資料５

「北海道いぶりフェア」の開催について
１

「北海道いぶりフェア」について
胆振総合振興局では首都圏に向けて、
「食」を通じた胆振地域の魅力の発信及び胆振の食のブ
ランド力向上を目的に、昨年度から株式会社ラムラ様との協働事業として「北海道いぶりフェ
ア」を開催しており、本年度についても平成29年11月１日から１ヶ月間、株式会社ラムラ様系
列飲食店のうち38店舗で開催します。

２

オープニングレセプションの概要
上記「北海道いぶりフェア」の開催にあたり、管内各市町様、首都圏の各市町のふるさと会
様、北海道倶楽部様等の関係者の方々にご参加いただくオープニングレセプションを以下のと
おり開催します。
○日 時 11月１日（水）

15：00～16：30

○実施店 ＧＩＮＴＯ銀座店
東京都中央区銀座３丁目３－１
ＺＯＥ銀座５Ｆ
○形 式 立食
○内 容 ・胆振食材を活用した特別メニューの提供
・食材及び胆振地域のＰＲ

～当日はレセプションメニューのほか、胆振の特産品もご用意しています～
例

日本酒：美苫（苫小牧市）
、あつま川（厚真町）
ビール：登別地ビール 鬼伝説シリーズ（登別市）
焼 酎：馬歯酒（安平町）
ワイン：月浦ワイン（洞爺湖町）
、こくわワイン（厚真町）
ノンアルコール：アロニアジュース（洞爺湖町） など
人気のワインから道外未開拓の新商品まで幅広くお楽しみいただけます。

『特別企画

そうべつシードル試飲調査会』

オープニングレセプション当日は、北海道有数のリンゴの産地・壮瞥町のリンゴを使った新商
品「そうべつシードル」の試飲及びアンケート調査会を実施します！

北海道いぶりフェア

実施店舗一覧

実施期間 平成 29 年 11 月１日から 11 月 30 日まで
場
所 株式会社ラムラ系列飲食店 38 店舗
ブランド・
グループ

土風炉

北海道

音音

魚魯魚魯

レストラン

提供店舗
【土風炉】
銀座ｺﾘﾄﾞｰ街店､
高田馬場店
【土風炉 夢町小路】
銀座一丁目店､
品川店､
本厚木店
【大地の恵み北海道】
永田町店､
新宿東宝ﾋﾞﾙ
【北海道はでっかい
道】
西船橋店
【ｵﾎｰﾂｸの恵み】
西新橋店､
市ヶ谷店
【北海道バル 海】
東京駅ｸﾞﾗﾝﾙｰﾌ店
【音音】
新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ店､
上野ﾊﾞﾝﾌﾞｰｶﾞｰﾃﾝ店､
池袋店､
ﾗｿﾞｰﾅ川崎ﾌﾟﾗｻﾞ店
【和食バル 音音】
虎ノ門ﾋﾙｽﾞ店､
御茶ノ水ｿﾗｼﾃｨ店､
八重洲鉄鋼ﾋﾞﾙ店
【魚魯魚魯】
渋谷宮益坂店､
東陽町店､
赤羽店､
品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨ店
【ＧＩＮＴＯ】
池袋店､
銀座店
【Ｈｉ’ｓ ＧＩＮＴＯ】
新宿三丁目店
【ｏｐｅｒｅｔｔａ】
丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ店
【ｂｏｔｔｅｇａ】
柏店

店舗
所在地
東京都中央区
東京都新宿区
東京都中央区
東京都港区
神奈川県厚木市
東京都千代田区
東京都新宿区
千葉県船橋市
東京都港区
東京都千代田区

提供メニュー例※

胆振産の
使用食材

・季節野菜のグリル
牧家こだわりのカチョカバロで
・だるまいものふんわりお好み焼き
・蝦夷鹿の炭火焼
・うずらんアイスクリーム

チーズ（伊達市）
だるまいも（むかわ町）
エゾシカ（登別市）
うずらアイス（室蘭市）

・ホッキカツ定食
・きゅうりうおの丸干し
・蝦夷鹿ローストと柿のアジアンサラダ
・白老牛のクォーターパウンドステーキ
・夢民舎のこだわりスモークカマンベール
・伊達きのことツブ貝のホイル焼き
・こくわワイン
・本日の鮮魚盛り合わせ

ホッキ（苫小牧市）
キュウリウオ（むかわ町）
エゾシカ（登別市）
白老牛（白老町）
チーズ（安平町）
きのこ（伊達市）
ワイン：こくわ（厚真町）
鮮魚（苫小牧市）

・名物 ホッキ貝
・こくわワイン

ホッキ（苫小牧市）
ワイン：こくわ（厚真町）

・白老牛の低温熟成ロースト
～むかわ町直送の原木しいたけを添えて
・月浦ワイン ミュラー・トゥルガウ（白）
・蝦夷鹿肉のロティー

白老牛（白老町）
しいたけ（むかわ町）
ワイン（洞爺湖町）
エゾシカ（登別市）

東京都千代田区
東京都新宿区
東京都台東区
東京都豊島区
神奈川県川崎市
東京都港区
東京都千代田区
東京都千代田区
東京都渋谷区
東京都江東区
東京都北区
東京都港区
東京都豊島区
東京都中央区
東京都新宿区
東京都千代田区
千葉県柏市

