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報道関係者各位   平成 28 年 3 月 14 日 

北九州都心開発株式会社 

小倉ターミナルビル株式会社 

株式会社井筒屋 

株式会社コレット井筒屋 

西日本鉄道株式会社 

福岡地所株式会社 

小倉地区 6商業施設合同企画 

  「採れたて北九州フェア」開催について 

～6 施設代表による合同記者発表も開催～ 

小倉地区 6 商業施設（アイム専門店街・アミュプラザ小倉・井筒屋・コレット井筒屋・チャチャタウン小倉・リバーウォ

ーク北九州 ※50 音順）は、3 月 25 日（金）より「採れたて北九州フェア～北九州の旬をおいしく食べよう～」を開催し

ます。期間中 6 施設内の飲食店 21 店舗が北九州産の食材を使用したメニューを期間限定で提供します。3 月 23 日（水）

には 6 施設の代表者による合同記者発表を行います。ぜひお越し下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

 

◆期  間：3 月 25 日（金）～5 月 2 日（月） 

◆目  的：飲食店で地元食材を使ったメニューを考案・提供することによる地産地消の促進 

      G7 エネルギー大臣会合で来訪する各国に向けて北九州産の食の魅力の PR。 

◆参加施設：アイム専門店街（北九州都心開発㈱）・アミュプラザ小倉（小倉ターミナルビル㈱）・井筒屋（㈱井筒屋）・ 

      コレット井筒屋（㈱コレット井筒屋）・チャチャタウン小倉（西日本鉄道㈱）・ 

リバーウォーク北九州（福岡地所㈱） 

 ◆協  力：北九州市産業経済局食の魅力創造・発信室 

 ◆内  容： 

  １．地元食材限定メニュー 

  （1）参加店舗 21店舗 

   アイム専門店街 ：和膳酒館 華咲庵、カフェシアトルズベストコーヒー、中華料理南国酒家ウィズナチュラル 

   アミュプラザ小倉：天神ホルモン、紅虎餃子房、廻転寿司平四郎、ポムズグリル、牛たん炭焼利久、テラス、八くら 

   井筒屋     ：ファミリーレストラン、星岡茶寮、花み亭、ラ・パペリーナ 

   コレット井筒屋 ：ボンファンキッチン、グラム1、賦活屋テロワール 

   チャチャタウン ：大だこ テイクワン 

   リバーウォーク北九州：アメリカンポテート、麺バーUDON、千魚万笑 

  （2）使用食材 

    キャベツ・ホウレンソウ・トマト・タケノコ・イカ・サワラ・関門海峡たこ・アカモク・イチゴ 

    ※すべて北九州産を使用 

（3）メニュー詳細・画像 

別紙参照 
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２．6施設代表による合同記者発表 

 日 時：3月23日（水）15時～ 

 場 所：ステーションホテル小倉5階「飛翔の間」 

 内 容：（1）北九州市産業経済局食の魅力創造・発信室より開催に向けての挨拶 

（2）小倉ターミナルビル㈱より概要説明 

（3）北九州農業協同組合より使用食材の説明 

（4）6施設の代表者よりメニュー紹介 

   出席者：北九州都心開発株式会社 アイム管理事務所   所長          須藤卓見 

       小倉ターミナルビル株式会社          取締役 SC 事業部長   黒木俊彦 

       株式会社井筒屋 本店次長          山本直樹 

       株式会社コレット井筒屋            代表取締役社長     田邊浩二 

       西日本鉄道株式会社 チャチャタウン小倉    館長          原野博仁 

       福岡地所株式会社 リバーウォーク北九州事業所 支配人         三島邦昭 

     北九州市産業経済局              食の魅力創造・発信室長 新田龍二 

       北九州農業協同組合 営農企画課        課長          池尻正昭 

 

