谷津町３４７－４

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ11時から14時 ディナー17時～23時 バータイム23時～4時 
 

定休日
毎週火曜日 Thursday

予約

   ０４５－７８１－２８２０

   ｓａｋｕｒａｔａｎ０３０９＠ｇｍａｉｌ.cｏｍ

Arigat-EUレシピ
赤マンボウをウイキョウの葉風味のマリネ液で4時間漬け込んだものを大きめのカットをして断面にビーガンマヨネーズを塗り型で抜いたさらみ
を鱗のように並べる。

使用した材料



https://www.google.com/maps/@35.342125,139.623016,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.342125,139.623016&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:%EF%BD%93%EF%BD%81%EF%BD%8B%EF%BD%95%EF%BD%92%EF%BD%81%EF%BD%94%EF%BD%81%EF%BD%8E%EF%BC%90%EF%BC%93%EF%BC%90%EF%BC%99%EF%BC%A0%EF%BD%87%EF%BD%8D%EF%BD%81%EF%BD%89%EF%BD%8C.c%EF%BD%8F%EF%BD%8D
https://www.instagram.com/bistrobarxray/


045 PIZZA MYRO ゼロヨンゴピザマイロ

横浜石川町にあるアメリカンスタイルピザショップの045PizzaMYROです。 1ホー
ル16インチのピザを1スライスからお気軽にお買い求めいただけます。テイクアウ
トも出来ます。

 

 住所
231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1-24-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
火曜日から金曜日11:30～22:00 土日曜日·祝日

定休日
月曜日（月曜が祝日の場合は翌火曜が休み）

予約

   045-264-4045

   aps045pizzamyro@yahoo.co.jp

 

Arigat-EUレシピ
イタリアンピザ サラミとイタリアンソーセージをのっけたシンプルなピザ。

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.43836,139.645439,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.43836,139.645439&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:aps045pizzamyro@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/045pizzamyro/
https://www.instagram.com/045pizzamyro


VIA TOSCANELLA

 住所
神奈川県 横浜市中区相生町４－６９ 関内和考ビル1階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11時３０～15時 17時３０～23時

定休日
火曜日

予約

   045-651-5750

   info@viatoscanella.com

   http://viatoscanella.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.447335,139.636818,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.447335,139.636818&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@viatoscanella.com
http://viatoscanella.com/


SALONE2007 サローネドゥエミッレセッテ

 住所
神奈川県横浜市中区山下町３６−１B１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Google Terms of Use

営業時間
12:00〜13:00LO15:00close
18:00〜20:00LO22:30close

定休日
無休

予約

    045-651-0113

   info@salone2007.com

   http://salone2007.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.443202,139.650811,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.443202,139.650811&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@salone2007.com
http://salone2007.com/


PIZZA SALVATORE CUOMO センター南

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモ

のプロデュース店。本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサ

ルヴァトーレの想いから、よりカジュアルに親しみやすいサービスとともにご提供

しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最高峰のピッツァの祭典
「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽に
お楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク

100％で出来たモッツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリア
で特別にブレンドしているオリジナルのトマトソースなど、素材にもこだわった

「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピッツァイオーロが一

枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っ

ている店舗も多く、ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理を

お楽しみいただけます。

 住所
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央2-1 オズマークスセンター南1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です）

LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE,
DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日
年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   045-948-4065 | 045-948-4071(デリ用)

   pizza_centerminami@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

 

https://www.google.com/maps/@35.544453,139.575316,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.544453,139.575316&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizza_centerminami@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


CUCINA ITALIANA E VINO DA HÔRI クチーナ  イタリアーナ  エ  ヴィーノ  ダ
ホーリー

ローマの街並みを連想させるレンガのアーチが目を引く【cucina italiana e vino－
DA HORI】。店内には、イタリアで買い付けてきた装飾品が飾られ、イタリアの雰
囲気が漂います。ここでいただけるのは、ローマ料理が主体となった正統派イタリ

アンの数々。『前菜八寸仕立て』や『ブッロ エ ボッタルガ』をはじめ、和の要素
とイタリアンを融合させたオリジナリティ溢れる料理も魅力的です。また、スタッ

フ全員がソムリエ資格を持っており、イタリア全州から集まった約50種類のワイン
から、とっておきのワインをセレクトしてもらえます。デートや家族の外食、各種

宴会など、大切な人や仲間との食事に訪れてみてはいかがでしょうか。

 住所
〒２２１－０８２５ 神奈川県横浜市神奈川区反町３－１９－６ 浅井ビル１階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチタイム lunch 11:30～14:00 (L.O) ディナータイム dinner 18:30～22:00 ( フードL.O ) ディナータイム
dinner 18:30～22:00 ( フードL.O ) 22:30 ( ドリンクL.O )

定休日
毎週月曜日 第１・３火曜日 lunedi e martedi 1,3

予約

   81 -45-595-9688

   dahori2019@gmail.com

   https://cucina-italiana-e-vino-da-hori.business.site/?m=true

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

 

https://www.google.com/maps/@35.475284,139.625764,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.475284,139.625764&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:dahori2019@gmail.com
https://cucina-italiana-e-vino-da-hori.business.site/?m=true
https://www.facebook.com/dahori2019
https://www.instagram.com/dahori2019
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