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会場アクセス

南越谷にて
東武スカイツリーライン
「新越谷」のりかえ

大宮にて
東武アーバンパークラインのりかえ

北朝霞

和光市駅
池袋駅から急行で約13分！

至 池袋至 川越 東武東上線
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和光市駅（南）

市内循環バス

東武バス

通行止め
（28日7:00～
　　 29日17:00）

和光樹林公園

和光市駅

和光市役所「特設会場」

和光市役所和光市役所和光市役所

Ｎ

マスコットキャラクター 「にこむっち」

㈱大和薬局 ㈱タケカワ建機 和光バーディゴルフクラブ
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ニッポン全国鍋グランプリ2017実行委員会(和光市商工会)
和光市/一般社団法人ニッポン全国鍋協会
農林水産省/観光庁/全国商工会連合会/フード・アクション・ニッポン推進本部/
埼玉県/埼玉県商工会連合会/一般社団法人埼玉県物産観光協会/あさか野農業
協同組合/ＮＨＫさいたま放送局/テレ玉/ジェイコム東京東エリア局/読売新聞
さいたま支局/朝日新聞さいたま総局/毎日新聞さいたま支局/産経新聞さいたま
総局/日本経済新聞社さいたま支局/東京新聞さいたま支局/埼玉新聞社/ニッポン
セレクト.com
東武鉄道㈱東武東上線/ボーイスカウト和光
第一団/朝霞地区交通安全協会和光支部/
㈱小田建設/一般社団法人日本鍋奉行協会/
埼玉県立和光高校/㈱埼玉りそな銀行和光
支店/和光市くらし・仕事相談センターすてっぷ/
朝霞警察署

ニッポン全国鍋グランプリ2017実行委員会(和光市商工会)
和光市/一般社団法人ニッポン全国鍋協会
農林水産省/観光庁/全国商工会連合会/フード・アクション・ニッポン推進本部/
埼玉県/埼玉県商工会連合会/一般社団法人埼玉県物産観光協会/あさか野農業
協同組合/ＮＨＫさいたま放送局/テレ玉/ジェイコム東京東エリア局/読売新聞
さいたま支局/朝日新聞さいたま総局/毎日新聞さいたま支局/産経新聞さいたま
総局/日本経済新聞社さいたま支局/東京新聞さいたま支局/埼玉新聞社/ニッポン
セレクト.com
東武鉄道㈱東武東上線/ボーイスカウト和光
第一団/朝霞地区交通安全協会和光支部/
㈱小田建設/一般社団法人日本鍋奉行協会/
埼玉県立和光高校/㈱埼玉りそな銀行和光
支店/和光市くらし・仕事相談センターすてっぷ/
朝霞警察署

㈲宮前自動車
㈱武蔵野銀行和光支店
㈲栁下米店
柳下生コン㈱
山田史明税理士事務所
㈱和光観光バス
和光ゴルフ練習場
和光ライオンズクラブ

（50音順）

㈱田中工務店
㈲中央電化和光店
東京ガス㈱北部支店
㈲鳥飼電気商会
日伸工業㈱
㈱原田製作所
深野建設㈱
㈲福寿 わこうの丘
㈱宝優
㈱まつもと電機
丸勤商事㈱

会川ダイカスト工業㈱
Ａｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｓｔ ＳＴＯＲＥ
井上興産㈱
㈱イハラ
岩田建設㈱
㈲インプルーブ
㈱宇野葬儀
㈲生方商店
㈲永信光機
㈲大熊電機
㈱大粒来組

㈱埼玉りそな銀行和光支店
㈱三共電気商会
三陽商事㈱
清水工業㈱
㈱常進工業
新和自動車工業㈱
㈱セレモニー和光支店
㈱先端力学シミュレーション研究所
㈱髙木不動産
髙桑自動車㈱
田中建設㈱

岡田酒店
㈲岡田土建
㈱小澤商事
御食事処 濱松屋
飾り雑貨のe2企画
㈲加登屋商店
㈲神商
川口信用金庫和光支店
紀和建設工業㈱
久保精肉店
㈱五光コーポレーション

