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【報道関係者各位】

【FUKKO ONE TEAM『あれから10年、これから10年 in 東京丸の内』】

青森県が誇る貴重な特産食材×東京駅の人気レストラン

青森県の特産食材を使用したメニューが
東京駅に期間限定で登場！
新型コロナウィルスの影響で出荷が減少した青森県特産食材を
活かした限定メニューで美味しさを東京駅から発信
JR東日本グループの株式会社鉄道会館（東京都千代田区 / 代表取締役社長 平野 邦彦）は、青森県農林水産部、
およびJR東日本盛岡支社と連携し、3月15日（月）～28日（日）の期間、運営するエキナカ商業施設「グランスタ東京」
をはじめとした東京駅構内の商業施設にて、青森県の特産食材である「青森シャモロック」・「バルバリー鴨」・「小川
原湖産しらうお」を使用したメニューを11店舗より23種展開します。また、3月20日（土・祝）～25日（木）には、「グラン
スタ東京」内のイベントスペース「スクエア ゼロ」に「あおもり北彩館」が出店し、県産りんごやにんにく、水産物の加
工品などの青森県の特産品を販売いたします。
実施を通して、新型コロナウィルスで出荷が減少している青森県産食材を使用し、その美味しさを東京駅から発信
するとともに、4月1日（木）～9月30日（木）の期間で開催予定の東北デスティネーションキャンペーンに向けて、青森
県の魅力を東京駅から発信します。また、本イベントは、3月 4 日（木）～4 月 4 日（日）に開催中の「FUKKO ONE
TEAM 『あれから 10 年、これから 10 年 in 東京丸の内』」（主催：「あれから 10 年、これから 10 年」コンソーシアム）
内の企画である「TOHOKU フェア in 東京駅」の一環として開催します。（※ 「FUKKO ONE TEAM 『あれから 10 年、
これから 10 年 in 東京丸の内』」については添付資料をご覧ください。）

■「東京駅の人気レストラン × 青森県の特産食材」 オリジナルメニューが登場

「青森シャモロック」

「青森シャモロックの
スピエディーニ」

「バルバリー鴨」

「青森県産バルバリー鴨と
セリのスパゲッティ」

「小川原湖産しらうお」

「小川原湖産しらうおと
菜花のアヒージョ」

※本件に関する視聴者・読者からのお問合せ先 ℡：03-6212-1740 / HP：http://www.tokyoinfo.com
■報道関係者からのお問い合わせ先
・株式会社鉄道会館 クロス・ジー推進部 担当：森下（TEL：03-6212-1738 / MAIL： tk-01031301@tokyoinfo.co.jp）
・鉄道会館PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内）担当：道下・戸田（TEL：03-6894-3200/MAIL： tokyoinfo@ssu.co.jp）
当リリースは3月10日時点の情報です。商品名、価格・内容は変更となる可能性がございます。大変お手数ですがご紹介の際は、
鉄道会館もしくは弊社PR事務局（サニーサイドアップ内）にご一報お願いいたします。

■青森県が誇る貴重な特産食材が東京駅に登場！
青森シャモロック
青森シャモロックは、養鶏が盛んな青森県五戸町にあった旧県
畜産試験場（現在の畜産研究所）が、20年もの歳月をかけて独
自に開発し平成２年に誕生した、青森の誇る地鶏です。うまみ
成分が多く味が濃厚で「だし」がよく出ること、肉のきめが細かく
締まっていること、調理しても肉がぱさつかないことが特徴です。

バルバリー鴨
国産では貴重なフランス原産バルバリー種の鴨肉です。青森
県内で採卵から孵化、飼育、食鳥処理まで一貫生産されてい
ます。一般的に知られる合鴨と比べ鴨特有のくさみやクセが少
なく、しっかりとした旨味とコクを堪能できます。

小川原湖産しらうお
日本一の生産量を誇る青森県小川原湖産のしらうおです。八
甲田山系の自然豊かなブナの森から絶え間なく注ぐミネラル豊
富な水で育まれました。身は柔らかく、味は淡泊ながら魚体の
大きさにより甘みとほろ苦さがあるのが特徴です。その美味し
さから徳川家康が大変好んでいたことでも知られています。

■「青森シャモロック」×東京駅の人気レストラン

「 青森シャモロックのスピエ
ディーニ」

「 青森シャモロックと黒にんにくの
マルドン・ソルト焼」

「青森シャモロックの
自家製からあげ膳」

税込価格：580円

税込価格：700円

税込価格：1,287円

店舗:TO今日BAR
施設:グランスタ東京（改札内）

店舗:出店 二ぶん半
施設:黒塀横丁（改札外）

店舗:お茶漬けダイニング 茶らく
施設:キッチンストリート（改札外）

肉厚な青森シャモロックをイ
タリアの塩焼き「スピエディー
ニ」にしました。ジューシーで
濃厚な旨味を堪能いただけま
す。

旨みの強い青森シャモロックと、
青森県産の黒にんにくを、まろ
やかなマルドン・ソルトを使用し
て塩焼きにし、素材の美味しさ
を引き出しました。

青森シャモロックを使用した
ジューシーな自家製のからあげ
をご堪能いただける、豪華なか
らあげ膳です。

■「バルバリー鴨」×東京駅の人気レストラン

「青森県産バルバリー鴨とセリ
のスパゲッティ」

税込価格：1,680円
店舗:TO今日BAR
施設:グランスタ東京（改札内）
噛み応えがあり旨みの強い
バルバリー鴨がセリの食感や
清涼感とマッチしお互いに引
き立てあう、絶妙な一皿です。

