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【参加店舗】 

≪料理部門≫ 

①レストラン フォレスト（ガーデンテラス宮崎） 

②パインテラス（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

③実家くろぎ（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

④BRASSERIE BERNERD（ホテルＪＡＬシティ宮崎） 

⑤グリルダイニング TSUBAKI（アリストンホテル宮崎） 

⑥和食処 旬魚 日向雫（ＡＮＡホリディ・インリゾート宮崎） 

⑦3106KITCHEN（ＪＲ九州ホテル宮崎） 

⑧コスモス（宮崎空港ビル） 

⑨鮨処 わたつみ（宮崎空港ビル） 

⑩夢かぐら（宮崎空港ビル） 

⑪京料理 宮川 

⑫バー＆レストラン直樹 

⑬Luna Vino 

⑭しゃんぐり・ら 

⑮パリの朝市 

⑯Ottala食堂 

⑰杏カフェ 

⑱ダイニングかもめ 

⑲ほのかダイニング 

⑳ダイニング季菜呼 

㉑宮崎カーフェリー（船内レストラン） 

㉒レストラン ゼフィール 

㉓casa nostra ももや食堂 

㉔Restaurant Flounder レストラン フラウンダー 

㉕La Dish 

≪スイーツ部門≫ 

 ①風待ちテラス（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

 ②ディアマンルージュ（宮崎観光ホテル） 

③パティスリー ベルナール（ホテルＪＡＬシティ宮崎） 

 ④3106KITCHEN（ＪＲ九州ホテル宮崎） 

⑤ケーキファクトリー ヤマウチ 

⑥パティスリー エス・サンク 

⑦リューヌ ドゥ プランタン 

⑧シャモニーの森 

⑨お菓子のさとう 

⑩お菓子の日高 

⑪和バル Banca/Magari food lab MEEZ 

⑫緑茶カフェ Green Tea Fields グリーンティーフィールズ 
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【第１２弾】 

球春到来 美味求真 春の宮崎を食べる 

 

【コンセプト】 

春季スポーツキャンプと食とのコラボ 

 

【開催時期】 

平成３１年２月（１か月間） 

 

【事業内容】 

宮崎の２月と言えば「春季スポーツキャンプ」。そのスポーツキャンプを盛り上げるべく、「日向夏、きんか

ん、黒皮かぼちゃ、切干大根を使った料理・スイーツ」や、宮崎のソウルフードを知ってもらうべく「宮崎の

郷土料理・スイーツ」、「スポーツキャンプにちなんだ料理・スイーツ」のいずれかのテーマに当てはまるもの

を提供いただいた。また、黒皮かぼちゃの生産農家に取材をし、特集記事を掲載。黒皮かぼちゃの認知度向上

を図った。 

 

【参加店舗】 

≪料理部門≫ 

①レストラン フォレスト（ガーデンテラス宮崎） 

②パインテラス（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

③実家 くろぎ（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

④ディアマンルージュ（宮崎観光ホテル） 

⑤焼酎・日向料理 汐彩（宮崎観光ホテル） 

⑥3106KITCHEN（ＪＲ九州ホテル宮崎） 

⑦カフェテラス K’s（ケイズストリートホテル宮崎） 

⑧BRASSERIE BERNERD（ホテルＪＡＬシティ宮崎） 

⑨レス tランラウンジ 花風 -KAHU-（アリストンホテル宮崎） 

⑩和食処 旬魚 日向雫（ＡＮＡホリディ・インリゾート宮崎） 

⑪宮崎カーフェリー（船内レストラン） 

⑫コスモス（宮崎空港ビル） 

⑬PILAW∴ 

⑭バー＆レストラン 直樹 

⑮しゃんぐり・ら 

⑯パリの朝市 

⑰Ottala食堂 

⑱GIGLI（ジーリ） 
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⑲ダイニングかもめ 

⑳ダイニング季菜呼 

㉑ゼフィール 

㉒レストラン フラウンダー 

㉓La Dish 

≪スイーツ部門≫ 

 ①3106KITCHEN（ＪＲ九州ホテル宮崎） 

 ②風待ちテラス（ｼｪﾗﾄﾝ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞ・ｵｰｼｬﾝﾘｿﾞｰﾄ） 

③パティスリー ベルナール（ホテルＪＡＬシティ宮崎） 

④パティスリー エス・サンク 

⑤リューヌ ドゥ プランタン 

⑥シャモニーの森 

⑦お菓子のさとう 

⑧お菓子の日高 

⑨菓子匠 壽康庵 

⑩杏カフェ 

 