3．スタンプラリー 

 期 間：3月25日（金）～5月2日（月） 

  場 所：6 商業施設内 

アイム専門店街     …10 階 KOKURA natu-garden 

アミュプラザ小倉    …西館 6 階下りエスカレーター付近 

井筒屋              …本館 8 階レストラン街 

コレット井筒屋      …2 階正面玄関インフォメーション横 

チャチャタウン小倉  …1 階フードコート入口横 

リバーウォーク北九州…4 階タベリバガーデン アメリカンポテート付近 

      ※スタンプラリー用紙・スタンプ・応募 BOX あり 

   内 容：上記期間中、各施設に設置しているスタンプ用紙を持って、全ての施設でスタンプを押して応募 BOX に投 

       函頂くと、抽選で 10 名さまに各施設お買物券 1,000 円分×6 施設分が当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

■□ このニュースリリースに関するお問合せ先 □■ 
小倉ターミナルビル株式会社（アミュプラザ小倉）  

SC 事業部 広報担当  大場 ／ 今村 

TEL：093-512-1281 FAX：093-512-1329  
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No 商業施設 店舗名 メニュー名 使用食材

① 和膳酒館　華咲庵 うどんちゃん キャベツ

②

カフェ

シアトルズ

ベストコーヒー

ベーコンとキャベツのホットサンド キャベツ

③
中華料理

南国酒家ウィズナチュラル

北九州産のキャベツとアオリイカの

スパイシーガーリック炒め
キャベツ

④ 天神ホルモン 和牛ステーキと地場野菜のソテー ホウレンソウ・キャベツ

⑤ 紅虎餃子房 ひすい五目炒飯 ホウレンソウ

⑥ 廻転寿司平四郎 関門海峡たこの食べくらべ 関門海峡たこ

⑦ ポムズグリル 小倉の野菜のタワー盛り和風ハンバーグ ホウレンソウ・ミニトマト

⑧ 牛たん炭焼利久 北九州産サザエとタケノコのバター焼き サザエ・タケノコ・トマト

⑨ テラス サワラのムニエル 旬の地野菜添え
ホウレンソウ・キャベツ・ミニト

マト・タケノコ・サワラ

⑩ 八くら 春らんまん御膳

ホウレンソウ・キャベツ・ミニト

マト・タケノコ・サワラ・イカ・

アカモク

⑪ ファミリーレストラン 卯月弁当 サワラ・タケノコ

⑫ 星岡茶寮 花見御膳 タケノコ

⑬ 花み亭 春御膳 サワラ・タケノコ

⑭ ラ・パペリーナ
合馬の白子の竹の子の　

アーリオ オーリオ ペペロンチーノ
タケノコ

⑮ ボンファンキッチン イカスミパスタ コウイカ

⑯ グラム1 合馬産たけのこの煮物 タケノコ

⑰ 賦活屋テロワール ほうれん草とベーコンのキッシュ ホウレンソウ

⑱
チャチャタ

ウン小倉
大だこ テイクワン ストロベリーサンデー イチゴ

⑲ アメリカンポテート 春の色どりサラダ トマト・キャベツ

⑳ 麺バーUDON アカモクうどん アカモク

千魚万笑 鰆のぬか炊き サワラ

アイム

専門店街

アミュ

プラザ小倉

井筒屋

コレット

リバー

ウォーク

北九州

【別紙】地産地消フェア詳細 
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①和膳酒館 華咲庵 ②カフェシアトルズベストコーヒー ③中華料理南国酒家ウィズナチュラル ④天神ホルモン 

⑤紅虎餃子房 ⑥廻転寿司平四郎 ⑦ポムズグリル ⑧牛たん炭焼利久 

⑨テラス ⑩八くら ⑪ファミリーレストラン ⑫星岡茶寮 

⑬花み亭 ⑭ラ・パペリーナ ⑮ボンファンキッチン ⑯グラム 1 

⑰賦活屋テロワール 

⑱大だこ テイクワン 

⑲アメリカンポテート ⑳麺バーUDON 

千魚万笑 

メニュー画像 


