
 
                                  

2021 年 7 月 1 日 

洲本市魅力創生課 東京事務所 

 

「洲本＋（すもとプラス）」第 1 弾 

「淡路島洲本市 御食国（みけつくに）フェア in TOKYO」 

7 月 1 日（木）スタート！ 

新型コロナウイルスによる需要減に対応した特産品生産者支援 

ふるさと納税返礼品でも人気の食材を使った新メニューを都内飲食店 8 店舗で提供！ 

 

 

兵庫県洲本市魅力創生課東京事務所（運営：株式会社 JTB パブリッシング）は、2021 年 7 月 1 

日（木）から、 洲本市と企業や他地域などとのコラボレーションにより魅力発信を行う企画「洲本＋

（すもとプラス）」 の第１弾として、東京都内飲食店とコラボレーションし淡路島洲本市の食材を使っ

たメニューを提供する「淡路島洲本市 御食国フェア in TOKYO」を開催します。 

 

〈本企画「淡路島洲本市 御食国フェア in TOKYO」について〉 

 首都圏のお客様へ、 洲本市の食材の魅力を知っていただくため、都内飲食店 8 店舗

にて淡路島洲本市の食材を使ったメニューを提供する企画です。とくに、新型コロナウ

イルスの感染拡大により需要の減っている特産品生産者の支援につなげることを目指

します。新メニューの提供期間は 2021 年 7 月 1 日（木）～31 日（土）の 1 か月間で

す。また、店舗ではふるさと納税、移住定住等のパンフレットを配布します。 

 

 

 

〈「淡路島洲本市 御食国フェア in TOKYO」実施店舗〉 

 

◆ナンリ亭 

【提供予定メニュー】 

・平岡農園レモンサワー各種 660～990 円 

・成井さんちの完熟たまねぎと豚の生姜焼き鉄板 990 円 

・成井さんちの完熟たまねぎと淡路牛の塩煮込み 880 円 

 

 

 

 

【店舗情報】 

住所：東京都目黒区自由が丘 2-14-20 不二ビル 2F-B 

電話：03-5726-8419  

時間：17〜20時（LO19時) ※通常営業時間に戻った場合は 17～24 時 

定休日：不定休 （左）平岡農園レモンサワー 

（右上）成井さんちの完熟たまねぎと淡路牛の塩煮込み 

（右下）成井さんちの完熟たまねぎと豚の生姜焼き鉄板 

実施店舗にて配布予定のチラシ（イメージ）▶ 



 
◆しゃぶしゃぶ 山笑ふ 

【提供予定メニュー】 

淡路ビーフと淡路産たっぷり玉ねぎのしゃぶしゃぶ 

ランチは 3,300 円、ディナーは 5,500 円。※モーニング時の提供は無し。 

 

 

 

◆100 日のベビカス by FLIPPER'S STAND ※7 月 7 日（水）まで 

【提供予定メニュー】 

スイーツジャーナリスト・平岩理緒氏監修 季節のクリーム第三弾  

クレームシトロン 100 円 

※ベビーカステラは別売り 

                                  

 

◆ビストロキッチンルポン  

【提供予定メニュー】 

淡路ベジタブルクラブの玉ねぎ、えびすもち豚を使ったメニューを提供予定 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真はディナーメニューの内容 

【店舗情報】 

＜銀座店＞ 

住所：東京都中央区銀座 3-8-4 ／ 電話：03-5524-2981／予約専用電話：050-5594-8105 

時間：モーニング 6 時 45 分～10 時（LO9 時 30 分）、ランチ 10～16 時（LO15 時 30 分）、   

ディナー16～20 時（LO19 時） 

定休日：不定休 

＜表参道店＞  

住所：東京都渋谷区神宮前 4-9-4 2F 

電話：03-5413-3967／予約専用電話：050-5592-6521  

時間：ランチ 11～16 時（LO15 時 30 分）、ディナー17～20 時（LO19 時） 

定休日：不定休 

【店舗情報】 

住所：東京都目黒区自由が丘 1-31-11       

電話：03-6773-0640 

時間：11～19 時 ※ベビーカステラの完売次第、営業終了（販売時間 11 時、13 時、15

時、17 時） 

定休日：不定休   

【店舗情報】 

住所：東京都杉並区松庵 3-38-14 尾崎ダイヤビル B1F 

電話：03-5941-3093 

時間：17 時～ ※7 月 11 日（日）まで洲本メニューは 19 時までの提供。 

定休日：水曜日 

▲クレームシトロンは 7 月 7 日（水）

までの提供 

▲淡路ベジタブルクラブの玉ねぎ、

えびすもち豚を使ったメニューを

提供 



 
◆離島キッチン神楽坂店 

【提供予定メニュー】  

淡路ベジタブルクラブの玉ねぎを使ったオニオンサラダ（定食にセット。一部除外あり） 

 