② 宮崎フェア 

 

(ⅰ) ㈱ニユートーキヨー関連６店舗 

目 的 ・宮崎食材の地産外商 

手 法 

・県外のホテルや飲食店の自主企画等による宮崎の食材を使用したフェアを開催する

に当たり、食材の提案や郷土料理の紹介を行った。 

・バイヤー等を本市に招聘し、産地視察を実施した。 

・宮崎の食材については、開催施設側が日常的に取引のある問屋等から購入する通常

の流通による調達方法を基本とした。 

運営社 

㈱ニユートーキヨー 

※東京及び関西地区で２５のブランド名の飲食店を展開する外食産業。東京において

は、ミュンヘン（ビヤホール）、さがみ（和食居酒屋）、庄屋（居酒屋）等を展開してい

る。 

時 期 
・ビヤホール 数寄屋橋本店：平成３１年２月１日～４月３０日 ３カ月間 

・上記以外の店舗：平成３１年３月１日～４月３０日 ２か月間 

実施内容 

≪実施店舗≫ 

 ①さがみ 小田急本館店 

  （東京都新宿区西新宿 1－1－3 小田急百貨店新宿店本館 13階） 

  ②ミュンヘン 新宿店 

  （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） 

③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 B1F） 

 ④さがみ 新有楽町ビル店 

  （東京都千代田区有楽町 1-12-1 新有楽町ビル地下 1階） 

 ⑤ニユートーキヨー ビヤホール 数寄屋橋本店 
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  （東京都千代田区有楽町 2-2-1 Xpressビル 1F.2F 

 ⑥ビヤレストラン ニユートーキヨー第一生命ビル店 

  （大阪府大阪市北区梅田 1-8-17 第一生命ビル B2） 

◆さがみ 小田急本館店 

 

【提供メニュー】 

①佐土原茄子（一本揚げ出し、天ぷら、田楽味噌掛け） 

②鰹たたき 新玉葱 

③日向夏と生ハムサラダ オニオンドレッシング 

④宮崎野菜とベーコングリル 

 （黒皮南瓜、ズッキーニ、ピーマン） 

⑤千切大根と桜海老のかき揚げ 

⑥ごぼめん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ミュンヘン 新宿店 

 

【提供メニュー】 

①宮崎観音池ポークの厚切りグリル 

②佐土原ナスの味噌田楽チーズ焼き 

③宮崎産日南鶏の一口南蛮 

④宮崎黒毛和牛スパイス マリネ串焼き 

⑤黒皮カボチャのグラタン 

⑥宮崎産日南鶏のソテー 日向夏ソース 
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◆ニユートーキヨー ビヤホール 東京駅八重洲口店 

 

【提供メニュー】 

①初カツオと日向夏の洋風ＯＳＡＳＩＭＩ 

②串揚げＭＩＹＡＺＡＫＩ 

 （千切り大根、海老、ソーセージ、ズッキーニ、 

  黒皮かぼちゃ、甘藷、ミニトマト＆チーズ） 

③黒皮かぼちゃとモッツァレラチーズの焼きパスタ 

 ～ボロネーズスタイル～ 

④完熟きんかん“たまたま”とショコラケーキ 

⑤おいも豚のロースト 

⑥宮崎和牛リブロースのステーキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さがみ 新有楽町ビル店 

 

【提供メニュー】 

①宮崎のお魚のお刺身５種盛り 

②初カツオたたき 

③初カツオ刺身 

④おいも豚串焼き 

⑤おいも豚角煮 煮玉子入り 

⑤茄子刺身 

⑥焼き茄子 ちりめんピザ仕立て 

⑦焼き茄子 

⑧ズッキーニとミニトマト天婦羅～桜塩で～ 

⑨ギョロッケ 

⑩手延べ ごぼめん 宮崎ごぼうチップスのせ 

⑪千徳 ～純米 高千穂山田～ 
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ニユートーキヨー ビヤホール 数寄屋橋本店 

 

 

【提供メニュー】 

①宮崎牛のカルパッチョ仕立て 

②宮崎地頭鶏とズッキーニのアヒージョ 

 ～柚子胡椒風味～ 

③初鰹の炙りカルパッチョ 

 ～新生姜と刻み野菜のラビゴット風ソース～ 

④本日の宮崎直送鮮魚の幽庵ステーキ 

 ～宮崎の旬野菜添え～ 

⑤宮崎県産ちりめんじゃことモッツァレラチーズの 

 ナポリピザ 

⑥宮崎産ズッキーニとマキシマムチキンの 

 ナポリピザ 

⑦佐土原ナスのグリル 

 ～宮崎の刻み野菜と生ハムをのせて～ 

⑧地頭鶏と宮崎野菜のグリル 

 ～たまたま金柑ソース～ 

⑨おいも豚の味噌焼き 
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ビヤレストラン ニユートーキヨー第一生命ビル店 

