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2008 年度からスタートした、「みやざきweeeek!!」は今年で7 回目。

宮崎県の食や観光などの魅力をここ首都圏でたっぷりお届けする

集中プロモーションです。さまざまな企業とコラボレーションし、宮崎

の食材を使ったフェアや各種イベントなど、みやざきの旬な魅力を PR

します。「食の宝庫みやざき」をメインテーマに発信するこの 2 か月間、

旬な宮崎県の魅力を体感してください！

　開花から収穫まで 210 日以上、樹上でゆっく
りと熟させるので、きんかんとは思えないほど大
きく・甘くなり、生のまま皮ごと丸かじりできます。

　自然豊かで穏やかな気候の宮崎県は、国内屈
指の黒毛和牛産地。５年に一度開催される全国
規模の和牛品評会で連続日本一に輝くなど国内
外で高い評価を得ています。

　宮崎の完熟マンゴーのうち、糖度 15 度以上
などの厳しい基準をクリアした厳選品が「太陽の
タマゴ」です。トロピカルで濃厚な甘みは一度
食べたら忘れられない逸品です。

　その昔、美味しい地鶏を当時の地頭職に献上
していたことが名前の由来。広々とした大地で、
ゆっくり・のびのびと飼育するため、ほど良く弾
力のある肉質とジュワーとくるうまみを堪能でき

　約 200 年前に宮崎で発見され、県民に長く愛
されているみかんです。ほんのり甘みのあるフワ
フワした白皮と、爽やかな果肉を一緒に食べるこ
とで他の柑橘にはない風味を味わえます。

完熟きんかん「たまたま」

宮崎牛

完熟マンゴー「太陽のタマゴ」
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miyazaki weeeek!! × rakuten cafe

×

実施期間：平成27年2月1日（日）～2月28日（土）
会場／楽天カフェ　〒 150-0041　東京都渋谷区神南 1-20-6　マ・メゾンしぶや公園通りビル 1 階・2 階・3 階

「みやざきweeeek!!」と「楽天カフェ」のコラボが実現！
宮崎県産品の地鶏の炭火焼き、肉巻きおにぎりや本格焼酎などが楽天カフェの期間限定メニューに！！

期間限定メニュー 　　　　■　　　　　　九州パンケーキ 

楽天カフェでの宮崎県 PR 楽天チェック

期間限定メニュー 　　　　■　　　　　　日向夏スムージー 
　　　　　　　 きんかんスムージー

宮崎県シンボルキャラクター「みやざき犬ひぃくん」
　2014 年の楽天スイーツ部門にて 2014 年
楽天年間ランキングを受賞！！九州の素材だけ
でつくったパンケーキを楽天カフェの期間限定
メニューとしてご提供します。（1日限定 10 食）

　楽天カフェの窓面を使った広
告、店内にある液晶ディスプレ
イや KOBO を利用して宮崎県を
PR。楽天ブックスから無料で宮
崎県の情報誌「Jaja」をダウンロー
ドすることができます。

　スマホアプリの「楽天チェック」を使えば、
「楽天カフェ」と「新宿みやざき館 KONNE」
で 20Pt をゲット！！どちらもチェックすると
更に 10Pt！！更に配信されるアンケートに答
えると抽選で 1000Pt をゲットできます。
　楽天カフェの期間限定メニューのほとんど
は「新宿みやざき館 KONNE」で販売してい
ますので、KONNE に「こんね！」（来てね）

　宮崎特産の日向夏・きんかんを使用し、ベ
ジオベジコのレシピで作るスムージーを楽天カ
フェの期間限定メニューとしてご提供します。

　「ゆるキャラダンス選手権 2 連覇」のみやざ
き犬のリーダー「ひぃくん」が 2 月 1日に楽天
カフェ1日店長に就任。「ひぃくん」のおもてな
しに、乞うご期待！！

［渋谷］楽天 CAFE

［新宿］みやざき館 KONNE 10P
さらに！！さらに！！

1000P
GET!!

抽選で！！抽選で！！

20P

20P
アンケート配信答えると

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。



宮崎の旬の食材と宮崎シェフズクラブによるコラボイベント「宮崎フードマンス」。

宮崎からは「宮崎牛」、「宮崎ブランドポーク（おいも豚）」、「青島どれハモ」、「黒皮かぼちゃ」、「佐土原ナス」、

「日向夏」、「完熟きんかん」といった魅力的な食材がエントリーされ、ジャンルを越えて集う「宮崎シェフズ

クラブ」のトップシェフ８名による、オリジナリティーあふれる特別メニューが提供されます。

宮崎の旬の食材と宮崎シェフズクラブによるコラボイベント

宮崎フードマンス
実施期間：２月６日（金）～２月２８日（土）

提 供 店 舗

一般社団法人　みやＰＥＣ推進機構

東京都港区赤坂3-18-10
サンエム赤坂ビル3F
TEL：03-3589-0505

Ⅴ
赤坂 かさね

東京都板橋区常盤台2-6-2 池田ビル1F
TEL：03-5918-9454

Ⅵ
パティスリー・ラ・ノブティック

さいたま市大宮区大門町3-103-2 2F　
TEL：048-614-8898

Ⅶ
チャフーン

恵比寿本店／東京都渋谷区恵比寿西1-14-4 1F
TEL：03-5458-1887
丸の内店／東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル36F
TEL：03-3240-5775

Ⅰ
レストラン モナリザ

東京都渋谷区代官山町11-12
日進ヒルズ代官山2F
TEL：03-5489-3632

Ⅱ
タツヤ カワゴエ

東京都世田谷区宮坂3-12-8 B1F
TEL：03-3439-1786

Ⅲ
リゴレッティーノ

さいたま市浦和区高砂2-4-6
イチカワビルⅢ2F　
TEL：048-831-1117

Ⅳ
プリマベラ

東京都中央区銀座5-4-6
ロイヤルクリスタル銀座8F
TEL：03-3569-3344

Ⅷ
リストランテ シルベラード



詳しくは、みやざきweeeek!!公式サイトで http://miyazaki-weeeek.jimdo.com/

「やお九州」の、
みやざき weeeek!! キャンペーン

毎月第２第４水曜日12:00〜20:00

（売り切れ次第終了）
宮崎県アンテナショップ「KONNE」にて開催。※新宿駅南口より徒歩 4 分

はじめまして！やお九

州です！冊子「みや

ざき weeeek!!2015」を

持ってきてくれた人には、

宮崎県の安心安全、新

鮮で美味しいお野菜のう

ち、お好きなものを１品プレゼントいたします。この機会

に是非「やお九州」のことを知って頂けたらと思います★

やお九州

東京 ス カ イツリー ®5F 出 口 フ ロ ア「『Beautiful 

NIPPON』全国観光 PR コーナー」で「みやざき

犬」が県産品をＰＲ！期間中は、恋旅神社も登場します。

東京ソラマチ ® ６Ｆにある、九州料理のお店「うまや
の楽屋」で宮崎フェアを開催します。

日時／２月13日（金）～２月19日（木）
会場／東京スカイツリー® 5F

「東京スカイツリータウン®」で
みやざきを体験しよう！
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みやざき weeeek!! 限定『宮崎応援フェア』
3月1日（日）〜3月31日（火）

サンルートプラザ東京
9 階スカイホール「カーニバル」他にて開催

サンルートプラザ東

京・9 階スカイホー

ル「カーニバル」では、宮

崎牛や日向夏をはじめと

する、宮崎県から届いた

旬の味覚を使用した１ヶ月

限定の特別ディナーコースをご提供いたします。この時期

にしか食べられないおいしさを、是非ご賞味くださいませ。 
問い合わせ先　サンルートプラザ東京　０４７-３５５-１１１１（代表）

サンルートプラザ東京

協賛企業紹介
Sponsor

みやざきweeeek!! 2015 in 東京スカイツリータウン ®



宮崎県フェア
2月6日（金）〜2月9日（月）

東急ストア各店（一部店舗を除く）

南国うまいものの陣
「九州・四国・沖縄フェア」

2月7日（土）〜2月8日（日）
いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープみらいの 76 店舗