協　賛

特 別 協 賛

10：00～15：00﹇
両
日
﹈

  埼玉県和光市役所「特設会場」﹇
会
場
﹈

●専用の駐車場はございません。会場へは公共交通機関をご利用ください。
近隣への迷惑駐車厳禁。

●東武東上線：東京メトロ有楽町線・副都心線和光市駅南口下車徒歩約15分
●東武バス：「和光市駅南口❶乗り場」より乗車、「和光市役所入口」下車徒歩3分
（臨時便も運行）

全
国
の
鍋
自
慢
60
チ
ー
ム
が

和
光
に
大
集
合

ニッポン全国鍋グランプリ2017実行委員会（和光市商工会内）

TEL：048-464-3552  平日9：00～17：00
http://www.wako-sci.or.jp/nabe

お問い合わせ

和光市には、グルメをうならせる
美味しい名店がまだまだたくさん！
「わこぐる」 でご案内しています。

是非お立ち寄りください。

㈲栁下商事

かつみ不動産㈱ 協永堂印刷㈱ クローバー整骨院 サクラ建設㈱
㈱清水製作所 ㈲田村商店 東横イン和光市駅前 豊泉法律事務所
㈱フロンティア ㈱リゾン和光支店 和光市応援団長SKE48松村香織ファン一同

㈲三栄商店 杉本武税理士事務所 ㈲鈴木園芸生花店 双立プラスチックス工業㈲
津上精工㈱ ㈱丸善マテリアル本舗 柳下技研㈱ ㈱山西商事

写真はイメージです



地域の歴史に受け継がれた伝統鍋、地域食材を活用し
た新作鍋、新たな地域食材を活用創作鍋など、鍋料理
を活用した地域活性化の活動推進を「鍋文化」と称し
ます。

そして、日本の安心安全で豊かな国内食材資源による
鍋文化を一堂に会し、優れた鍋文化を発掘・表彰し、
日本の「和食」として世界に発信することを「ニッポン
全国鍋グランプリ」の開催趣旨とします。

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催年には、
今までのメダリスト等による「グランドチャンピオン
大会」も開催予定。

ニッポン全国鍋グランプリ実行委員会

日本テレビ「ZIP!」 お天気キャスター

長沢 裕さん
タベアルキスト＆小誌知恵袋

マッキー牧元さん
野菜を作るアナウンサー

小谷 あゆみさん

和光市応援団長 SKE48

松村 香織さん

ⓒAKS

やいづ親善大使 SKE48

青木 詩織さん

ⓒAKS

佐野ブランド姫　　　
とちぎ未来大使　　　

福士 奈央さん
SKE48

ⓒAKS

ストリートステージ

野外ステージ

アンテナショップ（C会場）
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WCWC
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和光消防署

児童センター

au WALLET
食券売場

au WALLET
食券売場

1階と地下1階
にあります

和光市役所
（循環バス）
和光市役所
（循環バス）

川越街道254和光市役所入口

和光市役所入口
（東武バス）

通行止め

広沢小学校 第二中学校

和光市駅（南）

※関係者以外立入禁止

出場鍋・アンテナショップの
一覧は中面をご覧ください。

投票について

指南！

 
 

行列必死の歴代受賞経験鍋に絞るか、
新規参戦の鍋をたくさん食べるか！

さあ、どの鍋にする!?
 
　　あらかじめ何を食べるか予定を立て、

効率よく回るが良し！

早目に当チラシをゲットして、会場案内図でコース
取りを決めましょう。

　　手分けして多くの種類を買って、
分けて食べるべし！

お連れの方がいる場合は、役割分担でより数多くの
種類を味わうことができます。

　　比較的空いているところから攻めれば
種類多く味わえる！

受賞経験有りで実績のある鍋料理は長時間の待ち
も覚悟する必要があります。

　　行列ができていても、
回転が良いお店を見分けるべし！

手際良く提供しているお店もあります。

　　お客様が並んでいなくても
美味しさはお墨付き！

鍋グラに出店している団体は、審査基準をクリアし

実績を認められた団体です。

開催趣旨

【 投票方法 】
　❶ 参戦60鍋より鍋を購入
　❷ 空カップをカップ回収所にいる係員に渡す
　❸ 空カップと投票券を引き換える
　❹ 投票所にてお好みの鍋料理に投票

