
＜第1回＞
◆実施日 2021年6月29日(火) 
◆場所 東京会場：MOSS CROSS TOKYO（赤坂）

滋賀会場：県庁および 各産地

◆参加者
東京会場：17者（都内飲食店シェフ 16者 、 仲卸業者 1者）
滋賀会場： 9者（会場参加 3者 、 Zoom参加 6者）

＜第2回＞
◆実施日 2022年1月13日(木) 
◆場所 東京会場：MOSS CROSS TOKYO（赤坂）

滋賀会場：県庁および 各産地

◆参加者
東京会場：14者（都内飲食店シェフ 11者、 仲卸業者 1者）
滋賀会場： 7者（会場参加 2者 、 Zoom参加 5者）

＜食材提案会参加店舗＞

■事業概要
首都圏等における滋賀の「食」の情報発信、販路拡大の強化による 「滋賀の食材」の認知度向上・消費拡大を

図るため、首都圏の飲食店舗等と協力して、滋賀県産食材を使用した特別メニューを一定期間提供するメニュー
フェアとそれにかかる商談交流を夏と冬に開催しました。

■参加生産者・事業者
5~6月にフェアで取り扱う品目の公募を実施し、計24者がエントリー。

■実施内容

（１） バイヤー事前視察
本事業に参画するバイヤー（豊洲市場仲卸業者）が事前に訪問し、首都圏飲食店に食材を提案するため

に必要な商品情報の整理を行いました。

（２） オンライン食材提案会
滋賀県食材の良さや調理したときのイメージをシェフに知ってもらうため、東京会場と滋賀県内の会場（産地

からの参加もあり）をオンラインでつなぎ、生産者から自らの生産物の特徴などをPRしてもらいました。

（東京会場）

（滋賀会場）
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店舗名 業態 所在地
ahill azabu フランス料理 西麻布
equal パティスリー 幡ヶ谷
学士会館 日本料理 他 神保町

Cheval de Hyotan フランス料理 池袋

日本橋滋乃味 日本料理 日本橋
KNOCK イタリア料理 六本木他
和菓子薫風 和菓子 千駄木

店舗名 業態 所在地
ALTER EGO イタリア料理 神保町
ISSEI YUASA イタリア料理 西麻布
カサ・デ・マチャ スペイン料理 三田

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼｰﾌｰﾄﾞﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ料理 竹芝

NIRVANA NewYork エスニック 六本木
MOSS CROSS TOKYO フランス料理 赤坂

他、青果仲卸事業者 2社参加



時期 参加店舗 訪問先 食材

①7/6（月）
～7（火）

・南青山Essence
・和菓子薫風
・equal
・eff（仲卸業者）

合同会社TUNAGU
西浅井漁協
みなくちファーム
千成亭ファーム（①のみ）
aito budo labo
茶縁むすび
永源寺マルベリー
JAこうか
かたぎ古香園

蓮、椎茸
ビワマス、小鮎
各種野菜、ハーブ
近江牛
黒蜜葡萄
政所茶
明日葉等
杉谷とうがらし、いちじく等
朝宮茶 など

②7/13（月）
～14（火）

・MOSS CROSS TOKYO
・Nirvana New York
・Cheval de Hyotan
・ahill azabu
・ISSEI YUASA

③1/17（月）
～18（火）

・Nirvana NewYork
・KNOCK
・和菓子薫風
・eff（仲卸業者）

ワボウ産業
いぶきファーム
西浅井漁協
みなくちファーム
aito budo labo
ファームケイ
JAこうか（③のみ）

おうみ海老
伊吹大根
ビワマス、氷魚
各種野菜、椎茸
イチゴ
ジュエリートマト
忍葱 など④1/24(月)

～ 25(火)
・sel sal sale
・alterego
・南青山essence

（３） 産地訪問

メニューフェア実施店舗のシェフや滋賀県食材に興味のあるバイヤーに直接産地を訪問してもらい、生産者と直接話
をしてもらうことで食材のストーリーの理解や互いの交流が深まりました。

★産地訪問の取材記事は、WEBメディア「ONESTORY」でも掲載

▼ ONESTORY記事
（夏）

▼ ONESTORY記事
（冬）
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（４） メニューフェア「 Local Fine Food Fair SHIGA」

＜夏メニューフェア＞

開催期間 令和3年8月2日～10月31日 ※左記の期間を中心に、各店舗で実施期間を設定
使用食材 近江米、近江牛、近江鴨、ビワマス、小鮎、スジエビ、杉谷とうがらし、杉谷なすび、

黒蜜葡萄、いちじく、アドベリー、朝宮茶、政所茶、蓮 など約20品目
実施店舗 21店舗

ahill azabu（西麻布）

ISSEI YUASA（西麻布）

シンガポール・シーフード・

リパブリック東京（竹芝）

KNOCK CUCINA BUONA 
ITALIANA（六本木ほか計4店）

和菓子薫風（千駄木）

ALTER EGO（神保町）

学士会館Latin（神保町）

sel sal sale（恵比寿）

南青山Essence（南青山）

カサ・デ・マチャ（三田）

Equal（幡ヶ谷）

NIRVANA NEW YORK（六本木）

MOSS CROSS TOKYO（赤坂）

INFINI depuis 2020（九品仏）

Cheval de Hyotan/
Pêche de Hyotan（池袋）

Laekker（代官山）

日本橋 滋乃味（日本橋）
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＜冬メニューフェア＞

開催期間 令和4年2月14日～3月25日 ※左記の期間を中心に、各店舗で実施期間を設定
使用食材 近江米、近江牛、近江鴨、ビワマス、氷魚、おうみ海老、伊吹大根、忍ねぎ、椎茸、

イチゴ、アドベリー、朝宮茶、政所茶 など約20品目
実施店舗 21店舗

ISSEI YUASA（西麻布）

日本橋 滋乃味（日本橋）

ahill azabu（西麻布） ALTER EGO（神保町） INFINI depuis 2020（九品仏） Equal（幡ヶ谷）

カサ・デ・マチャ（三田） Cheval de Hyotan/
Pêche de Hyotan（池袋）

sel sal sale（恵比寿）

NIRVANA NEW YORK（六本木） KNOCK CUCINA BUONA 
ITALIANA（六本木ほか計5店）

パスタ屋チェヴィンチ（中目黒）

南青山Essence（南青山） MOSS CROSS TOKYO（赤坂） Laekker（代官山） 和菓子薫風（千駄木）
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（５） 県内レセプション

メニューフェア参加シェフ4名が来県し、生産者に滋賀食材メニューをふるまいながら、東京の一流シェフの目線で見
た滋賀食材の良さや活用方法を、直接フィードバックしました。

実施日 令和4年2月2日（水）
場所 ここぴあ（湖南市）