※ミニコープは取扱いありません。

た～んと食いなっせ！九州うまかもん市
宮崎県農産物フェア

2月11日（水）〜2月15日（日）
110 店舗にて開催

東急ストアでは、２月

６日（金）から２月９

日（月）の４日間、きゅうり

やピーマン、新ごぼう、き

んかんをはじめとした宮崎

県産の農産物をご提供す

る「宮崎県フェア」を開催いたします。南国宮崎の太陽をいっ

ぱい浴びた野菜や果物を集めて旬の味覚をお届けします。

今年の「九州・四国・

沖縄フェア」では

宮崎県の「水産物」に

スポットを当て、志布志

湾で育った養殖ぶりや

干物、鮮魚などの新鮮

な旬のお魚が大集合します。この機会に是非ご利用く

ださい！

青果コーナーでは、

この時 期、お客

様に自信を持ってお勧め

できる「宮崎県産の果

実や野菜」を集めてお

待ちしております。「完

熟きんかん」の試食会で旬の美味しさをお伝えします。

また、「新ごぼう」「スナップえんどう」などで、一足早

い春をお届けします。

株式会社東急ストア
いばらきコープ　とちぎコープ
コープぐんま　コープみらい

サミット株式会社
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みやざき犬による宮崎弁講座 ①

協賛企業紹介
Sponsor
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みやざきフェア
2月9日（月）〜2月22日（日）

東京ミッドタウン店にて開催

完熟きんかん「たま

たま」をバレンタ

インデーにむけてハート

型容器にいれての販売

を軸に、日向夏等宮崎

県産果実の販売を展開。また、併設のデザート売場

においては、期間限定で宮崎県産フルーツを使ったス

イーツの販売をいたします。

株式会社サン・フルーツ

美
う め

味っちゃが！
農業王国　宮崎の旬

〜5月31日（日）
二子玉川ライズ店にて開催

温暖な気候の宮崎

県。年間を通じて

生産が出来る、農業王

国です。元気に育った

野菜・果物が並ぶ『宮

崎棚』。美味しい旬をみ

なさまの下へ届けたい…。試食販売も予定しています

ので、みなさま是非お立ち寄りください。

九州屋

てげうま！宮崎フルーツフェア
2月〜4月中旬 ※実施期間は事前の予告なく変更になる場合がございます

日本野菜ソムリエ協会
野菜ソムリエのジュースキッチン　百果百菜

（店舗運営：ジェイアール東日本フードビジネス株式会社）にて開催

野菜 ソ ム リ エ が

ジュースレシピを

開発する「百果百菜」で

は、毎年大人気の宮崎

のてげうまフルーツ『日

向夏』を使用したフレッ

シュなドリンクをお届けします。ぜひお試しください！
【アクセス】JR 東京駅１階改札内　ノースコート「Gransta Dining」内

日本野菜ソムリエ協会

季節限定 完熟きんかん「たまたま」と
日向夏ジュレのはちみつレアチーズ

2月15日（日）〜3月上旬予定
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

エキュート赤羽店 他　全 8 店舗にて開催

選ばれた果実のみ

を大 切に育てた

温室育ちの完熟きんか

んと日向夏ジュレを飾っ

た、季節限定デザート。

なめらかなレアチーズと

一緒にさっぱりとお召し上がり頂けます。

ラ・メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー

協賛企業紹介
Sponsor



宮崎の「日向夏」と
みやざき釜炒り茶「釜王」の贅沢かき氷

2月19日（木）〜3月15日（日）
下北沢駅北口：しもきた茶苑大山・喫茶室

みやざきアントルメグラッセフェア
2月25日（水）〜3月31日（火）

〒150-0001　渋谷区神宮前5-2-23
Tel 03-6427-4666

季節限定　宮崎県産「日向夏」ときんかんのタルト
2月1日（日）〜２月28日（土）
カフェコムサ　21 店舗／ベリーカフェ　９店舗
http://www.cafe-commeca.co.jp/ をご覧下さい

カフェコムサ　銀座店

宮崎釜炒り茶「釜王」

のムースと爽やか

な酸味と甘みが調和し

た宮崎「日向夏」をふん

だんに使用した茶師十

段が自信を持ってオスス

メする期間限定の贅沢かき氷です。

宮崎県の特産品で

あ る「 黒 皮 か ぼ

ちゃ」や「日向夏」を素

材に、宮崎のパティシエ

の卵達と一緒に考案し

た、期間限定のオリジ

ナルアントルメグラッセを販売します。

宮崎県産のさわやかな「日向夏」と大きくて甘いきんかん「た

またま」をふんだんに使用し、マスカルポーネチーズのタル

トに飾りました。宮崎県の豊かな旬のフルーツをお楽しみいただ

ける期間限定のスぺシャルタルトです。

しもきた茶苑大山 グラッシェル表参道店

カフェコムサ／ベリーカフェ
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みやざき weeeek!! 限定
「霜降りバーグ＆宮崎牛ステーキ」10%OFF

2月1日（日）〜3月10日（火）
4 店舗（八王子、みなみ野、小平、町田）にて開催

みやざき weeeek!! キャンペーン
2月1日（日）〜3月31日（火）

新宿店・赤坂店にて開催
お問合せ先

赤坂店　03-6229-1661
新宿店　03-6276-0471

みやざき weeeek!! ランチ限定企画
「日南一本釣りカツオ炙り重」にデザート１品プレゼント！

2月9日（月）〜2月13日（金）
（ただし、11日（水・祝）はディナーのみの営業）

渋谷店にて開催

宮崎創業三十年 平

家の郷。「霜降り

バーグ＆宮崎牛ステー

キ」が 10%OFF！この

機会に、最高品質の宮

崎牛ステーキを宮崎特

産物「へべす」を原材料にしたぽん酢でお召し上がり

ください。

大人の隠れ家・赤坂

店と、明るい雰囲

気で朝〜夜まで多彩な

楽しみ方がある新宿店。

九州の風味豊かな食材

を、五感に届く味わいで

ご提供します。和みとおもてなしの心が生かされた癒

しの空間で、ぜひ旬の宮崎をご賞味ください。

日南の新・ご当地グ

ルメ、「日南一本

釣りカツオ炙り重」が食

べられるのは、東京で

はここだけです！上記期

間中にご注文いただい

た方（ランチのみ）には、地元特産デザートをプレゼ

ント！ぜひご来店ください。

平家の郷

ＪＲ九州フードサービス（株）たもいやんせ

みやざき weeeek!! 限定
ガイドブック持参の方「本格炭火もも焼き」を半額に！！

2月1日（日）〜2月28日（土）
横浜西口店　横浜関内店にて開催

横浜で味わえる本格

宮崎料理のお店

です！宮崎出身の店長

が、地元より、肉・鮮魚、

こだわりの焼酎を直送

で仕入れています。上記

期間中、このガイドブック持参の方限定で「本格炭火

もも焼き」を半額にてご提供（１グループ１回のみ）。

ぜひお立ち寄りください。

いっちゃが

協賛企業紹介
Sponsor
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みやざき weeeek!! in 下北沢大学
3月14日（土）〜3月15日（日）
下北沢駅北口路上周辺・下北沢エリア内協力店舗
※詳しい実施店舗は Webでご確認ください。（http://miyazakiweeeek.jimdo.com/）

宮崎県フェア
2月19日（木）〜2月25日（水）　二子玉川 東急フードショー　各店舗にて開催

下北沢駅北口路上周辺やしもきたスクエアを中心に宮崎を体感で

きる、味わえる、楽しめる、神話の里宮崎の観光スポット紹介や、

釜炒り茶、日向夏などの多数の特産品販売を開催。その他にも協力店

による宮崎特別メニューも味わえたり「みやざき犬」と触れ

合えたり宮崎盛りだくさんの下北沢へぜひお越しください。

宮崎県の特産品「日向夏」や「黒皮かぼちゃ」を使用したオリ

ジナルメニューの期間限定販売や、生鮮食品売り場での宮

崎県産青果・精肉販売、新宿みやざき館 KONNE の期間限定出

店など宮崎県の美味しいものが二子玉川東急フードショーに大集合

します。

下北沢大学・しもきた商店街振興組合 

二子玉川 東急フードショー

協賛企業紹介
Sponsor
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みやざき weeeek!! 限定メニュー
日向夏ジュース＆日向夏サワーを販売！