特別審査委員として
食の専門家を迎え
グレードアップ！

（審査委員特別賞）

投票はお早めに！

投票締切
1月28日（土）14:30

（投票券配布14:10まで）

1月29日（日）13:00
（投票券配布12:40まで）

1/28
土

1/29
日

野外ステージ ストリートステージ

9:45 開会式（和光太鼓演奏あり）
10:15 参戦者ＰＲタイム

12:00 和光太鼓

13:00 ＳＫＥ４８交流都市ステージ
13:30 「みんなではぐくむ♪にっぽんの食」
 鍋の国産食材クイズ
14:20 協賛社ステージ

9:45 開会
10:00 ＲＩＳＯ
10:20 参戦者ＰＲタイム

12:00 和光太鼓
12:40 ＲＩＳＯ
13:10 協賛社ステージ
13:30 「みんなではぐくむ♪にっぽんの食」
 鍋の国産食材クイズ
14:20 FANこくさんステージ
15:00 表彰式

10:45 オープニングアクト
 Y-KIDS
11:15 オープニング
11:30 川越CLEAR'S
12:00 あかぎ団
12:30 大宮I☆DOLL
13:00 ShuN-R@n GIRLS
13:30 川越CLEAR'S
13:55 エンディング

10:45 オープニング
11:00 Pieace
11:30 ShuN-R@n GIRLS
12:00 SANOブランドール
12:30 Pieace
13:00 大宮I☆DOLL
13:30 SANOブランドール

13:55 エンディング

会場案内図

イベントスケジュール

注意事項
当イベントは食品を扱います。会場内での衛生を保つため
のご協力をお願いします。
喫煙は指定のスペースでお願いします。
お子様やご年配の方には十分注意の上、事故やケガのない
ようにご協力をお願いします。
当日は会場周辺で交通規制などが実施されます。