「 青森県 晩酌セット」

「バルバリー鴨の炙り」

税込価格：1,280円

税込価格：650円

店舗:七代目 卯兵衛
施設:北町ダイニング（改札外）

店 舗 : 鳥元
施設:グランルーフ（改札外）

味噌でしっかりと漬けこんで焼
いたバルバリー鴨のロースと、
青森県産のしらうお、相性の良
い青森県の銘酒「田酒」を合わ
せた豪華な晩酌セット。

バルバリー鴨をしっとりジュー
シーに炙りで仕上げました。シ
ンプルに、バルバリー鴨の素材
の美味しさをお楽しみいただけ、
おつまみにもおすすめです。

■「小川原湖産しらうお」×東京駅の人気レストラン

「小川原湖産しらうおと菜花
のアヒージョ」

「青森県産産白魚と春キャベツ
ジェノベーゼパスタ」

税込価格：880円

税込価格：1,300円

店舗:TO今日BAR
施設:グランスタ東京（改札内）

店舗:Gigas Seafood Bar
施設:グランルーフ（改札外）

白魚、菜花、オリーブのそれ
ぞれに異なるほろ苦い味わい
を合わせ、春らしく仕立てた
アヒージョです。

青森県産しらうおと、新じゃが、
春キャベツなど春の食材をジェ
ノベーゼソース、パルミジャーノ
レッジャーノで仕上げました。
※平日限定

「青森県産しらうおの刺身」
税込価格：495円
店 舗 : 鳥元
施設:グランルーフ（改札外）
自然豊かな小川原湖が育んだ
青森県産しらうおをシンプルに
お刺身で提供します。お酒のお
供にも最適です。

■青森県アンテナショップ「あおもり北彩館」がスクエア ゼロに登場
青森県のアンテナショップ「あおもり北彩館」が東京駅「スク
エア ゼロ」に出店します。ご当地料理「せんべい汁」や県産
りんご、にんにく、水産物の加工品などが多数登場。レスト
ランでのお食事だけでなく、お買い物でも青森県の美味しい
特産品をお楽しみいただけます。
日 時：3 月 20 日（土・祝）～3 月 25日（木）
各日 11:00～19:00（予定）
会 場：スクエア ゼロ（東京駅 グランスタ東京内）
「パティシエのりんごスティック」
（1本 税込170円／5本入 税込 850 円）

（添付資料）
■「FUKKO ONE TEAM『あれから10年、これから10年 in 東京丸の内』」について
「あれから10年、これから10年」コンソーシアムは、 2021年3月 4日
（木）～ 4月 4日（日）の1ヶ月間、 10年間に及ぶ東北地方の復興に
向けた取り組みを振り返るとともに、「これからの東北」に生きる人々
の活力あふれる姿と震災から得た教訓や全国から寄せられた多く
の方の想いを未来へ繋いでいくことを目的として、10の取り組みを展
開する「 FUKKO ONE TEAM 『あれから10年、これから10年 in 東京
丸の内 』」を開催中です。
東北地方各地から厳選した食材を使用し、丸の内エリア（大手町・
丸の内・有楽町）や東京駅構内の飲食店で展開する「TOHOKU メ
ニューフェア」 や、ホワイトデーに向けて16店舗が丸ビル1階マル
キューブに集まりチョコレートを販売するポップアップストアに加えて、
東北地方各地を代表する苺を購入することができる「丸の内ホワイ
トデーマーケット×TOHOKU苺マルシェ」を開催します。
そのほかにも、東北地方で生産された食材の魅力と、生産者をは
じめとした 大勢の活力を届けるフェアや物産展を多数展開予定です。
「あれから10年、これから10年」コンソーシアムは、東北地方と震災
による被害を受けながらも懸命に復興に向けて尽力している人々の
支援を行うことや、この震災から得た教訓を風化させることなく語り
継ぎ、日本に暮らす私たちの生活を考えるきっかけを提供します。
【開催概要】
実施期間：3月4日（木）～4月4日（日）

開催場所：丸ビル、新丸ビル、東京駅、有楽町micro FOOD & IDEA MARKET 他
主

催：「あれから10 年、これから10 年」コンソーシアム
（株式会社河北新報社、全国農業協同組合連合会、株式会社鉄道会館、
株式会社日本経済新聞社、農林中央金庫、東日本旅客鉄道株式会社、三菱地所株式会社）

協

力：株式会社アップクオリティ、一般社団法人ISHINOMAKI2.0
Twitter Japan 株式会社、一般社団法人FUKKO DESIGN、有楽町MSD プロデューサーズ

後

援：復興庁、一般社団法人日本経済団体連合会

■「TOHOKUメニューフェア in 東京駅」について
「FUKKO ONE TEAM『あれから10年、これから10年 in 東京丸の内』」の一環として開催中のメニューフェ
アです。新幹線やバスあいのり便で運ばれた福島の魚介類や、青森県産食材を中心とした、東北食材を
使ったメニューを東京駅構内のレストランで提供します。
主 催：株式会社 鉄道会館
協 賛：農林中央金庫（福島県産食材及び、鮪の提供）
協 力：JR東日本 水戸支社、盛岡支社
日 時：3月8日（月）～3月31日（水）
※青森県産食材メニューの展開は3月15日（月）～28日（日）
会 場：グランスタ東京他、東京駅構内飲食店 フェアメニュー展開店舗