【ＢＡＲ ｏｆ ＴＯＫＹＯ】
丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ店
東京都千代田区
【ｇｉｇａｓ】
・蝦夷鹿肉のカルパッチョ又はロースト
高田馬場店､
東京都新宿区
・原木しいたけのアヒージョ又は炭火焼き
東京駅ｸﾞﾗﾝﾙｰﾌ店
東京都千代田区 ・牧家の燻煙「黄金豚」ソーセージ
【Ｎ９Ｙ】
・アロニアスプリッツァー
銀座店､
東京都中央区
渋谷店
東京都渋谷区
バル
【ＭＡＴＯＩ－ＹＡ】
表参道店
東京都渋谷区
※シードル・デ・ソウベツは次の店舗の限定
【ＡＣＯＲＮ】
提供
東京駅ｸﾞﾗﾝﾙｰﾌﾌﾛﾝﾄ店､
東京都千代田区 ・ＢＡＲ ｏｆ ＴＯＫＹＯ 丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ店
新宿東宝ﾋﾞﾙ店
東京都新宿区
・Ｎ９Ｙ 銀座店
【ｃｏｍｍｏｎ ｃａｆé】
・ＡＣＯＲＮ 東京駅ｸﾞﾗﾝﾙｰﾌﾌﾛﾝﾄ店
新宿歌舞伎町､
東京都新宿区
丸の内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ店､
東京都千代田区
千葉駅店
千葉県千葉市
※店舗によっては本表と異なるメニューの場合があります。

エゾシカ（登別市）
しいたけ（むかわ町）
ソーセージ（伊達市）
アロニアジュース
（洞爺湖町）

シードル：りんご
（壮瞥町）

世界を感動させる
北海道のワインと食のご提案

いぶり

道産ワイン×胆振の食

魅力発信セミナー・商談会

in ザ・ウィンザーホテル洞爺

近年、国内外で評価が高まっている道産ワインと、北海道胆振地域の豊富な食材の共演により、道産ワインと食材の
楽しみ方の可能性を広く発信するため、「道産ワインと胆振の食の魅力発信セミナー・商談会」を開催します。
○日 時 平成 29 年 11 月 16 日（木）13:30～16:30
○会 場 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ
（北海道虻田郡洞爺湖町清水 336 番地）

○対 象 道産ワインや胆振食材に関心のある一般の方
（別途、道内ホテル・飲食店関係者等の参加があります。）

○プログラム
◆13:30～14:20
パネルディスカッション
｢道産ワインに合わせる食材について（仮）｣
＜パネラー＞
ザ・ウィンザーホテル洞爺 調理部総料理長 飯島 豪 氏
NPO 法人ワインクラスター北海道 代表 阿部 眞久 氏
＜コーディネーター＞
フードライター 深江 園子 氏

○参加条件 本イベント開催後、各自の SNS 等により、イベント
内容の情報発信にご協力いただくこと
○定 員 20 名（要事前申込）※応募多数の場合は抽選となる可能性があります。
○参 加費 無料
◆14:30～16:30
道産ワインと胆振の食の磨き上げ商談会
○申込方法 FAX 又は E メールにて、下記申込書をお送りください。
（担当者からの確認メールが届いたら申込完了です。）

○申込締切 10 月 31 日（火） （定員になり次第締め切ります。）
主催：北海道
協力：ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ、三本コーヒー㈱

・ワイナリー・食材生産者によるプレゼンテーション
・飯島総料理長による道産ワインと胆振食材を組み合わせた
メニュー提案、試食提供

～ ６種類の道産ワインと胆振食材のマリアージュメニューを披露いたします～
・月浦ワイン（ミュラートゥルガウ・白）

・NIKI Hills（HATSUYUKI・白）

・北海道ワイン（鶴沼ブラン・白）

・平川ワイナリー（キャンベル・ロゼ）

・千歳ワイナリー（ピノノワール・ロゼ）

・山崎ワイナリー（ピノノワール・赤）

・噴火湾産帆立貝とマンゴーのセビーチェ

・登別の白カビチーズと厚真町のハスカップジャム

・豊浦産 SPF ポークとキャンベルのジャム 黒胡椒 ・噴火湾産ヒラメの握り ポン酢・紅葉卸し、紫蘇
・カドワキ牛軽い燻製 マンゴチャツネ
・白老牛厚切りロースト 塩・黒胡椒

・伊達産鶏 柚子胡椒
・林檎のポワレ

・はつゆきジュレと季節のフルーツ ほか

無料送迎バス
■洞爺駅から（ザ・ウィンザーホテル洞爺シャトルバス）
（往路） ① 10:50 JR 洞爺駅 ⇒11:05 洞爺湖温泉 ⇒11:30 ウィンザーホテル洞爺
② 13:00 JR 洞爺駅 ⇒13:15 洞爺湖温泉 ⇒13:40 ウィンザーホテル洞爺
③ 14:20 JR 洞爺駅 ⇒14:35 洞爺湖温泉 ⇒15:00 ウィンザーホテル洞爺
（復路） ④ 15:30 ウィンザーホテル洞爺 ⇒15:55 洞爺湖温泉 ⇒16:10 JR 洞爺駅
⑤ 16:45 ウィンザーホテル洞爺 ⇒17:15 JR 洞爺駅 〔臨時便〕
※ 上記の運行情報は本イベント時間帯周辺のものです。その他の時間帯の運行情報や・乗車場所
の詳細は、ホテルのホームページ等をご確認ください。
※ 上記の運行情報は変更となる場合があります。

■札幌駅から（貸切バス）
（往路）
⑥ 10:45 札幌駅
⇒13:15 ウィンザーホテル洞爺
（復路）
⑦ 16:45 ウィンザーホテル洞爺
⇒19:15 札幌駅
※ 上記の運行情報は変更となる場合が
あります。