※掲載内容は運営上の都合により変更になる場合がございますので予めご了承ください。

28日土
私達も鍋グランプリに

　　　　　　　来場
します！

あなたが日本一の鍋を決める審査員！

　鍋グラのコツ

◀和太鼓会
　「和光太鼓」

ブラジリアン▶
パーカッション
バンド RISO

ストリートステージ
では

ご当地アイドルがイ
ベントを

盛り上げます！
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アンテナショップ（C会場）

au WALLET
食券売場

1階と地下1階
にあります

飲食スペース

飲食スペース

飲食スペース

飲食スペース

※階段は避難通路です。通行のみの利用となります。※関係者以外立入禁止

福島県白河市ひがし商工会 （福島県）
味噌・甘酒・地酒・ごま大福・じゃがバター

宮城県石巻市希望の環プロジェクト （東京都）
牛タンつくね串など東北のＢ級ご当地グルメ

カフェラベル カウカウハウス （埼玉県）
チキンカツ・からあげ・コーヒー・コロッケ

インド料理デュルガ （埼玉県）
キーマカレー・備長炭 炭火焼きタンドリーチキン

榎本商会 （埼玉県）
漬物手作り製造販売

和光ライオンズクラブ （埼玉県）
とびっきり美味い！ライオンズ焼きそば

ハロー越後山 （埼玉県）
今川焼実演販売

かつをぶし池田屋 （埼玉県）
天然だし素材の販売

㈱レーマン和光工場 （埼玉県）
レーマン製品各種販売

ｃｈａｉ”菜” （埼玉県）
特製手作り肉まん

朝霞小売酒販組合和光支部 （埼玉県）
ビール、ソフトドリンク、しぼりたて酒１合計り

㈱ＵＹＵＬ （埼玉県）
ドネルケバブ・シシケバブ

ワイワイわたあめ （埼玉県）
わたあめの販売

㈱丸善マテリアル本舗 （埼玉県）
ラーメン

岩泉商工会 （岩手県）
岩泉町の特産品

新潟県十日町市 道の駅クロステン （新潟県）
新潟県十日町市の特産品を販売

ケーズクレープ （埼玉県）
クレープ・カラフル綿菓子・チュロス・ソフト

よろず屋和光 （埼玉県）
ふわとろ温玉豚汁、もんじゃ春巻き、燻製ソーセージ

ＣＤＴ企画 （富山県）
富山のおいしいかにカニ弁当・いちご大福など

㈱リロバケーションズ 
１泊２食付1,000円の宿泊券が当たる抽選会

フード・アクション・ニッポン推進本部事務局 
フード・アクション・ニッポン活動の紹介

ヤマキ㈱ 
だしの効いたヤマキ自慢の鍋つゆを試食販売

㈲高橋工務店 （埼玉県）
住宅相談

サフランケバブ （埼玉県）
ドネルケバブ・ポテト盛り合わせ・トルコアイス

カラマツ電化センター （東京都）
ファミリー向け粘土デコ、楽しいゲーム及び玩具

和光の純米酒屋 ㈲まきしま酒店 （埼玉県）
純米燗酒・純米あま酒・おつまみ・地酒販売

富士山食堂 （山梨県）
甲州牛霜降り牛串・富士ヶ峰タン串など

もちもちポテト （新潟県）
もちもちポテト

日昭物産 （大阪府）
大阪道頓堀 大たこ焼

鉄板居酒屋Ｇ．Ｇ （広島県）
広島お好み焼き

ロッククレープＨ２ （新潟県）
串焼き

アクアジャパン （長野県）
ソウルフードが沢山！！ 五平餅・牛串

クレープ ル ボヌール （新潟県）
越後姫クレープ、新潟雪室コーヒー

味のイサム （埼玉県）
元祖ぶたから【羽生市観光協会推奨品】

千寿 （愛知県）
三河田原ポーク使用生フランクご賞味あれ

最上の元氣研究所 （山形県）
山形秘伝 串煮玉こん

いろり茶屋火処（ひどこ） （新潟県）
あゆの炭火焼き

朝日堂 （茨城県）
大きいやきとり、海鮮やきそば

ダイシャリン和光店 （埼玉県）
中古自転車、自転車用品販売

井頭観光いちご園 （栃木県）
本場産地からの「いちご」販売！

みんなではぐくむ♪にっぽんの食
美味しい鍋の決め手となる地域の国産食材で生産者との絆をはぐくもう！

佐野市 （栃木県）
特産品、さのまるグッズ等の販売

焼津市 （静岡県）
特産品、やいちゃんグッズ等の販売

松村牧場 しゃぶしゃぶかおり （埼玉県）
角煮、チャーシュー、ソーセージの販売

1
月
28
日
土
の
み
出
店

アンテナショップ 一覧

牛すじシチュー 鍋 ￥500
（埼玉県和光市）
2016年優勝！！濃厚なデミグラスソースで煮込んだ牛す
じをお楽しみください。 ◆カフェラベル/カウカウハウス
【ご当地食材】和光の人参

フレンチ名物牡蠣料理 トリップアドバイザー東北１位。
(2016/9レストラン部門) ◆ビストロ・ヤマライ仙台一番町
【ご当地食材】松島産牡蠣

松島産牡蠣のクリームパスタ鍋 ￥600
（宮城県仙台市）

あんこうの肝をメインにそれを支える地元、大衡村の野菜
たちが美味しさを奏でます。 ◆株式会社マルショウ食品
【ご当地食材】あんこうの肝、長ネギ、他

海のフォアグラ あんこう肝鍋 ￥500
（宮城県加美町）

今年も武州の地に。甲州軍団の天下の宝刀を持って参戦致
します。 ◆富士山食堂
【ご当地食材】ほうとう、かぼちゃ、人参、いんげん、芋、味噌

富士山 武田信玄ほうとう鍋 ￥500
（山梨県富士吉田市）

古座川で育まれた伝統的郷土料理「うずみ」に、地元食材である
山川の幸を使った創作鍋。 ◆クリスタルリバー古座川町商工会
【ご当地食材】古座川産の天然鮎、鹿、米、備長炭、柚子、天然水、原木椎茸等