2月1日（日）〜2月28日（土）
カレー倶楽部ルウ神田関東総本店にて開催

宮崎県産 日向夏・金柑 
フルーツカクテルキャンペーン

2月2日（月）〜3月31日（火）
〒 106-0032 港区六本木 3-8-15 瀬里奈ビレッジ B1

Tel 03-5414-6699

フェア 期 間 中、 宮

崎 の 特 産 果 実、

日向夏を使ったジュース

＆サワーが 登場！宮崎

のご当地グルメヒーロー

「チキン南蛮カレーのル

ウ王子」がプロデュースする、宮崎カレーとともに、

宮崎を味わってください。

四季 折々のフレッ

シュフルーツ・カ

クテル が 自 慢 の Bar。

期間中、宮崎県特産の

日向夏・金柑を使用した

“ご当地カクテル”を提

供いたします。宮崎県の旬をカクテルで味わえる「バー・

アンジェロ」にぜひご来店ください。

カレー倶楽部ルウ神田関東総本店 Bar ANGELO
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九州パンケーキプレーン
ハニー＆バター

宮崎産のみかんの花から集めた風味豊かなはちみつと、
九州産の生乳を使用した高千穂発酵バターをトッピングしました。

九州パンケーキカフェにて開催

日向夏×キンカンを使用したパンの講座
3月1日（日）〜3月14日（土）

有楽町・新宿・吉祥寺・横浜・立川・相模大野・藤沢・
大宮・船橋・千葉・柏校にて開催

九州 パンケーキカ

フェでは日本一の

ローカルフードを決める

「第 1 回地場もん国民大

賞」で金賞を受賞した

メニュー、「九州パンケー

キプレーン　ハニー＆バター」をお召し上がりいただ

けます。

良質な素 材にこだ

わった料理教室、

ホームメイドクッキング

では、宮崎県の旬のフ

ルーツ日向夏・キンカン

を使用したパンの講座

を実施いたします。是非ご参加ください。　　　　　
《詳しくは WEB で》http://homemade.co.jp/index.htm

九州パンケーキカフェ 株式会社ホームメイドクッキング

協賛企業紹介
Sponsor



みやざき weeeek!! 2015
2月9日（月）〜2月15日（日）

しゃぶしゃぶ処 数寄屋橋、DINING OUT.53 にて開催

新宿センタービル 53 階から望む東京の絶景とと

もにリーズナブルに宮崎産観音池ポーク、US

産の牛肉しゃぶしゃぶがお楽しみ頂ける数寄屋橋、

30 種以上から選べるオーダーバイキングの DINING 

OUT.53 はいかがでしょうか。

株式会社ニユートーキヨー

11
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みやざき weeeek!! 2015
2月9日（月）〜2月15日（日）

しゃぶしゃぶ処 数寄屋橋、DINING OUT.53 にて開催

MIYAZAKI　CAVIAR　1983
プランタンコレクション今季販売開始！！
～ホワイトデーにキャビアを贈ろう～
2月14日（土）〜予約受付開始

公式サイト限定　プレゼント企画
（詳細は公式サイトへ：http://www.caviar.or.jp/）
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2015 年 2 月 14 日（土）〜 3 月 8 日（日）の期間中、

公式サイトにて「MIYAZAKI　CAVIAR　1983　

Printemps Collection」をご予約・ご購入いただいた

方の中から抽選で 5 組様にレストラン モナリザ【東京】

など豪華レストランディナーペアチケットをプレゼント

いたします。大切な方へのホワイトデーの贈り物に、キャ

ビアで特別感を演出しませんか。

宮崎キャビア事業協同組合

協賛企業紹介
Sponsor

ホームページ　 http://www.osakanadeshiko.com 
F a c e b o o k　 http://www.facebook.com/osakanadeshiko 

［商品イメージ］

宮崎県漁連プライベートブランド 
『オサカナデシコ』 誕生

「宮崎のおいしい魚をもっと食べてほしい」という漁業者の思いを

込めて、カジュアルに魚を楽しむことを追求する食のブランド

“オサカナデシコ”が誕生しました。「魚は好きだけど、調理も後片付

けも大変。でも栄養があって美容にもいいから本当はもっと食べたい」。

そんなアナタのための美しい海の恵み、宮崎の財産であるお魚の素材

をいかし、余計なものはできるだけ使わず、ひとりで食べる食卓も、大

切な人たちとの美味しい時間も、あなたを笑顔にできる存在になりたい。

３つのシリーズで宮崎のおいしい魚をお届けします。

『魚×野菜』
野菜をプラスしてもっとおいしく

『魚×フライパン』
フライパンひとつでカンタン魚料理

『魚×のっけるだけ』
好きなものにのせるだけで魚を楽しむ



協賛企業紹介
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みやざき焼酎フェア
2月1日（日）〜2月28日（土）

みやざきの選りすぐりの焼酎をご提供する ｢みやざき焼酎フェア｣ を下記の都内飲食店舗で２月に開催します。　　

是非、開催店舗に足をお運びください。

大吉三
＜中央区日本橋＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1379645793

葱や平吉　自由が丘店
＜世田谷区奥沢＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1338724726

黒長兵衛　羽田空港店
＜大田区羽田空港＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1338975695

葱や平吉　芝店
＜港区芝＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1338723685

黒座暁樓
＜港区赤坂＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1339403875

たつみ屋
＜台東区浅草＞

http://www.kiwa-group.co.jp/
shop/1339408245



www.miyakonjo.co.jp東京・宮崎

東京都中央区銀座 5 - 4 - 5 与板屋ビル  4F 
T e l : 0 3  -  6 2 7 4  -  6 9 6 0 !
東京都新宿区歌舞伎町 1 - 12 - 9 タテハナビル  B1 
T e l : 0 3  -  3 2 3 2  -  1 2 3 4

みやこんじょ
銀座
新宿

詳しくは、みやざきweeeek!!公式サイトで http://miyazaki-weeeek.jimdo.com/
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みやざき weeeek!! 限定
「日向夏デザート」サービス！

3月1日（日）〜3月31日（火）
1 店舗（新宿店）にて開催

期間限定メニュー　宮崎「黒皮かぼちゃ」
2月2日（月）〜2月27日（金）

1 店舗（赤坂）にて開催

みやこんじょでは、

期間限 定で旬を

迎える宮崎の「日向夏」

のデザートを一品サービ

スします！宮崎名物のチ

キン南蛮や炭火焼きに

加えて、爽やかな甘さと香りに満ちた日向夏を是非ご

賞味ください！

季節の和 食と銘酒

をお楽しみいただ

ける「かさね」では期間

限定で宮崎の伝統野菜

「黒皮かぼちゃ」を様々

な調理法でご提供しま

す。みやざき大使・料理

マスターズ受賞の柏田幸二郎が贈る希少な和種かぼ

ちゃ料理を是非お楽しみください！

みやこんじょ東京赤坂　かさね

みやざきおいしいフェア
in EBISU
2月1日（日）〜2月28日（土）
※2月15日（日）は休業

Tel 03-3442-9731
http://www.newtokyo.co.jp/tempo/beer_station/yebisu/

宮崎県の安全・安心で新鮮な食材が大集合！

フェア期間中は、みやざきブランドポークや

日向夏など宮崎県産食材にこだわった特別メニュー

を提供します。特に期間中の週末（毎週金・土）は、

「日向夏王子（or 王女？）」が出没し、お客様に日

向夏のむき方・食べ方を手ほどきします！皆様、是

非ともこの機会に、ヱビス生をはじめ、サッポロ生、

ヱビスプレミアムブラック、ハーフ＆ハーフなど当店

自慢のビールを片手に、宮崎のおいしい料理を堪

能してください。

恵比寿



宮崎県産スイートピーフェア
2月6日（金）〜2月8日（日）
弊社取引先約 20 店舗で同時開催

毎年 恒 例 のスイート

ピーフェアを今年も

開催！！生産量日本一を誇

る宮崎ブランドのスイート

ピーは台風にも負けず、太

陽の降り注ぐ宮崎の大地

で今年も色鮮やかに育ちました。カラフルな色と香りで癒

しの空間を楽しめるのはこの時期だけ♪門出の花としても

知られ、大切な人への贈り物やお祝いにもおすすめです！！

株式会社メルシーフラワー
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「花は人なり・人は花なり」 
南国宮崎より、愛よ届け !!
2月1日（日）〜2月28日（土）

