東京都内 29 店舗の群馬県産農畜産物販売協力店で開催！
ぐんまの鍋” をテーマに参加店舗で、群馬県産食材を使用した
各店オリジナルのメニューが楽しめます。ぜひお越しください。

協賛フェア同時開催
群馬県産の農畜産物が、スーパー・直売所に
大集合 ! ぜひ足をお運びください。
地産
マルシェ
・食の駅

ベイシア

お問い合わせ

草木堂

八百屋
つばくろ

フェア期間中、開催店舗で
フェアメニューを注文なさった
お客様にキャンペーンプレゼント
応募のチャンス！
抽選で群馬県の素敵なプレゼントが
当たります。

群馬県農政部ぐんまブランド推進課 TEL 027-226-3129

東京都内 29 店舗で群馬県産食材を使用した「ぐんま食彩
フェア」を開催！！ぜひ、この機会にお楽しみください。
※ 内容が変更になる場合もございます。

一覧表
の見方

料理ジャンル
特別メニューのご提供

新宿区
和 和食 洋 洋食 中 中華 居 居酒屋 他 その他
昼のみ

夜のみ

居 活豚料理 ｉｎｔｏｎ

昼夜

群馬県産豚肉・野菜のしゃぶ鍋1,380 円（税抜）他

03-3344-3585

千代田区
居 居酒屋うち

群馬野菜鍋 850 円（税抜）

上州麦豚鍋旨辛ちゃんこ鍋 1,200 円（税抜）他

03-6261-4144

03-3345-6226

東京都千代田区九段南 3-9-1 第 3DMJ ビル 1F

上州和牛と下仁田ねぎの小鍋仕立て 1,500 円（税抜）

上州牛のすき焼きピザ 1,000 円（税抜）

中央区

03-3205-7252

東京都千代田区鍛冶町 2-7-10 1F

上州和牛と群馬産野菜のすきやき（限定10食）2,000 円（税抜）他

03-3268-1707

東京都中央区銀座 8-10-15

上州麦豚のトンスキ 1,200 円（税抜）

洋 GINZA kansei

03-6304-5444

すき焼きの素材で作る 上州和牛のサーロインステーキ
下仁田ねぎのクーリー・群馬県産椎茸添え 12,000 円（税抜）コースのメインで

目黒区

上州和牛すき焼きとろろ鍋 6,000 円（税抜）

03-3724-3881

上州和牛と群馬県産野菜のポトフ 2,500 円（税込）
東京都中央区銀座 2-14-6 1 階

上州麦豚の豚すき鍋 1,500

03-3723-0198

上州和牛のロースト ビール風味のすき焼き仕立て 2,300 円（税抜）

上州雪豆腐鍋 900 円（税込）他

「上州」うどんと牛肉の すき焼き” 風「おまかせコース 5,000 円」の一品として（税抜）他
東京都中央区銀座 1-15-8 銀座耀ビル B1

03-3794-9041

渋谷区

群馬県産、上州麦豚と下仁田葱のシャブシャブ1,480 円（税抜）

上州麦豚と群馬野菜のボッリートミスト 1,550 円（税込）

03-5456-8181

東京都中央区銀座 1-6-8

牧草牛と上州豚の肉しゃぶ鍋 1,980 円（税抜）／１人前（２人前〜）他

群馬県産野菜とやまと豚のせいろ蒸し すき焼き風つけだれ 1,200 円（税込）

港区

東京都中央区銀座 2-4-18 アルボーレ銀座 9F

03-6809-0634

和 キレイになるための食卓

上州地鶏のキャベツナベ 850 円（税抜）他

上州和牛と群馬地野菜のすき夜会 5,000 円（税抜）

03-6801-7227

東京都港区南青山 3-2-7 2F

上州麦豚特選酒粕鍋 2,500