郷土料理うずみ鍋 ￥400
（和歌山県古座川町）

がんがん鍋 ￥400
（北海道赤平市）
がんがん鍋は豚ホルモンと豆腐や野菜などを入れて味噌
ベースのスープで煮込んだ料理。 ◆赤平市特産品推進協議会
【ご当地食材】北海道産野菜、豚ホルモン

富山のかにカニ鍋 ￥500
（富山県滑川市）
富山湾で取れた、とても甘くて美味しい富山のかに、最後の
1口まで美味しいです。 ◆鈴家
【ご当地食材】かに、大根

食の祭典ミラノ万博でも絶賛された石狩鍋！石狩の鮭とイ
クラが入った北海道自慢の鍋！ ◆一般社団法人石狩観光協会
【ご当地食材】鮭（白子含む）、いくら、玉ねぎ

北海道の郷土料理 本場石狩市の石狩鍋
（北海道石狩市） ￥400

昆布と鯛ガラで丁寧に出汁をとり、味噌とバターでこくの
ある逸品です。うどん入り。 ◆とりい
【ご当地食材】真鯛、笹川流れの塩

日本海 真鯛味噌鍋 ￥500
（新潟県三条市）

秋田の名峰「鳥海山」の鳥海なめこの自然味豊かな秋田鍋！
和光限定かやきです！ ◆秋田かやき協議会
【ご当地食材】鳥海なめこ、しょっつる、地鶏

鳥海なめこのキノコ汁（秋田かやき）
（秋田県秋田市） ￥400

深谷ねぎの甘みと、しゃぶしゃぶ仕立ての国産牛の旨みが
ベストマッチ！ ◆チーム錦ヶ原
【ご当地食材】深谷ねぎ

深谷ねぎと国産牛のすきしゃぶ鍋 ￥500
（埼玉県さいたま市）

一昨年審査委員特別賞受賞。餅入りきんちゃくが２個入ったボ
リューム満点絶品美肌鍋。 ◆福島県白河市 ひがし商工会
【ご当地食材】味噌、酒粕、野菜、塩糀

きつねみそっかす鍋 ￥400
（福島県白河市）

龍馬が愛した土佐鍋。こんな旨い鍋を知らないなんて・・・。
悔しいです！ ◆藤家総本店
【ご当地食材】鰹ツミレ、いわしツミレ

龍馬が愛した「土佐鍋」 ￥500
（高知県高知市）

おいしい山形！地元の素材の味が出ている芋煮です。山形
の味を堪能してけらっしゃい！ ◆山形 中山鍋愛好会
【ご当地食材】里芋、牛肉、こんにゃく、ねぎ

山形芋煮鍋 ￥500
（山形県中山町）

地元産のモロヘイヤを粉末にして皮に練りこんだ緑色の餃
子でヘルシーな逸品です。 ◆すそのギョーザ倶楽部
【ご当地食材】モロヘイヤ

すその水ギョーザ鍋 ￥300
（静岡県裾野市）

仔羊の濃厚な出汁と岩塩のみのスープに新発田特産の山芋
をチョイス！贅沢な一品です。 ◆レストランインダス
【ご当地食材】新発田産山芋

山の幸と仔羊の岩塩鍋 ￥500
（新潟県新発田市）



炭鉱で働いた男達を虜にした醤油ベースのスープに各種ス
パイスが効いた鍋です。 ◆いわいずみ炭鉱ホルモン鍋発掘隊
【ご当地食材】町内産豆腐、岩手県内産豚ホルモン

いわいずみ炭鉱ホルモン鍋 ￥400
（岩手県岩泉町）

山形県最上郡の納豆と山菜を使った、「納豆汁」をご賞味くだ
さい！ ◆最上の元氣研究所
【ご当地食材】最上納豆

最上納豆汁 ￥400
（山形県金山町）

2017,1月某日！今年は手作りベーコンと大豆も入った戦慄
の旨さ！酒粕チャウダー。 ◆矢吹ぐるぐるnowker's
【ご当地食材】酒粕、しいたけ、ジャガイモ、コマツナ、トマト、鶏肉、牛乳