ブケ・フルール 11 店舗、ブケ オ！ブケ 1 店舗

フェア 期 間 中、 ブ

ケ オ ! ブケとブ

ケ・フルール各店では、

温暖多照な気象条件の

中で育まれた、愛らしい

花姿と香りの良いスイー

トピー各種を取り揃え、皆様のお越しをお待ちしてお

ります。

㈱ゼントクコーポレーション
（ブケ・フルール、ブケ オ！ブケ）

アンテナショップ
新宿みやざき館 KONNE

キャンペーン期間中、店舗が「みやざき weeeek!!」一色に染まりま

す。首都圏で実施される様々な企業と連携した宮崎フェアやキャ

ンペーン、プロモーションイベントなど「みやざき weeeek!! 2015」情

報が盛りだくさんです。新宿みやざき館 KONNE で情報を得て、首都

圏のいろんな場所で宮崎の「おいしい！」、「楽しい！」を体感してください。

① 宮崎の「旬」をお届け！農畜産物フェア
宮崎ブランドの「みやざき地頭鶏」、完熟きんかん「たまたま」、「日
向夏」のフェアを行います。

　
・みやざき地頭鶏フェア（1月 30 日〜 1月 31日）
・完熟きんかん「たまたま」フェア（2 月 14 日〜 15 日）
・日向夏フェア（3 月 14 日〜 15 日 )

②大創業祭（3月20日～29日）
3/20 の創業日を記念して、3 月 20 日から 29 日まで、「大創業祭」
を実施します。期間中は、いろんなイベントを予定しております。
この機会にぜひお越しください。

・創業記念祭（3 月 20 日）みやざき犬来場
・大抽選会（3 月 21日〜 29 日）

「みやざき weeeek!!2015」
新宿みやざき館 KONNE に行こう！キャンペーン

協賛企業紹介
Sponsor



詳しくは、みやざきweeeek!!公式サイトで http://miyazaki-weeeek.jimdo.com/ 16

みやざき犬による宮崎弁講座 ②

フェニックスリゾートプラン
2014年10月1日（水）〜2015年4月29日（水）

年間をとおして

ゴルフを楽し

める南国宮崎ならで

はのゴルフツアーで

す。ダンロップフェ

ニックストーナメントのコースを堪能できるスペシャルプラ

ンです。温暖な気候と自然に囲まれた宮崎でのゴルフは

格別です。是非お楽しみください。

日本航空
南九州キャンペーン実施中！

ANA「今が旅ドキ九州」で宮崎へ行こう！
〜5月19日（火）出発分まで

ANA スカイホリデー

「今が旅ドキ九州」の

「よかよか！南九州」プラン

にご参加のお客様限定で、

宮 崎 のウマイもんを 1メ

ニュー500円で堪能できる

「よかよかクーポン」がご利

用いただけます！また 2 月 28 日までに ANA 宮崎発着路線

に 1区間ご搭乗いただくと素敵な賞品が当たる「ANA 宮崎

就航 60 周年記念ありがとうキャンペーン」も実施中です！

全日本空輸

特典付！「ソラ女子」がオススメする“女子旅”
で宮崎に行こう！

〜3月31日（火）出発分まで

女性による女性の

ためのプロジェ

クト「ソラ女子」では、

女性にオススメしたい

厳選旅をご用意。宿泊

は全室露天風呂付「合歓のはな」で癒しとくつろぎ空間を

ご堪能ください。機内では女性優先化粧室“ソラ女子ルー

ム”など女性にうれしいサービスも！詳しくは特設サイトをご

覧ください。https://www.skynetasia.co.jp/solajoshi/

ソラシド エア
(スカイネットアジア航空株式会社)

協賛企業紹介
Sponsor
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ＡＮＡ・ＳＮＡで行く！ポカポカ宮崎バーゲン
ＳＰ★ＪＲ九州『海幸山幸』日帰り観光付で

お得！宮崎市内ステイ
2015年１月13日（火）〜2015年2月27日（金）の出発設定日

お問合せ先：03-5444-4690
お得なツアーなら「ホワイト・ベアーファミリー JR九州旅行特集」と検索ください。

JR九 州 特 急

『海幸山幸』

と観光バス『にちなん

号』に乗ってお楽しみ

頂けるお得なプランを

ご用意。日帰り観 光

バスに乗って、鵜戸神宮や青島神社への観光をお楽

しみください。

株式会社　ホワイト・ベアーファミリー（東京支店）

みやざき weeeek!!2015 特別企画ツアーを
ご予約いただいた方へのプレゼントキャンペーン

2月の出発設定日

【東京・羽田発】各日最大 18 名様限定
南国のリゾートと今も息づく古代ロマン来んね！春の宮崎県　４日間

3月〜5月の出発設定日
コース内容の詳細は弊社ＨＰをご覧下さい。

※こちらの広告は募集パンフレットではございません。
資料請求先：03-5998-1133

日南を走る特急「海

幸山幸」は、宮崎

の魅力がいっぱい！カワ

イイ D&S 列車で宮崎を

楽しもう！上記期間中、

ホワイト・ベアーファミ

リー、オリオンツアーの対象商品をご予約いただいた方

には、ＪＲ九州オリジナルグッズをプレゼント！（各社

先着 30 名。ツアー詳細は各社へお問合せください）。

少人数で宮崎県だ

けをじっくり巡る

旅。通常ツアーでは訪

れない珍しい観光地や

現 地 ガイドが 同 行し、

各地の宮崎グルメもお楽

しみ。歴史・食・観光など様々な点から宮崎県にこだわっ

たツアーです。

神話が息づく豊かな

自然へと誘う、南

国リゾート特急「海幸山

幸」乗車券付プラン！宮

崎の魅力を存分に閉じ

込めた、贅沢な列車の

旅をお手頃価格で楽しめる JALで行く羽田発着特別

ツアーです。

JR九州東京支社 クラブツーリズム株式会社

羽田出発 JALで行く！
「みやざきweeeek!!2015」

特別キャンペーンツアー
1月16日（金）〜2月27日（金）の出発設定日

株式会社オリオンツアー

協賛企業紹介
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宮崎ゆかりの店

in
TOKYO

ジャンル 店舗名 住　所 TEL 最寄り駅

東
京
駅
・
日
本
橋

居酒屋・郷土料理 くつ炉ぎ・うま酒　かこいや
　丸の内 OAZO 店

東京都千代田区丸の内 1-6-2　
新丸の内センタービル 3F 03-5288-7908 JR 東京駅

居酒屋・郷土料理 車　丸の内店 東京都千代田区丸の内 2-7-3
東京ビルディング TOKIA B1F 03-3216-0022 JR 東京駅

居酒屋・郷土料理 みやざき地頭鶏　ハマユウ 東京都千代田区大手町 1-6-1
大手町ビルヂング B2F 03-5221-2101 地下鉄大手町駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
八重洲北口店

東京都中央区日本橋 3-3-3 
八重洲山川ビル 4F 03-6214-1690 JR 東京駅

焼き鳥・鶏料理 みやざき地鶏　丸久 東京都中央区日本橋人形町 2-8-5 03-3664-1323 地下鉄人形町駅

焼き鳥・鶏料理 宮崎料理　万作 東京都千代田区丸の内 2-7-2　
ＪＰタワー 5F 03-6256-0872 JR 東京駅

レストラン ニユートーキヨービヤホール
　東京駅八重洲口店

東京都千代田区丸の内 1-9-1　
東京駅一番街地下 1F 03-3216-1201 JR 東京駅

レストラン レストランモナリザ
丸の内店

東京都千代田区丸の内 2-4-1　
丸の内ビルディング 36F 03-3240-5775 JR・地下鉄東京駅

有
楽
町
・
銀
座
・
新
橋

居酒屋・郷土料理 銀座　みやこんじょ 東京都中央区銀座 5-4-5
与板屋ビル 4F 03-6274-6960 地下鉄銀座駅 

居酒屋・郷土料理 くつ炉ぎ・うま酒　かこいや
　霞が関ビル店

東京都千代田区霞が関 3-2-5
霞が関ビルディング 霞ダイニング 1F 03-3595-3088 地下鉄虎ノ門駅

居酒屋・郷土料理 くつ炉ぎ・うま酒　かこいや
　銀座七丁目店

東京都中央区銀座 7-9-20
銀座ライオンビル 3F 03-3571-5607 地下鉄銀座駅

レストラン 世界食堂
Transit　Table　ｄ’Or

東京都中央区京橋 3-7-1
相互館 110 タワー B１F 03-5524-1650 地下鉄京橋駅

居酒屋・郷土料理 車　銀座一丁目店 東京都中央区銀座 1-5-10
ＧＩＮＺＡ 1st 5Bldg B1F 03-3561-9601 地下鉄銀座一丁目駅

居酒屋・郷土料理 車　銀座八丁目店 東京都中央区銀座８丁目 2-1
ニッタビル３F 03-3575-1551 地下鉄新橋駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場　
銀座八丁目店