 

【提供メニュー】 

①初かつおのタタキ 

②宮崎直送！初かつおのカルパッチョ 

③恋とまトマトとモッツァレラチーズの 

 カプレーゼ風サラダ 

④宮崎とれとれ野菜の和風ピクルス 

⑤イタリアン風チーズオムレツ 

⑥黒皮南瓜と千切り大根のかき揚げ 

⑦宮崎旬野菜が入ったカルボナーラ 

産地視察（平成３１年１月９日（水）～１０日（木）） 
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(ⅱ)東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート 

運営社 

株式会社東京ベイホテル 

※東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの一つであり、南欧をイメージコン

セプトにした都市型リゾートホテルである。 

所 在 千葉県浦安市舞浜 1-7 

時 期 平成３１年１月１８日～３月２１日 

実施内容 

・平成２８年度から行っており、今回で４回目の開催。ランチとディナーを併せて約

１４０種類の宮崎食材を使用したメニューが多くのお客様に提供された。 

・ホテルが用意したアンケートに回答したお客様全員に、宮崎県産日向夏をプレゼン

ト。さらに抽選で、ホテル宿泊券や食事券、宮崎牛、完熟マンゴー、宮崎の青果物セ

ットなどをプレゼントした。 

・ホテルのロビーでは、様々な願い事の紙縒りを結んで心願成就を祈願する、青島神

社本宮の「産霊紙縒（むすひこより）」を設置した。 

宮崎市内の小料理屋にて、宮崎の食材を使った料理の試食会の様子 
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ホテルでの宮崎フェアの様子 

  

 
 

  

 
 



22 

 

  

 
 

産地視察（平成３０年１０月２４日（水）～２６日（金）） 
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(ⅲ)神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

運営社 
株式会社ホテルニューアワジ 

※兵庫県洲本市（淡路島）に拠点をホテル・旅館運営会社。数多くの高級旅館やホテ

ルを持ち、２０１１年、神戸・六甲の大型ホテル「神戸ベイシェラトンホテル＆タワ

ーズ」を買収し、運営している。 

所 在 神戸市東灘区向洋町中２－１３ 

時 期 平成３１年３月１日～４月３０日 

実施内容 ・宮崎県大阪事務所、熊本県大阪事務所と一緒に九州熊本＆宮崎フェアを開催。ホテ

ル内の様々レストランで、宮崎と熊本の食材を使った料理を楽しむフェアを２か月

間開催した。 

・神戸グリルでは、通常神戸牛しか使用しないところを、宮崎牛のコースを作ってい

ただき、お客様に提供していただいた。また、お客様に対し宮崎県産日向夏のプレゼ

ント企画を実施した。 

・当該ホテルでは、ご当地の食材や加工品を取り扱ったマルシェを常設しており、期

間中、宮崎の青果物や加工品を取り扱っていただいた。 
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(ⅳ)ホテル ブエナビスタ 

運営社 
東洋観光事業株式会社 

※ホテルブエナビスタのほか、別荘地の開発・販売及び賃貸温泉・水道の開発、及び、

給湯給水 業務、ゴルフ場営業：蓼科高原カントリークラブなど、多岐にわたる事業を

展開している。 

所 在 長野県松本市本庄 1-2-1 

時 期 平成３１年３月１日～４月３０日 

実施内容 ・ホテル内に４つのレストランがあり、ブッフェスタイルの店舗を中心に、中華、和

食及びフレンチの計４店舗で２か月間「南国の情熱 宮崎フェア」を開催した。 

・ホテルのロビーでは、様々な願い事の紙縒りを結んで心願成就を祈願する、青島神

社本宮の「産霊紙縒（むすひこより）」を設置した。 

・ホテルが用意したアンケートに回答したお客様全員に、宮崎県産日向夏をプレゼン

ト。さらに抽選で、航空券や宮崎牛、完熟マンゴー、宮崎の青果物セットなどをプレ

ゼントした。 

・宮崎市広報広聴室が製作した「宮崎食堂」を館内に設置し加工品を販売した。 

・当該ホテルのショップにて、期間中、宮崎の名産品を取り扱っていただいた。 

ホテルでの宮崎フェアの様子 

  

  