群馬産もち豚と下仁田ネギのしゃぶしゃぶ 1,780

円（税込）／１人前

03-3861-6500

東京都港区芝大門 1-11-9 ライオンズマンション芝公園 B1F

上州牛と群馬県産野菜のすきやき定食 980 円（税込）

上州牛しゃぶみぞれ鍋 1,580 円（税抜）

03-3312-8688

東京都港区白金 2-1-5

洋 レストランコーラル

上州麦豚と上州野菜たっぷり、無加水鍋 1,400 円（税込）

上州和牛と群馬の野菜煮込み ボルシチ風 2,800 円（税抜）

東京都港区赤坂 2-20-6 川瀬ビル 1F

042-555-3284

和 豚肉創作料理 やまと南青山店

東京都羽村市富士見平 2-18-16

和 ダイヤ寿司

群馬食材たっぷりのやまと豚すき焼き御膳 1,500 円（税込）

03-5411-6131

東京都杉並区高円寺南 4-23-4 中銀高円寺マンシオン B1

羽村市・東村山市

居 赤坂 和 in ビストロ 鑁 〜 VAN 〜
03-6277-7306

円（税込）

東京都台東区浅草橋 1-18-10 アックビル 5F

他 コネクシオン

居 このむ 三光坂下 ―KONOMU sankousakashita―
03-6408-0744

東京都板橋区大山町 8-3 宮下ビル 3F

居 楽膳楽酒 浅草橋

居 日本酒専門店 萬亮
03-6884-4424

東京都渋谷区道玄坂 1-11-1 第二大番ビル 203

板橋区・台東区・杉並区

居 焼鳥 とりの
03-6434-9495

東京都渋谷区道玄坂 1-13-2

洋 Meat & Oyster 渋谷 Kairi

和 豚肉創作料理 やまと銀座本店
03-5159-9751

東京都目黒区鷹番 3-21-18

和 広瀬

洋 銀座イタリー亭
03-3564-2371

円（税込）他

東京都目黒区柿の木坂 1-30-19 グレース柿の木坂 B1

居 ナルカミ

東京都中央区日本橋人形町 1-9-2 冨士ビル 1F

中 銀座小はれ日より
03-3538-0554

東京都目黒区中根 1-6-1 ニューヨークコーナー 161 2F

和 ととしぐれ 都立大学店

洋 フレンチーズ
03-5643-3733

東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル B2

和 利き蕎麦 存ぶん

東京都中央区銀座 7-12-1 銀座 TY ビル 1 〜 3F

洋 レストラン KAIRADA
03-3248-3355

東京都新宿区袋町 2 鈴木ビル 1 階

居 個室 × しゃぶしゃぶ 隠豚 新宿西口店

上州和牛の牛鍋 1,500 円（税抜）

03-6264-3319

東京都新宿区新宿 5-17-6 中田ビル B1

和 ひろか 二葉

居 酒席 銀座いさみ
03-3571-1386

東京都新宿区西新宿 1-6-1 エルタワー B2

和 和味 りん

他 Bar Eclipse
03-3525-8653

東京都新宿区西新宿 1-13-12 昭和ビル B1

他 鉄板 肉バル Ferrous

ぐんまちゃんちゃん鍋 1,200 円（税抜）

東京都港区南青山 2-14-13 B1

042-393-0162

東京都東村山市栄町 1-16

協賛フェア同時開催 都内を中心に関東エリアの「スーパー・直売所」に群馬県産の農畜産物が大集合 ! ぜひこの機会に群馬県産食材をお楽しみください。
地産マルシェ三鷹店