東京都中央区銀座 8-8-5
太陽ビル 7F 03-6218-0216 地下鉄銀座駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場　
新橋烏森口店

東京都港区新橋 4-5-1
アーバン新橋ビル 1F 03-5408-1872 JR 新橋駅

居酒屋・郷土料理 有楽町　うまやの楽屋 東京都千代田区有楽町 2-7-1
有楽町イトシア B1F フードアベニュー 03-6259-8622 JR 有楽町駅

日本料理 割烹　暫
しばらくてい

亭　いろり 東京都港区西新橋 1-17-7 03-3580-4039 JR 新橋駅・地下鉄
内幸町駅

焼き鳥・鶏料理 炭焼・焼酎　宝 東京都港区新橋 4-14-7
第二園ビル 1F 03-3431-4649 JR・地下鉄新橋駅

焼き鳥・鶏料理 地鶏黒木屋　銀座一丁目 東京都中央区銀座 1-8-8
三神株式会社・AL ビル 1F 03-3535-8383 地下鉄銀座一丁目駅

焼肉・鉄板焼 炙りや秀苑　天 東京都港区新橋 3-14-5
S'TEC3 ビル 5F 03-3436-2941 JR・地下鉄新橋駅

焼肉・鉄板焼 宮崎牛専門店　銀座不二家
みやちく

東京都中央区銀座 6-9-3
不二家銀座ビル３F 03-5568-2917 地下鉄銀座駅

レストラン リストランテ　シルベラード 東京都中央区銀座 5-4-6
ロイヤルクリスタル銀座８F 03-3569-3344 地下鉄銀座駅・

JR 有楽町駅

スナック スナック　ラフォーレ 東京都港区新橋 4-14-1
新橋アウンビルＢ１Ｆ 03-3436-2448 JR・地下鉄新橋駅

居酒屋・郷土料理 炭火焼宮崎料理
やっちょっど

東京都港区赤坂 4-3-11
高嶋 11ビル B1F　001 室 03-3582-0602 地下鉄赤坂駅

居酒屋・郷土料理 でんでんでん 東京都港区赤坂 3-14-7
バルビゾン 44　2F 03-5561-9811 地下鉄赤坂駅
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赤
坂
・
六
本
木

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
六本木店

東京都港区六本木 3-14-14
六本木 314 ビル 6F 03-5786-0710 地下鉄六本木駅

居酒屋・郷土料理 宮崎焼酎カフェ　弦月 東京都港区六本木 7-8-16
小河原ビル 1F 03-3403-1013 地下鉄六本木駅

居酒屋・郷土料理 宮崎料理　酒菜　すずき 東京都港区赤坂 6-13-3 03-3584-9333 地下鉄赤坂駅

居酒屋・郷土料理 赤坂うまや 東京都港区赤坂 4-2-32 03-6229-1661 地下鉄赤坂見附駅

日本料理 かさね 東京都港区赤坂 3-18-10
サンエム赤坂ビル３Ｆ 03-3589-0505 地下鉄赤坂駅・

赤坂見附駅　

焼き鳥・鶏料理 赤坂　一鳥 東京都港区赤坂３丁目 13-1 03-3585-5224 地下鉄赤坂駅・
赤坂見附駅　

焼き鳥・鶏料理 宮崎地鶏　旬彩　神楽
市兵衛町 東京都港区六本木 3-13-6 03-3403-9630 地下鉄六本木駅

焼き鳥・鶏料理 宮崎地鶏　旬彩　神楽
龍土町

東京都港区六本木 7-12-2
森野ビル 1F 03-5411-3305 地下鉄六本木駅

レストラン ブーケ・ド・フランス 東京都港区六本木 7-10-3
小林ビル２Ｆ 03-3497-1488 地下鉄六本木駅・

乃木坂駅

浜
松
町
・
田
町
・
品
川

居酒屋・郷土料理 くつ炉ぎ・うま酒　かこいや
品川店

東京都港区港南 2-16-1
品川イーストワンタワーＢ１F 03-6718-2919 JR 品川駅

居酒屋・郷土料理 車　浜松町店 東京都港区海岸１丁目 2-20
汐留ビルディング１F 03-3438-1616 JR 浜松町駅 

居酒屋・郷土料理 くろ酒場　薩摩 東京都港区芝 5-23-15 03-5440-0718 JR 田町駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
品川高輪口店

東京都港区高輪 3-26-33
秀和ビル 2F 03-5488-7251 JR 品川駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
田町店

東京都港区芝 5-20-20
春日ビル 2・3F 03-6436-3407 JR 田町駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場　
浜松町南口店

東京都港区浜松町 2-8-9
春原ビル 1・2F 03-5733-7351 JR 浜松町駅

大
崎
・
五
反
田
・
目
黒
・
恵
比
寿

カフェ 九州パンケーキカフェ 東京都渋谷区代官山町 20-9
サザン代官山１－ C 03-6427-8272 東急東横線

代官山駅

居酒屋・郷土料理 車　恵比寿店 東京都渋谷区東 3-22-9
小倉ビル１F 03-5778-9601 JR・地下鉄

恵比寿駅

居酒屋・郷土料理 中目黒よだきんぼ 東京都目黒区上目黒 4-10-2 03-5721-3037 東急東横線中目黒駅
・祐天寺駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　五反田店 東京都品川区東五反田 1-11-7
三ツ星ビル B1F 03-5422-8500 JR 五反田駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
目黒店

東京都品川区上大崎 2-15-14
高木ビル 2F 03-5475-3966 JR 目黒駅

レストラン SALON DE HIT TAMA GOOD 東京都品川区上大崎 1-8-2 03-3449-2809 地下鉄白金台駅

レストラン ネモ・ベーカリー＆カフェ 東京都品川区小山 4-3-12
ＴＫ武蔵小山ビル１Ｆ 03-3786-2617 東急目黒線

武蔵小山駅

レストラン ビヤステーション恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 4-20-4 03-3442-9731 JR 恵比寿駅

レストラン レストランモナリザ
恵比寿本店 東京都渋谷区恵比寿西 1-14-4 03-5458-1887 JR・地下鉄

恵比寿駅 

渋

谷

・

神

泉

居酒屋・郷土料理 おじゃったもんせ 東京都渋谷区道玄坂 1-17-12
野々ビル１Ｆ 03-3780-6737 JR 渋谷駅　

居酒屋・郷土料理 九州料理　おやっとさぁ 東京都港区北青山 3-13-3
Ｒ’ｓ 青山ビル B1F 03-6683-5946 地下鉄表参道駅

居酒屋・郷土料理 九州料理　たもいやんせ
渋谷店

東京都渋谷区神泉町 10-10
神泉ビル 1F 03-3461-4333 京王井の頭線

神泉駅 

居酒屋・郷土料理 魚山亭　渋谷店 東京都渋谷区道玄坂 2-23-12
フォンティスビル 2F 03-5489-6350 JR・地下鉄渋谷駅

居酒屋・郷土料理 魚山亭　新寮 東京都渋谷区渋谷 2-19-20
岡ビル 3F 03-3400-6348 JR・地下鉄渋谷駅

宮崎ゆかりの店
Gourmet
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ジャンル 店舗名 住　所 TEL 最寄り駅

