2018 年 6 月 22 日
【イベントのご案内】

14 地域の特産品を使用した「イノベーションたこ焼で地方創生」
特産品がもらえる射的など

「おすすめふるさと夏祭り」開催！
浅草「まるごとにっぽん」
期間：2018 年 7 月 14 日（土）～7 月 16 日（月・祝日）
株式会社まるごとにっぽん（東京都墨田区、小笠原功社長）が運営する、地方の魅力を体験できる
浅草の商業施設「まるごとにっぽん」では、2018 年夏のイベントとして“地域の人の、地域の人による、
地域の人のための、夏祭り！”をテーマに「おすすめふるさと夏祭り」を 7 月 14 日（土）～16 日（月・祝
日）の 3 日間、開催します。
期間中は、14 自治体が地域食材を使った「築地 銀だこ」との共同企画「イノベーションたこ焼で地
方創生」や、櫓を使ったステージで全国各地の盆踊りの実演などを行う「おすすめふるさと 夏祭りステ
ージ」、昔ながらのお祭り遊びで 14 自治体のお宝を狙い撃ちできる「おすすめふるさと ステキな射
的」を実施、地域の食材を使用した「ご当地ジュース」の販売も行います。

■14 地域の食材で地方創生「イノベーションたこ焼で地方創生」produced by 築地 銀だこ
14 自治体と「築地 銀だこ」が共同企画でオリジナル

※写真はイメージです。

のたこ焼を提供するフードイベントです。
地元のシェフをはじめとする各自治体関係者が、
特産品など地域食材を使った、たこ焼の「トッピン
グ」のレシピを今大会のために独自開発。“イノベー
ションたこ焼”全 14 種を 3 日間販売します。
購入者、審査員による投票でグランプリ各賞を決
定、グランプリに輝いたメニューは「築地 銀だこ」系
列の店舗で限定販売計画を予定しています。
「納豆ねぎキムチたこ焼（茨城県筑西市）」、エシャレット、竹の粉、浜納豆、天竜干し椎茸、浜名湖海苔、浜名湖
しらすを使用した「浜松の山海里（ごちそう）で健康タレ（静岡県浜松市）」、「山椒ジェノベーゼたこ焼（兵庫県養父
市）」、「こんなのはじめて！菊池のメロンで素材のうまみをぎゅっと濃縮！メロンカレーたこ焼（熊本県菊池市）」な
ど全 14 種類をお楽しみになれます。一舟 200 円なので 1000 円札 1 枚で 5 地域の味めぐりが可能です。
【主な“イノベーションたこ焼”と食材】※写真はイメージです。

エシャレット、しらすなど
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由宇トマトのタコスたこ焼

メロンカレー

※価格はいずれも税込です。
まるごとにっぽん ℡03-3845-0510

「イノベーションたこ焼で地方創生」produced by 築地 銀だこ
販売予定数：各自治体 600 セット（1 日 200 セット×3 日間）
販売価格 ：各自治体 1 セット(2 個入) 200 円 ※予定
実施会場 ：1F まるごと広場
実施日時 ：2018 年 7 月 14 日（土）～16 日（月・祝日）10：00～18：00

■“14 自治体のお宝を獲得”「おすすめふるさと ステキな射的」
昔ながらのお祭り遊びの「射的」を楽しめるコーナーです。
14 自治体の特産品が勢ぞろい。当たった的の特産品を景品とし
て獲得いただけます。
館内やイベントで 1,000 円（税込）以上お買い上げのレシート掲
示で参加いただけます。

■“全国各地の盆踊りの実演などを行う”「おすすめふるさと 夏祭りステージ」
「お祭りの町 浅草」らしく、櫓を使ったステージで全国各地の盆踊
りの実演などを行います。地域の魅力を体感でき、幅広い年代が
楽しめる参加型ステージです。
自治体クイズコーナーやご当地ヒーロー、ご当地キャラも登場しま
す。

■ご当地ジュース販売
地域の食材を使用した、夏にぴったりのドリンクを限定販売しま
す。選んで楽しい・飲んで美味しい、14 種類のジューススタンドで
す。
左：みかんジュース（静岡県浜松市）
中：山椒エール（兵庫県養父市）
右：ミニトマトジュース（愛知県豊橋市）
全品 300 円（税込）

「おすすめふるさと夏祭り」は、館内 3 階の市町村の PR ブース「【Event space】おすすめふるさと」に出
展している 14 自治体の魅力を様々なコンテンツによって体験できる夏祭りイベントです。

＜「おすすめふるさと夏祭り」実施概要＞
■日程 ： 7 月 14 日（土）～7 月 16 日（月・祝日）
■会場 ： まるごとにっぽん （〒111-0032 東京都台東区浅草 2‐6‐7 ）1F まるごと広場
3F Event space みんなでたいけん＆Open terrace わくわくおそと
※価格はいずれも税込です。
まるごとにっぽん ℡03-3845-0510

■主催 ： 株式会社まるごとにっぽん
■協力 ： おすすめふるさと出展自治体、株式会社ホットランド
セグラス グループホールディングス株式会社、株式会社 47PLANNING
■実施コンテンツ ：
1、「イノベーションたこ焼で地方創生」 produced by 築地 銀だこ
2、「おすすめふるさと 夏祭りステージ」
3、「おすすめふるさと ステキな射的」
4、ご当地ジュース販売

■参加自治体 ：
・北海道幌加内町 ・茨城県筑西市

・静岡県浜松市

・愛知県豊橋市・東三河

・兵庫県養父市

・備後圏域（福山市）

・呉市（広島中央地域連携中枢都市圏）

・兵庫県淡路島（淡路市・洲本市・南あわじ市）

・山口県岩国市

・山口県萩市

・北九州都市圏域

・福岡県柳川市

・熊本県菊池市

・鹿児島県南九州市

「まるごとにっぽん」施設概要
所

在 地：東京都台東区浅草 2 丁目 6 番地 7

売場面積 ：約 3 ,732 ㎡（約 1,129 坪）
階
店

数：地上 4 階
舗 数：48 店舗（2018 年 5 月 31 日現在）

営業時間 ：1 階～2 階 食品、物販、カフェ、サービス、その他

定
運
開

10:00～20:00

3階

カフェ、サービス、その他

10:00～21:00

4階

レストラン

11:00～23:00

休 日：なし（年中無休）
営：株式会社まるごとにっぽん（阪急阪神東宝グループ）
業 日：2015 年 12 月 17 日（木）
アクセス
つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩１分
東武スカイツリーライン「浅草」駅徒歩 7 分
東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩 8 分
都営浅草線「浅草」駅徒歩 8 分
駐車場

64 台(有料)

読者・視聴者のお問合せ
TEL：03-3845-0510
https://marugotonippon.com/
報道各位のお問合せ
株式会社 まるごとにっぽん
広報担当：田中、水口
TEL 03-3845-6900
FAX 03-3845-6904
asakusa-info@marugotonippon.com

共同ピーアール株式会社
担当：鈴木、小松
TEL：03-3571-5228
FAX 03-4540-8325
marugoto-pr@kyodo-pr.co.jp
※価格はいずれも税込です。
まるごとにっぽん ℡03-3845-0510