 

 

 

 

 

◆J.S. BURGERS CAFE 

【提供予定メニュー】 

J.S.バーガー 1,089 円 他、一部メニューを除くハンバーガーに成井さんちの完熟たまねぎを使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆酒処 何方此方（どちこち）  

【提供予定メニュー】 

成井さんちの完熟たまねぎスライス 300 円 他 

 

 

 

▲（上）成井さんちの完熟たまねぎを使用したハ

ンバーガー／（下）渋谷店の様子 

【店舗情報】 

住所：東京都新宿区神楽坂 6-23    

電話：03-6265-0368 

時間：火～金：11 時 30 分～15 時（LO14 時）、18～20 時（LO19 時) 

土・日・祝日：11 時 30 分～15 時（LO14 時）、17～20 時（LO19 時） 

 ※全日、当面の間ディナー営業は無し 

定休日：月曜日 

【店舗情報】 

<新宿店> 

住所：東京都新宿区新宿 4-1-7 3F 

電話：03-5367-0185 

時間：11~20 時 (LO19 時 30 分)  

定休日：不定休  

 

<ルミネ池袋店> 

住所：東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ池袋 8F 

電話：03-5928-3677  

時間：11~20 時 (LO19 時 30 分)  

定休日：不定休  

 

<渋谷店> 

住所：東京都渋谷区神南 1-20-13 G ビル渋谷 01 2F 

電話：03-6415-2017  

時間：11~20 時 (LO19 時 30 分)  

定休日：不定休  

【店舗情報】 

住所：東京都新宿区新宿 4-2-8 るるぶキッチンビルヂング 1F 

電話：03-6273-0068 

時間：通常時 13 時 30 分~23 時 30 分 

   ※当面の間 11~20 時 

定休日：不定休 

▲洲本市の様々な食材を使用したメニューの数々 

▲（右）定食には淡路ベジタブルクラブの玉ねぎを使

ったサラダがセットで付く 



 
◆にくたびと 

【提供予定メニュー】 

・（ランチ）淡路島玉ねぎが決め手のチーズエッグハンバーグ定食 1,380 円 

・（ランチ）産地直送！中原水産のしらすを使ったお好み焼き定食 1,280 円 

・（ランチ）サワラやえびすもち豚の入ったカラフル餃子定食 1,080 円 他 

 

 

 

 

 

 

※すべての店舗におきまして、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、実施時期、営業時間等が変更になる場合がございます。 

※記載の金額はすべて税込みです。 

 

 

【ふるさと納税でも人気！本企画で使用する洲本市のおもなオススメ食材】 

成井さんちの完熟たまねぎ／レタス（淡路ベジタブルクラブ）／アレンユーレカレモン（平岡農園） 

フレッシュチーズ（川上牧場の生乳使用）／えびすもち豚／淡路牛／淡路ビーフ／サワラ 

 

 

【淡路島 洲本市について 】 

洲本市は穏やかな気候風土に恵まれ、「国生み神話」の島、日本発祥の地として

知られる淡路島の中央に位置します。日本古代から平安時代まで島の豊富な自然

が生み出した山海の幸は朝廷に献上され、御食料を納める「御食国（みけつくに）」

と呼ばれたほど食材の宝庫ともいえる地域です。 

 

今後も洲本市魅力創生課東京事務所は「洲本＋」企画を通じて、様々な企業や

地域とコラボし、地域や文化振興に努めて参ります。コラボレーション先も随時募集しております。 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

洲本市魅力創生課 東京事務所 （淡路島洲本市首都圏東京移住センター） 

住所：東京都新宿区払方町 25-5 株式会社 JTB パブリッシング １階 

電話：03-6888-7881／営業時間：月～金曜 10～17 時 

Email：sumoto_tokyo@rurubu.ne.jp 

【店舗情報】 

住所：東京都新宿区新宿 4-2-8 るるぶキッチンビルヂング 2-3F 

電話：03-6709-8875 

時間： 通常時 平日：16 時 30 分~23 時 30 分 土・日・祝日：16 時~23 時 30 分 

   ※当面の間 全日ランチ 11~15 時、ディナー16 時 30 分~20 時 

定休日：不定休 
▲（上）ハンバーグ定食 

（下）お好み焼き定食 