渋

谷

・

神

泉

居酒屋・郷土料理 車　渋谷南口店 東京都渋谷区道玄坂 1-5-2
渋谷ＳＥＤＥ２F 03-3780-1157 JR 渋谷駅 

居酒屋・郷土料理 ＪＡＧＡ　ＪＡＧＡ 東京都渋谷区道玄坂 2-18-2
上村ビル 1F 03-5459-5914 JR 渋谷駅

居酒屋・郷土料理 ひしゅうや 東京都渋谷区円山町 18-2
藤田ハイツ 1F 03-3463-0075 京王井の頭線

神泉駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
渋谷道玄坂店

東京都渋谷区道玄坂 2-10-12
新大宗３号館 2F 03-5428-8680 JR 渋谷駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
渋谷本店

東京都渋谷区道玄坂 2-6-1
岩崎ビル 3F 03-5456-6277 JR 渋谷駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
渋谷宮益坂店

東京都渋谷区渋谷 1-14-6
平野屋ビル 1F 03-5774-4921 JR 渋谷駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
京王渋谷西口店

東京都渋谷区道玄坂 1-6-8
楠本第 2 ビル 2F 03-5456-9941 JR 渋谷駅

焼き鳥・鶏料理 地鶏黒木屋　渋谷 109 前 東京都渋谷区宇田川町 23-5
ハイマンテン渋谷 4F 03-3462-9678 JR 渋谷駅

中華料理 台湾料理 故宮 東京都渋谷区道玄坂 2-23-13
渋谷デリタワー４Ｆ 03-3462-6051 JR 渋谷駅

新

宿

・

高

田

馬

場

居酒屋・郷土料理 赤坂うまや新宿 東京都渋谷区代々木 2 丁目 6-2
JR 九州ホテルブラッサム新宿 1 階 03-6276-0471 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 九州料理　たもいやんせ
新宿店

東京都新宿区西新宿 7-10-12
KKD ビル１F 03-6908-9044 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 車　新宿店 東京都新宿区歌舞伎町 1-6-2
Ｔ－Ｗｉｎｇビル ３F 03-3207-9601 JR 新宿駅

レストラン しゃぶしゃぶ処数寄屋
新宿センタービル店

東京都新宿区西新宿 1-25-1
新宿センタービル 53 階 03-5321-4050 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 ぞうすいの店　お通 東京都新宿区歌舞伎町 1-11-10
イクザスビル２F 03-6273-8422 JR 新宿駅

レストラン DINING OUT 53
新宿センタービル店

東京都新宿区西新宿 1-25-1
新宿センタービル 53 階 03-3344-5380 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 みやこんじょ 東京都新宿区歌舞伎町 1-12-9 
ピアザタテハナビル B1F 03-3232-1234 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
新宿歌舞伎町店

東京都新宿区歌舞伎町 1-16-1
今宮ビル 4F 03-5287-4684 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
新宿東南口駅前店

東京都新宿区新宿 3-36-15
新宿内野ビル 2F 03-5363-1355 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
新宿東口駅前店

東京都新宿区新宿 3-23-2
新宿サンビル B1 03-5919-3039 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
新宿南口店

東京都新宿区新宿 4-1-13
田園ビル 8F 03-5369-2535 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 外苑　うまや　信濃町 東京都新宿区霞ヶ丘町 14-1 2F 03-5771-6331 JR 信濃町駅

日本料理 割烹　桂 東京都新宿区高田馬場 2-17-1
伊勢浪ビル 1F 03-3200-1725 JR・地下鉄

高田馬場駅

居酒屋・郷土料理 地鶏　ばやし 東京都新宿区新宿 2-12-12 03-3356-0980 JR 新宿駅
地下鉄新宿三丁目駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
新宿三丁目店

東京都新宿区新宿 3-7-3
丸中ビル 3F 03-5925-8636 地下鉄

新宿三丁目駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
新宿東口店

東京都新宿区新宿 3-20-8
トップスハウス B1F 03-5312-1471 JR 新宿駅

レストラン ミユンヘン 東京都新宿区西新宿 1-5-1
小田急新宿西口駅前ビル地下３階 03-3342-5660 JR 新宿駅

居酒屋・郷土料理 車　巣鴨店 東京都豊島区巣鴨 1-16-1　２F 03-6912-2951 JR 巣鴨駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
池袋北口店

東京都豊島区西池袋１丁目 28-1
第二西池袋ビルディング 5F 03-5928-1988 JR 池袋駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
南池袋店

東京都 豊島区 南池袋 2-16-8
藤久ビル東 3 号館 1F 03-5928-5611 JR 池袋駅

宮崎ゆかりの店
Gourmet
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ジャンル 店舗名 住　所 TEL 最寄り駅

池
袋
・
巣
鴨
・
練
馬

日本料理 日本料理　香車 東京都豊島区東池袋 1-26-4　 03-5391-9448 JR 池袋駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
池袋東口店 東京都豊島区南池袋 1-27-8 B1 03-6912-7818 JR 池袋駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
練馬店 東京都練馬区豊玉北 5-17-2 03-5912-2188 西武池袋線練馬駅

日
暮
里
・
赤
羽
・
千
住

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
赤羽店

東京都北区赤羽 1-8-4
赤羽商事ビル B1F 03-5939-4577 JR 赤羽駅

居酒屋・郷土料理 地酒と家庭料理　熱海屋 東京都荒川区西日暮里 6-26-13　 03-3894-4858 JR・地下鉄
西日暮里駅　

居酒屋・郷土料理 北千住うまや 東京都足立区千住 3-92
北千住マルイ 9F 03-4376-5905 JR 北千住駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
北千住店 東京都足立区千住 2-39-18 03-5284-6828 地下鉄北千住駅

スナック スナック　都城 東京都北区中里 1-9-5 和合ビル１Ｆ 03-3824-4966 JR・地下鉄駒込駅

上
野
・
浅
草

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
上野店

東京都台東区上野 2-12-23
U-ONE ビル 4F 03-5812-9229 JR 上野駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
東武浅草駅前店

東京都台東区浅草 1-1-16
HK 浅草ビル 7F 03-5827-3577 地下鉄浅草駅

寿司 浅草　すし游 東京都台東区西浅草 3-16-8 03-3845-1913 地下鉄 TX 浅草駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
上野駅前店

東京都台東区上野 7-2-1
南大門上野駅前ビル B1 03-6802-7077 JR 上野駅

焼き鳥・鶏料理 みやざき地頭鶏　呑喜
ｄｏｎｋｉ 東京都台東区上野 1-11-1 03-5980-8788 地下鉄湯島駅

焼き鳥・鶏料理 宮崎地どり家 東京都台東区雷門 1-7-8 03-6231-6208 地下鉄田原町駅

四
谷
・
麹
町
・
半
蔵
門
・
神
楽
坂

居酒屋・郷土料理 おはな 東京都千代田区平河町 2-4-5
平河町Ｋビル B1F 03-3264-0087 地下鉄麹町駅

居酒屋・郷土料理 神楽坂　ちゃんこ黒潮 東京都新宿区神楽坂 3-6-3 03-3267-1816 地下鉄神楽坂駅

居酒屋・郷土料理 椎葉 東京都千代田区平河町 2-4-5
平河町 K ビル 1F 03-3288-0048 地下鉄麹町駅

居酒屋・郷土料理 南州酒場　てげてげ
麹町店

東京都千代田区平河町 1-3-8
平河町プラザ 1F 03-5216-3334 地下鉄半蔵門駅

カラオケダイニング カシュ　カシュ 東京都千代田区麹町 4-3
紅谷ビル B1F 03-6272-5025 地下鉄麹町駅

神
田
・
秋
葉
原

居酒屋・郷土料理 味菜　日平亭　本郷店 東京都文京区本郷 3-14-11
日平本郷ビル B1F 03-5800-7777 地下鉄

本郷三丁目駅

居酒屋・郷土料理 御盛旬味家 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3
ニュー神田ビル B1F 03-5297-7255 JR 神田駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
秋葉原中央通り店

東 京 都 千 代 田 区 外 神 田 1-13-3　
ZIGZAG ビル 8F 03-5298-6636 JR 秋葉原駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
　神田店