戦慄の酒粕チャウダー ￥300
（福島県矢吹町）

雪国・津軽の大地の恵みを“ぎゅっと”つめこんだ美味しい鍋
ができました。 ◆つがる市商工会特産品委員会
【ご当地食材】にんにく、ごぼう、にんじん、キャベツ

つがるにんにく塩こうじ鍋 ￥300
（青森県つがる市）

幅広の麺を豊富な野菜と名物深谷ねぎで決めた醤油味。味を
追求した直球勝負で戦います。 ◆武州にぼうとう研究会
【ご当地食材】深谷ねぎ

武州深谷煮ぼうとう ￥300
（埼玉県深谷市）

山形の味がギュっとつまった鍋です！おいしい山形の味を
ぜひどうぞ！ ◆村山地区お祭り商業協議会有志会
【ご当地食材】牛すじ、こんにゃく、ねぎ、麩、ごぼう

山形牛すじ煮込み鍋（麩入り） ￥500
（山形県山形市）

山形の味を全国の皆さんに食べさせたいです。
 ◆泉田鍋愛好会
【ご当地食材】牛肉、大根、人参

牛すじ煮込み ￥500
（山形県新庄市）

名古屋コーチン鳥鍋 ￥500
（愛知県豊田市）
名古屋コーチンを醤油ベースで名古屋コーチンからでる地
鶏の味をご賞味下さい。 ◆フリースタイル
【ご当地食材】名古屋コーチン、愛知県産キャベツ

牡蠣の土手鍋 ￥500
（広島県広島市）
味噌を鍋の縁に土手のように塗りその中でカキや野菜を煮
込んで食す郷土鍋です。 ◆もみじ屋
【ご当地食材】牡蠣、府中味噌

牛タン鍋 ￥500
（宮城県仙台市）
仙台名産の牛タンと、宮城蔵王高原野菜を仙台辛味噌仕立
ての鍋です。 ◆みやぎ農産
【ご当地食材】仙台牛タン、蔵王高原野菜

参戦２回目の今年は、さらに濃厚な鍋汁と鶏肉・豚肉の香ば
しさが記憶に残る旨さです。 ◆東金黒豆みそ鍋の会
【ご当地食材】東金黒豆みそ、地鶏、三元豚、地元野菜、地元キノコ