ベイシアフードセンター嵐山店

ベイシアスーパーマーケット流山駒木店

地産マルシェ 烏山店

食の駅日の出店

ベイシア青梅インター店

ベイシアフードセンター川島インター店

ベイシア鴨川店

地産マルシェ笹塚店

港北マルシェ サウスウッド店

ベイシアフードセンター行田店

ベイシア寄居店

農家の野菜 蓮根駅前店

ファームドゥ あざみ野ガーデンズ店

ベイシアフードセンター大利根店

ベイシア寄居北店

地産マルシェ中野店

地産マルシェララガーデン川口店

ベイシア本庄早稲田ゲート店

ベイシアちば古市場店

地産マルシェ小滝橋店
中野区東中野 5-25-6

１／３０（火）〜２／ 8（木）

杉並区阿佐ヶ谷北 1-3-8 グリーンパークビル 1F

豊島区南長崎５−２２−８

１／３０（火）〜２／４（日）
世田谷区南烏山 3-20-1 エムスタット蘆花公園 1F
渋谷区笹塚 3-9-3 ケイオービル 1F
板橋区蓮根 2-31-29

中野区中野 2-19-2 中野第 1OS ビル 1F

三鷹市下連雀 4-16-6 三成ビル 1F
西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木 237-3 イオンモール日の出内

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央 6-1 1F

神奈川県横浜市青葉区大場町 704-11 あざみ野ガーデンズ内
埼玉県川口市宮町 18-9 ララガーデン川口店内 1F

地産マルシェ阿佐ヶ谷店

草木堂野菜店 東長崎店

地産マルシェ練馬店

草木堂野菜店 西永福店

地産マルシェ光が丘店

草木堂野菜店 神楽坂店

地産マルシェ千住大橋店

八百屋つばくろ江古田店

地産マルシェ吉祥寺店

八百屋つばくろ鷺ノ宮つゆくさ店

練馬区中村北 1-20-14 ライオンズマンション中村橋 1F

練馬区高松 4-5-12 パピヨンドルメール 1F
足立区千住橋戸町 1-13 １F ポンテポルタ千住内
武蔵野市吉祥寺本町 1-32-6 トーシンフェニックス吉祥寺クアトロ1F

杉並区永福３−３５−９

新宿区神楽坂６−２２うえぐも内

練馬区旭丘町１−７５−１１江古田銀座通り
中野区鷺宮３−３１−８ 和カフェつゆくさ内

2 ／ 8（木）〜２／ 13（火）
東京都青梅市新町 6 丁目 16 番 15
埼玉県行田市持田 1080
埼玉県加須市琴寄 144

埼玉県本庄市早稲田の杜２丁目１番 1 号

ベイシアスーパーマーケット深谷国済寺店
埼玉県深谷市国済寺 426-1

ベイシアフードセンター深谷川本店
埼玉県深谷市長在家 1760-1

ベイシア栗橋店

埼玉県久喜市栗橋東 6-15-1

ベイシア鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町 2-5-15

ベイシアひだかモール店

埼玉県日高市大字森戸新田字藤久保 88-5

ベイシアなめがわモール店
埼玉県比企郡滑川町大字羽尾 2780

埼玉県比企郡嵐山町大字平澤字遠道 800-1
埼玉県比企郡川島町上伊草 1175-1

埼玉県大里郡寄居町大字富田 1849-1
埼玉県大里郡寄居町大字桜沢 2916
千葉県千葉市緑区古市場町 906-29

ベイシア木更津金田店
千葉県木更津市中島 888

ベイシア野田さくらの里店
千葉県野田市桜の里 2-1

ベイシア茂原店

千葉県茂原市腰当（こしあて）7

ベイシア佐倉店

千葉県佐倉市寺崎北 6-1-1

ベイシア東金店

千葉県東金市道庭字三斗蒔 495-2

ベイシア市原八幡店

千葉県市原市八幡字海岸 2381-1

千葉県流山市駒木 523-2

千葉県鴨川市大字貝渚字中川間 300

ベイシアフードセンター八街店
千葉県八街市八街字初番杭は 20-1

ベイシア千葉ニュータウン店
千葉県印西市泉野一丁目 144 番 6

ベイシア富里店

千葉県富里市七栄 532

ベイシアいすみ大原店

千葉県いすみ市日在（ひあり）41

ベイシア大網白里店

千葉県大網白里市大網 273-2

ベイシア長生店

千葉県長生郡長生村大字金田 3237

ベイシアスーパーマーケット鳩山店
埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼 2473

ベイシア古河総和店
茨城県古河市大堤 682