東京都 千代田区 鍛冶町 2-3-14
フェリスビル　Ｂ１Ｆ 03-5577-5938 JR 神田駅

居酒屋・郷土料理 おせっかい屋 東京都千代田区内神田 2-9-13
オールビル B1 03-5577-5497 JR 神田駅

居酒屋・郷土料理 おせっかい屋弐号店 東京都千代田区内神田 3-10-5
満留賀ビル 1F 03-3525-8842 JR 神田駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　秋葉原店 東京都千代田区神田平河町 4
渡辺ビル 2・3F 03-5820-2828 JR 秋葉原駅

レストラン 東京チキン南蛮 東京都文京区小石川 1-7-6
ジェント春日ビル 1F 03-3817-6705 地下鉄後楽園駅

・春日駅

レストラン カレー倶楽部ルウ
神田関東総本店

東京都千代田区内神田 3-9-6
大原第 6 ビル B1 03-3525-8940 JR 神田駅

ラーメン あたりや食堂 東京都千代田区神田須田町 2-15-3 
215 ビル 1F 03-5298-2557 JR 秋葉原駅
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錦
糸
町
・
押
上
・
葛
西

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
葛西店

東京都江戸川区中葛西 3-35-16
葛西駅前ビル 6F 03-5659-7471 地下鉄葛西駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
西葛西店

東京都江戸川区西葛西 5-5-16
ツボイビル 1F 03-3686-5580 地下鉄西葛西駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
錦糸町店

東京都墨田区江東橋 3-8-12
KINSIA　ANNEX 4F 03-5669-5564 JR 総武線

錦糸町駅 

居酒屋・郷土料理 うまやの楽屋　東京ソラマチ 東京都墨田区押上 1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマチ 6F 03-5610-2742 地下鉄押上駅

焼き鳥・鶏料理 鳥乃屋 西葛西店 東京都江戸川区西葛西 5-2-16
康伸ビル 2F 03-3869-3880 地下鉄西葛西駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
亀戸店

東京都江東区亀戸 2 丁目 20-7
亀戸会館 2F 03-5875-1577 JR 総武線亀戸駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
新小岩店

東京都葛飾区新小岩 1-43-3
エスポワール 2F 03-3656-5202 JR 総武線

新小岩駅

門
前
仲
町

・
月
島

居酒屋・郷土料理 とき乃や 東京都中央区月島 4-3-5
アルモント野村ビル 101 03-6225-0013 地下鉄月島駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
門前仲町店

東京都江東区富岡 1-22-28
田辺ビル 1F 03-3641-8087 地下鉄門前仲町駅

大
森
・
蒲
田

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
大森店

東京都品川区南大井 6-17-14
曽根ビル 2F 03-5767-6044 JR 京浜東北線

大森駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
蒲田西口店

東京都大田区西蒲田 7-67-14
サンコーフレックス 1F 03-5703-7533 JR 蒲田駅

三
軒
茶
屋
・
下
北
沢

・
経
堂

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
三軒茶屋店

東京都世田谷区三軒茶屋 1-34-13
札幌ビル 1F 03-5779-7933 東急田園都市線

三軒茶屋駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
下北沢店

東京都世田谷区北沢 2-15-3
中村ビル 1F 03-5779-9020 小田急小田原線

下北沢駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
世田谷経堂店 東京都世田谷区経堂 1-25-17 B1F 03-6413-1940 小田急小田原線

経堂駅

中
野
・
高
円
寺
・

阿
佐
ヶ
谷
・
吉
祥
寺

居酒屋・郷土料理 だれやめや 東京都杉並区阿佐谷南 3-34-10 03-5397-3741 JR 阿佐ヶ谷駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
中野北口店

東京都中野区中野 5-60-13
KM ビル 2F 03-5318-6588 JR 中央線中野駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
高円寺店

東京都杉並区高円寺北 3-17-2
オークヒル高円寺 1F 03-5327-6696 JR 高円寺駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
吉祥寺北口店

東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-4-15
ホワイトハウスビル 3F 042-228-7300 JR 中央線吉祥寺駅

居酒屋・郷土料理 立川うまやの楽屋 東京都立川市柴崎町 3-2-1
グランデュオ立川 7F 042-540-2271 JR 立川駅 

多
摩

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
国立店

東京都国立市中 1-9-30
国立せきやビル 4F 042-580-4502 JR 国立駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
立川店

東京都立川市曙町 2-7-5
ピタゴラスビル B1F 042-540-2913 JR 立川駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
調布北口店

東京都調布市布田 1-41-2
原政ビル 3F 042-490-0012 京王線調布駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
八王子店

東京都八王子市三崎町 5-19
F1フォーラム1F・2F 042-689-5140 JR 八王子駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
町田店

東京都町田市原町田 6-9-18
TN スクエア 7F 042-739-6771 JR 横浜線町田駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
町田森野店

東京都町田市森野１丁目 13-1
QS ビル 4F 042-710-8190 小田急町田駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
狛江駅前店

東京都狛江市東和泉 1-15-7
都堂ビル B1 03-5761-2833 小田急狛江駅

居酒屋・郷土料理 わが家　八王子店 東京都八王子市中町 4-3
二葉ビル B1F 042-644-2454 JR 八王子駅 

居酒屋・郷土料理 じとっこ　立川店 東京都立川市曙町 2-3-1
パールインビル B1F 042-528-1490 JR 立川駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　西八王子店 東京都八王子市千人町 2-19-4
鈴良ビル 2F 042-661-6446 JR 西八王子駅 
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多
摩

居酒屋・郷土料理 じとっこ　分倍河原店 東京都府中市片町 2-21-9
2F 042-352-1888 京王線分倍河原駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　町田店 東京都町田市原町田 4-2-14
ミサワビル 2F 042-709-4177 JR 横浜線町田駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市じとっこ組合
南大沢店

東京都八王子市南大沢 2-2
パオレ 4-5 Ｆ 042-689-4455 京王相模原線

南大沢駅

レストラン 平家の郷八王子館 東京都八王子市長沼町 1076 042-637-8985 京王線北野駅

レストラン 平家の郷みなみ野館 東京都八王子市七国 1-11-8 042-636-0985 JR 横浜線
八王子みなみ野駅

レストラン 平家の郷小平館 東京都小平市小川町 1-2527 042-344-6558 西武拝島線
東大和駅

レストラン 平家の郷町田館 東京都町田市小山ヶ丘 1-3-1 042-797-2425 京王相模原線
多摩境駅

埼  

玉  

県

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
大宮東口店

埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-17
飯田ビル 1F 048-650-2207 JR 大宮駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
川口駅前店

埼玉県 川口市 栄町 3-2-26 ライオン
ズマンション川口・スガハラビル２F 048-240-3838 JR 京浜東北線

川口駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
浦和駅西口店

埼玉県 さいたま市 浦和区仲町 1-1-1 
吉野ビル B1F 048-826-4055 JR 浦和駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　熊谷駅前店 埼玉県熊谷市筑波 3-96 048-528-7529 JR 熊谷駅　

居酒屋・郷土料理 じとっこ　戸田店 埼玉県戸田市新曽 308 048-442-4105 JR 埼京線戸田駅

焼き鳥・鶏料理 地どり屋　寺師 埼玉県越谷市蒲生茜町 2-11 048-987-2929 東武スカイツリーライン
蒲生駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
浦和店

埼玉県さいたま市浦和区仲町 1-2-24
関ビル 2F 048-799-3669 JR 京浜東北線

浦和駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
春日部店

埼玉県春日部市中央 1-10-3
春日部西口駅前ビル 1F　 048-797-5510 東武スカイツリーライン

春日部駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
志木店

埼玉県新座市東北２丁目 30-25
花野・尾崎共同ビル 2F 048-486-1112 東武東上線志木駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
南越谷店 埼玉県越谷市南越谷 1-24-1 048-960-2105 JR 武蔵野線

南越谷駅

レストラン プリマベラ 埼玉県さいたま市浦和区高砂 2-4-6
イチカワビルⅢ 2F 048-831-1117 JR 浦和駅

千
葉
県

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
我孫子店 千葉県我孫子市本町 2-6-27 1F 04-7181-0120 JR 常磐線

我孫子駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
イオンモール幕張新都心店

千葉県千葉市美浜区豊砂 1-1
イオンモール幕張新都心 グランドモール 2F 043-272-6661 海浜幕張駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
柏店 千葉県柏市柏 2-5-4 TM ビル 2F 04-7168-2281 JR 常磐線柏駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
柏南口店