家康鷹狩り鍋 ￥300
（千葉県東金市）

富士山の麓で育つ野菜・畜産品・駿河湾の海の幸の美味しさ
を一つにしてご提供します。 ◆富士山麓レストラン
【ご当地食材】富士山の麓の地場野菜、肉

富士山溶岩鍋 ￥400
（静岡県富士市）

寺泊産、紅ズワイガニをふんだんに使った鍋に濃厚なカニみ
そをたっぷりと添えました。 ◆新潟鍋隊
【ご当地食材】寺泊港紅ズワイガニ

日本海濃厚カニみそ鍋 ￥500
（新潟県新潟市）

冬限定 日本海寒だら汁茶つけ。
 ◆尾花沢鍋愛好会
【ご当地食材】寒たら、ご飯、人参、三つ葉、お茶つけ

日本海寒だら汁 ￥500
（山形県尾花沢市）

上越謙信公義の塩を使い 鴨肉と鶏肉 新潟県産野菜を使い
さっぱり暖まる鍋です。 ◆いちむら
【ご当地食材】上越の謙信公義の塩、新潟県産白菜、新潟県産しめじ 

上越謙信公義の塩 鴨と鶏肉鍋 ￥500
（新潟県新潟市）

美味しい！もちもち！能登豚と加賀野菜でつくったスペ
シャル鍋！さらに金箔のせー！ ◆ら～めん 男（MAN）
【ご当地食材】加賀野菜、能登豚、金箔

金沢金箔鍋 ￥500
（石川県金沢市）

貝の旨味と笹川流れの塩で味を整えあっさりと深みのある
一杯に仕上がってます。 ◆新潟イベントフード協同組合
【ご当地食材】白はまぐり、笹川流れの塩

新潟 白はまぐり鍋 ￥500
（新潟県長岡市）

大洗産オヌマポークと茨城県での生産量が多いキャベツ、ご
ぼうをたっぷり使います。 ◆朝日堂うまいもん研究会
【ご当地食材】豚ホルモン、野菜

コラーゲンたっぷり塩ホルモン鍋 ￥400
（茨城県大洗町）

駿河湾産桜えび等の海産物と冬野菜とのコラボした塩だし
の効いた絶品の鍋です！ ◆チーム駿河湾
【ご当地食材】桜えび、さつま揚げ、黒はんぺん

駿河湾塩ちゃんこ鍋 ￥400
（静岡県静岡市）

源右衛門鍋で作ったとん汁に大きなチャーシューをのせた
心まで温まる鍋です。 ◆街づくり市民の会
【ご当地食材】里芋、大根、ニンジン、長ネギ

もちぶた炙りチャーシューバージョンとん汁
（千葉県八千代市） ￥400

雪国の旨味凝縮。絶品鴨鍋。脂の乗った甘みが強く、臭みのな
い鴨鍋を是非どおぞ！ ◆マルナカ食品
【ご当地食材】越後新潟産鴨肉

越後新潟 鴨ねぎ鍋 ￥500
（新潟県新潟市）

ネギを鉄板で焼き目を入れ、焼きたてネギを鍋に入れ提供。
 ◆俺んち亭
【ご当地食材】深谷ネギ

鉄板ネギ焼鍋 ￥500
（埼玉県鴻巣市）

秋田比内地鶏のおいしさを知らせ、普及を目指します。
 ◆チームなまはげ三吉フーズ
【ご当地食材】比内地鶏

秋田比内地鶏すきやき鍋 ￥600
（秋田県秋田市）

山形豚肉を使ってとてもまろやかで優しい味です。是非一度
食べてみてください。 ◆山形鍋愛好会
【ご当地食材】山形豚肉

豚しゃぶフォー鍋  ￥400
（山形県河北町）

今話題のトマト鍋！米沢牛すじと野菜の甘みでとろける美
味しい鍋をどうぞ！ ◆高畠まほろば鍋愛好会
【ご当地食材】米沢牛、トマト、大根、人参、玉ねぎ

米沢牛すじトマト鍋 ￥500
（山形県高畠町）

【ご当地食材】飛び魚、マグロ、梅真鯛、キビナゴ

しょらさん鍋 ￥300
（和歌山県串本町）
本州最南端・紀州串本の『しょらさん鍋』をどうぞ味わって
下さい。 ◆和歌山県　串本町商工会

仙台ご当地せり鍋のポトフ。蔵王山麗白石で育った竹鶏一
黒シャモとお愉しみ下さい。 ◆仙台鍋愛好会
【ご当地食材】仙台せり、蔵王山麗白石の竹鶏一黒シャモ

仙台せりポトフ鍋 蔵王一黒シャモ入り
（宮城県仙台市） ￥500

辛いだけじゃありません！旨みたっぷりお野菜たっぷり栄
養満点のキムチ鍋です。 ◆キムチ日本一の都市研究会
【ご当地食材】各務原キムチ

各務原キムチ鍋 ￥300
（岐阜県各務原市）

濃厚な鱈の白子から出る出汁、野菜の甘みと合わさり旨さ
抜群。 ◆エムケーフーズ
【ご当地食材】鱈白子、長ネギ、舞茸、白菜

近海真鱈 白子鍋 ￥500
（宮城県大衡村）

ナマハゲも、んめどって（美味しい）食ってるきりたんぽ鍋。
いっぺ持ってきた。 ◆蕎麦ギャラリーＳＡＹ
【ご当地食材】せり、きりたんぽ、ねぎ、マイタケ

キリタンポ鍋 ￥500
（秋田県秋田市）

牛肉を余すとこなくいただく津山の伝統食文化！肉のおい
しさがダシに溶け出すお鍋です。 ◆つやまＮＷＰ
【ご当地食材】牛そずり肉、ショウガ

津山 牛そずり鍋 ￥400
（岡山県津山市）

山形和牛ホルモン鍋 ￥500
（山形県山形市）
昨年、リピーター続出。山形和牛ホルモンと野菜を煮込んだ
コラーゲンたっぷりの塩味鍋。 ◆山形 故郷愛好会
【ご当地食材】山形和牛ホルモン、こんにゃく、人参、大根、キャベツ、ごぼう

