
首都圏イベント情報 (10 月) 
 

9 月１日（火）から 

10 月 12 日（月）まで 

ナイト・キッチンスタジアム 

こだわり食材「青森」 
物産 横浜ベイホテル東急 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

【内  容】 横浜ベイホテル東急２階「カフェトスカ」で青森県産食材を使用したディナーブッフェを開催 

       メニュー例：青森県産牛のローストビーフ、野辺地葉つきこかぶのマリネ、十和田ガーリッ

クポークのしゃぶしゃぶスタイル 他 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 10 月 1 日（木）から 

10 月 6 日（火）まで 
青森県フェア 物産 ユニー桶川店 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

【内  容】 今が旬な青森県産品の PR 販売 

              10 月 4 日は、決め手くんとじゃんけん大会！景品がもらえます。 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

10 月 8 日（火）から 

10 月 11 日（日）まで 
青森県フェア 物産 ダイエー市川コルトンプラザ店 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

【内  容】 今が旬な青森県産品の PR 販売 

※ 11 日（日）は、青森県知事によるトップセールスで会場を盛り上げます 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

10 月 14 日（水）から 

10 月 20 日（火）まで 
「青天の霹靂」フェア 物産 銀座三越 B-3 米屋彦太郎 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

【内  容】 青森県米として初めて「特 A」ランキングの評価を得た、今話題となっている今年デビュー

したばかりの新品種「青天の霹靂」が期間限定で販売されます。 

      ＜ ※トップセールス 11:30～12:00 ＞ 

なお、17 日（土）には、青森県知事によるトップセールスで新品種の PR をします。 

        

【問 合 先】 青森県総合販売戦略課  TEL 017-734-9607 



10 月 19日（月）から 

10 月 31日（土）まで 

※無くなり次第終了 

10月のおすすめメニュー 

「青天の霹靂」石釜炊き 
物産 響 10 店舗（赤坂店を除く） 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

【内  容】 響１０店舗（赤坂店を除く）において、１０月のおすすめメニューとして、「青天の霹靂」 

       石釜炊きを提供します 

       ※店舗毎に「青天の霹靂」が無くなり次第、フェア期間中であっても終了となります。 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

10 月 24 日（土）から 

10 月 25 日（日）まで 

「青天の霹靂」がやってきた！ 

青山 青森村 
物産 南青山「COMMUNE246」 

【開催時間】  12:00～20:00 

【内  容】 青森米の新品種「青天の霹靂」デビュー記念イベント！ 

今秋デビューしたばかりの「青天の霹靂」がそのおいしさを伝えるために東京･青山にやっ 

てきました。 

イベントでは、謎の「△△自飯機」が設置され、「青天の霹靂」という名前にちなんだある 

ことに挑戦してくださったかた全員に「青天の霹靂おむすび（2 個セット）」を差し上げます。 

ここでしか食べられないおむすび（4 種類の具）なので、是非この機会にお越しください。 

 

【問 合 先】 青森県総合販売戦略課 TEL 017-734-9607 

10 月 24 日（土）から 

10 月 25 日（日）まで 
2015 東北復興大祭典 in なかの 物産･観光 中野サンプラザ広場ほか 

【開催日時】 24 日（土）10:00～17:00 

25 日（日）10:00～20:00 

【内  容】 今年で 4回目となる「2015東北復興大祭典なかの」が２日間にわたり開催します。 

青森県内から地元食のＢ級グルメなど多数の店舗が出店します。 

会場は、中野サンプラザ広場(メイン会場)、中野駅北口暫定広場など。 

今年も青森ねぶたが運行されるなど、ステージイベントも内容が盛りだくさんです。 

＜ねぶた運行時間＞ 

     24 日（土）17:30～18:30 

     25 日（日）13:00～14:00 

 

【問 合 先】 青森県人会事務局 TEL 03-5275-5091 

青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



 

10 月 23 日（金） 
花の都に ワゲモンド 見参！ 

～青森県藤崎町の農産物直売会を開催～ 
物産 

グリナード永山 

2 階正面入口広場 

【開催時間】 10 時 00 分 ～ 20 時 00 分  （※完売により早期閉店する場合があります。） 

 

【開催場所】 グリナード永山 2 階正面入口広場 

             住所：東京都多摩市永山 1-4 京王永山駅／小田急永山駅  改札すぐそば 

【内  容】 青森県藤崎町は、りんごの品種「ふじ」が生まれたりんごの生産に適した町です。その藤崎 

町の若手農家集団が、自分たちが生産したりんごや米、にんにく、トマトなど、新鮮な農産物 

の直売をいたします。この機会に、青森県藤崎町を感じて、味わってください。 

         ちょこっと津軽弁講座：「ワゲモンド」→（若い奴ら） 

 

【問 合 先】 藤崎町役場農政課農政係  担当 佐藤主査 

   TEL :0172-75-3111（内線 2243） 

10 月 24 日（土）から 

10 月 25 日（日）まで 

青森県物産展 

＜菊花賞（G1）前日・当日＞ 
物産 

ウインズ渋谷 

１F 正面入口前特設エリア 

【開催時間】 9 時 30 分～16 時 30 分 

【内  容】 今が旬の採れたての青森りんごやりんごジュース、また、りんご使用したアップルパイなど

ご当地のお菓子、さらには青森県の地酒などバラエティ豊かな青森県産品を販売します。 

 

【問 合 先】 株式会社あおもり北彩館  TEL  03-6272-6833 

10 月 29 日（木）から 

11 月 1 日（日）まで 
青森県フェア 物産 イオン板橋店 

 

【開催時間】 各店舖の営業時間に準ずる 

【内  容】 今が旬な青森県産品の PR 販売 

       ※31日（土）は、青森県知事がトップセールスをおこないます。 

        そのほか、津軽三味線の生演奏なども予定しております。 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 



10 月 3 日（土）から 

11 月 25 日（水）まで 
青森グルメフェア 物産 ホテルグランドパレス 

 

【開催時間】 同店の営業時間に準ずる 

 

【内  容】 ホテルグランドパレス内の各レストランで青森県産食材を使用したメニューの提供 

       メニュー例：青森会席（日本料理「千代田」）…青森県産黒毛和牛のりんご釜焼き 

             ムニュデギュスタシオンアオモリ（フランス料理「クラウンレストラン」） 

                    …青森県産殻付きサザエのブルゴーニュ風 パイ包み焼き 

             青森スイーツ（ケーキ＆ベーカリージュリー）…青森県産りんごのガトー 

       ※11月 5日（木）には、ホテルグランドパレスの産直市場「ホテ市」において、青森県をは

じめ、様々な地方の食材等を販売する青森マルシェを併催。 

 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 