千葉県柏市旭町 1-5-4
プラザパスカ 2F 04-7141-0067 JR 常磐線柏駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
千葉店

千葉県千葉市中央区富士見 2-4-16
金子ビル 2F 043-202-0622 JR 千葉駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
成田店

千葉県成田市花崎町 533-10
プレドラガール NARITA 1F 047-620-0022 JR 成田駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
船橋店

千葉県船橋市本町 4-3-20
モリウチビル 2F 047-460-6066 JR 総武線船橋駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
稲毛駅前店

千葉県 千葉市 稲毛区小仲台 2-2-18
エヌズビル 2　1 階 043-290-7701 JR 総武線稲毛駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　西船橋店 千葉県船橋市西船 4-23-11 047-435-9001 JR 総武線西船橋駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
松戸店

千葉県松戸市本町 21-1
第 2 中島ビル 2F 047-364-0838 JR 常磐線松戸駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
　木更津駅東口店

千葉県 木更津市 大和 1-1-5
第２スズニビル 0438-38-3844 JR 木更津駅
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神
奈
川
県

居酒屋・郷土料理 日南館　新館　大和 神奈川県大和市大和南 1-5-4 046-200-2181 小田急江ノ島線
大和駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
稲田堤店 神奈川県川崎市多摩区菅 2-2-39 1F 044-949-1070 JR 稲田堤駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
川崎たちばな通り店

神奈川県川崎市川崎区砂子 2-4-18
藤ビル 2F 044-221-5655 JR 川崎駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
京急川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 14-4
玉川ビル 1F 044-221-7712 JR 川崎駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
綱島店

神奈川県横浜市港北区綱島東 1-6-3 
TS 吉原ビル 1F 045-549-6501 東急東横線綱島駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
鶴見店

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-27-6
田中ビル 1 〜 2F 045-508-3117  京急鶴見駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
平塚駅北口店

神奈川県平塚市紅谷町 4-3
中秋ビル 4F 0463-20-4160 JR 平塚駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場　
藤沢店

神奈川県藤沢市南藤沢 3-4
湘南薬品南藤沢ビル 6F 0466-54-2508 JR 東海道本線

藤沢駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
南林間店

神奈川県大和市南林間 1-8-3
サエラビル 1F 046-271-7210 小田急線南林間駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
武蔵小杉北口店

神奈川県川崎市中原区小杉町 1-403-60
小杉ビルディング新館 B1F 044-711-6522 東急東横線

武蔵小杉駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　塚田農場
横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸 1-1-5
渡辺ビル 3F 045-328-3371 JR 根岸線横浜駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
青葉台店

神奈川県 横浜市 青葉区青葉台 2-9-15 
フラワービル 2 階 045-988-5270 東急田園都市線

青葉台駅

居酒屋・郷土料理 本格炭火もも焼き＠本格焼酎
いっちゃが　横浜西口店 神奈川県横浜市西区南幸 2-7-10 1F 045-290-8890 JR 横浜駅

居酒屋・郷土料理 本格炭火もも焼き＠本格焼酎
いっちゃが　横浜関内店

神奈川県横浜市中区相生町 1-18-1
相生パークビル B1 045-633-9355 JR 関内駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　本厚木店 神奈川県厚木市中町 2-7-14
TM ビル 1F 046-224-7796 小田急小田原線

本厚木駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
関内店

神奈川県横浜市中区尾上町 3-44
イセビル B1F 045-680-6008 JR 根岸線関内駅 

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
横須賀中央店

神奈川県横須賀市若松町 2-7
三浦プラザビル 2F 046-876-8355 京急本線

横須賀中央駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
横浜西口店

神奈川県横浜市西区南幸 2-7-3
小安ビル 202 045-900-7000 JR 横浜駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市　じとっこ組合
　小田原店 神奈川県 小田原市 栄町 2-8-8 2F 0465-20-2055 JR 小田原駅

焼き鳥・鶏料理 シャモと旬の手作り料理
やぐら

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 4014-4
真和第二ビル 045-865-0123 JR 戸塚駅

焼肉・鉄板焼 焼肉　明洞 神奈川県高座郡寒川町岡田 3-20-24 0467-75-5909 JR 相模線寒川駅

居酒屋・郷土料理 若駒本店 神奈川県川崎市川崎区南町 2-1
秋山クリスタルビル 1F 044-222-8892 JR 川崎駅

焼き鳥・鶏料理 地鶏黒木屋　溝の口総本家 神奈川県川崎市高津区溝口 1-6-1　
クレール溝口 1F 044-822-8383 東急田園都市線

溝の口駅

栃
木
県

居酒屋・郷土料理 じとっこ　宇都宮店 栃木県宇都宮市駅前通り 2-1-1
晃東ビル 1F 028-633-5955 JR 宇都宮駅

居酒屋・郷土料理 じとっこ　東武宇都宮店 栃木県宇都宮市江野町 7-20
東谷ビル 2F 028-651-3081 東武宇都宮駅

茨
城
県

焼肉・鉄板焼 炙りや秀苑 茨城県つくば市東新井 18-7 029-861-1129 つくばエクスプレス
つくば駅

群
馬
県

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
高崎店 群馬県 高崎市 江木町 1519 027-320-8277 ＪＲ上越線

高崎問屋町駅

居酒屋・郷土料理 宮崎県日南市 塚田農場
伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市 連取町 766-62 0270-30-8006 東武伊勢崎線

新伊勢崎駅
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みやざきのおいしい
素材をご紹介！

携帯サイトいのちに感謝
みやざきブランド推進本部［宮崎県・JA宮崎経済連］

http://www.miyazakibrand.jp/

facebook

みやざきweeeek!!2015
「みやざきweeeek!!2015」は、様々な企業のご協力を得て、首都圏を中心に

宮崎の「食」や「観光」をアピールするプロモーションイベントです。

期間中は、首都圏を中心に、様々な場所で宮崎を体験できます！

日向夏

完熟マンゴー「太陽のタマゴ」

宮崎牛

完熟きんかん「たまたま」

みやざき黒皮かぼちゃ

みやざき健康ピーマン

みやざき中型カラーピーマン
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クイズに
答えて

P O S T  C A R D

恐れ入りますが

52円切手を

お貼りください。

8　8　0　 8　5　0　1

宮崎県オールみやざき営業課
「みやざき weeeek!! 2015 プレゼントキャンペーン係」

宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

和牛の
オリンピックで2連覇したのは

牛

ご住所

〒　　　-

フ リ ガ ナ

お名前

年齢

性別様 男   ・   女

歳

電話番号

郵送にてご応募ください。

○注意事項　※当選者への発送をもって発表に
かえさせていただきます。 ※次の場合はいず
れの場合のご応募も当選無効となります。●記
載事項に不備がある場合。 ●ご住所・連絡先
が不明などの理由により、ご連絡ができない場
合。　※当選の権利は本人様のみ有効で、第三
者への譲渡・換金はできません。　※お客様の
ご都合による賞品の返品および交換はできませ
んので予めご了承ください。ご記入いただいた
個人情報は本キャンペーンの抽選、当選者への
ご連絡、賞品発送以外の目的では使用いたしま
せん。必要な範囲で業務を委託する場合には、
業務委託先の適切な管理及び監督を行います。
お客様の同意なしに、業務委託先以外の第三者
に開示・提供することはありません（法令等に
より開示を求められた場合を除く。）

［イベントに関するお問合せ先］
宮崎県オールみやざき営業課
☎ 0985-26-7591

和牛の
オリンピックで
2連覇したのは、
○○牛

キャンペーン期間：2015. 2.1（SUN）- 3.10（TUE）

日本一 宮崎牛を抽選で10名様にプレゼント！

宮崎牛（1万円相当）が当たる!
プレゼントキャンペーン

※写真はイメージです。

クイズ

プレゼント
Present



発　　　　 行：宮崎県オールみやざき営業課
お問い合わせ：宮崎県東京事務所
　　　　　　　東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 15F
　　　　　　　Tel 03-5212-9007

「みやざき weeeek!!2015」web サイト

みやざき weeeek!!2015
http : //miyazaki-weeeek.jimdo.com/