野菜たっぷり牛たんスープカレー鍋
（宮城県村田町） ￥500
仙台名物の牛たんを、地元の野菜と一緒に煮込んでスープ
カレーに仕上げました。 ◆牛たん愛好会
【ご当地食材】牛たん、じゃがいも、人参、玉ねぎ

地元の野菜を使い、長時間煮込んだ牛たんスープです。
 ◆自然農園
【ご当地食材】牛たん、白菜、ねぎ、人参

仙台の牛たんスープ鍋 ￥500
（宮城県村田町）

【ご当地食材】わかめ、地鶏、地元野菜、ゆきちからのひっつみ

南部かしわと新芽ワカメひっつみちゃんこ鍋
（岩手県盛岡市） ￥500
岩手の専業養鶏場だけで作られる貴重な地鶏、南部かしわ
のつくねとひっつみちゃんこ鍋。 ◆ちゃんこ太五郎

【ご当地食材】ニンジン、ジャガイモ、玉ねぎ

親子カレー(チキン爆弾入り)鍋 ￥300
（埼玉県和光市）
元気100倍ボリュームたっぷり親子カレーで身体ぽっかぽ
か。 ◆白子睦会

【ご当地食材】信州味噌、ジンギスカン

信州ジンギスカン鍋 ￥500
（長野県安曇野市）
日本ソムリエ協会認定ソムリエ佐藤直之が長寿日本一、信
州からふるさとの味をお届け。 ◆メディトリーナ

【ご当地食材】だいこん、ごぼう

相撲部屋直伝ちゃんこ鍋 ￥300
（埼玉県入間市）
入間市の食材を使用した地産地消ちゃんこ鍋。
 ◆相撲部屋直伝ちゃんこ鍋うどん

【ご当地食材】深谷ねぎ、深谷もやし、深谷産白菜

ふっかちゃんこ鍋 ￥400
（埼玉県深谷市）
深谷ねぎと深谷もやしをねぎつみれと一緒に黄金のスープ
で煮込みました。 ◆焼肉居酒屋ピンナ

【ご当地食材】牛肉（北海道産・生産者指定）、たまねぎ・にんじん・じゃがいも（北海道産）

道産子ドでかビーフシチュー鍋 ￥500
（東京都港区）
北海道が育んだ牛肉（生産者指定）と野菜を大胆にカットし
た食べ応えありの洋風鍋です。 ◆JA全農ミートフーズ

【ご当地食材】玉こん、県産牛、さといも

とうほく山形のいも煮【玉こん入り】
（山形県米沢市） ￥500
例年秋にマスコミで話題の山形秋の風物詩「芋煮会」を大鍋
で再現！ ◆山形のいも煮～家業百年山亀本店

【ご当地食材】南蛮エビ

佐渡國南蛮海老汁2017 ￥400
（新潟県佐渡市）
佐渡の赤い宝石「南蛮エビ」をじっくり煮込みます。エビな
らではの風味をご堪能あれ！ ◆チーム星丸

【ご当地食材】こんにゃく、野菜

牛すじぷるぷるこんにゃく鍋 ￥300
（群馬県昭和村）
こんにゃく芋生産日本一！昭和村産こんにゃくと昭和牛・
国産牛を新鮮野菜と煮込んだ鍋。 ◆群馬県　昭和村商工会

【ご当地食材】玉軍鶏、秩父しいたけ、柚子

彩軍鶏ちゃんこ鍋 ￥300
（埼玉県秩父市）
元小結玉輝山のちゃんこ鍋と埼玉県ブランド玉軍鶏との最
強のコラボレーション鍋。 ◆ちゃんこやぐら太鼓

※もったいない！食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らしましょう。購入した鍋料理をおいしく食べ切りましょう。




