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花巻ワインＰＲイベント「花巻の恵みフェア」を開催します。
都内の飲食店で１か月開催！花巻ワインをお楽しみください。

花巻市では、７月8日（月）から１か月間程度、花巻ワインPRイベントとして、東京都内の複数の飲食店で「花巻の恵み
フェア」を開催します。

本フェアは、花巻ワインの販路拡大と、ワイン産地としての認知度向上を図るため、花巻ワインを知らない方でも、各
飲食店に用意したメニュー等によって興味を持ってもらい、実際に飲んでもらうことで、花巻ワインの魅力やワイン産地
としての花巻市を知ってもらうことを目的に開催するものです。

各飲食店では、日頃取り扱っていない花巻ワインを1か月間の期間限定で楽しむことができるほか、一部の飲食店で
は、白金豚、ホロホロ鳥、旬の花巻産野菜を使用した特別メニューをご用意しております。なお、それぞれの飲食店で
は、事前に市内３ワイナリー（エーデルワイン、高橋葡萄園、亀ヶ森醸造所）のワイン・シードルを試飲し、店のコンセプ
トにあったワイナリー、ワイン・シードルを選んでいただいております。

なお、フェア期間中となる７月２３日（火）には、エーデルワイン、高橋葡萄園、亀ヶ森醸造所が集結し、各ワイナリーの
作り手から注がれるワインを味わいながら、作り手との会話をお楽しみいただける交流イベントも開催いたします。

１）フェア実施店舗

店舗名 所在地
取り扱い

ワイナリー
特別ﾒﾆｭｰ
使用食材

フェア
開催期間

1
THIERRY MARX dining 中央区銀座5丁目8-1

GINZA PLACE 7F
エーデルワイン

白金豚
ホロホロ鳥
野菜各種
生レーズン 等

7/8（月）～
1か月間程度

2

Mercedes me Tokyo / 
UPSTAIRS 港区六本木7丁目3-10 エーデルワイン

白金豚
ホロホロ鳥
ほおずき

3 Bistro B.V. ぶーみんヴィノム
中央区新富1丁目3-15
京橋プリズムビル 1F

エーデルワイン
高橋葡萄園

4 ぶーみんヴィノム新川バル
中央区新川2-21-9 
第二田村ビル1F

※検討中

5
古民家BAR HINATA

文京区白山５-33-1-2F
高橋葡萄園
亀ヶ森醸造所

ほおずき

6 板橋5坪 板橋区本町14-15 亀ヶ森醸造所

7
BISTRO DE まいど 渋谷区渋谷1丁目10-12

宮城ビルＢ1Ｆ
亀ヶ森醸造所 ※検討中

8

codename MIXOLOGY 
akasaka

港区赤坂3丁目14-3
渡林赤坂ビル2F

高橋葡萄園 白金豚

9 itten bar （ｲｯﾃﾝﾊﾞｰ）
豊島区南池袋1丁目17-13
ゴールデンプラザ池袋8F

エーデルワイン

10 呑ませ屋 しん太 豊島区南池袋2丁目4-1 エーデルワイン

概 要

（ﾃｨｴﾘｰ ﾏﾙｸｽ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ）

（ﾒﾙｾﾃﾞｽﾐｰ ﾄｳｷｮｳ ｱｯﾌﾟｽﾃｱｰｽﾞ）

（ﾋﾞｽﾄﾛ ﾌﾞｰﾐﾝｳﾞｨﾉﾑ）

（ﾊﾞﾙ ﾋﾅﾀ）

（ﾋﾞｽﾄﾛ ﾃﾞ）

（ｺｰﾄﾞﾈｰﾑ ﾐｸｿﾛｼﾞｰ ｱｶｻｶ）



２）ＰＲ方法

・７月８日（月）から１週間、都内のタクシー内（2,000台程度）でＰＲ映像を放映するとともに、タクシー
内に１か月間程度、告知リーフレットを配架します（300台程度）。

・特設サイトにより、各店舗で提供するワインの銘柄や特別メニューなどのイベント情報をお知らせするほか、
花巻ワインのＰＲ映像、市内の特産品生産者や観光地などを紹介します。

花巻の恵みフェア特設サイト https://hanamaki-no-megumi.com/

・各店舗では店内ポップやスタッフからの口頭での案内のほか、店舗によってはSNS等でのPRを行います。

３）交流イベント概要

・日時 令和元年７月２３日（火）19:00～
・場所 T h e C O R E K i t c h e n / S p a c e  ( ｻ ﾞ ｺ ｱ ｷ ｯ ﾁ ﾝ ｽ ﾍ ﾟ ｰ ｽ ）

（東京都港区新橋4丁目1-1 新虎通りCORE 1F）
・内容 ３つのワイナリーから計７～８種のワインを用意します。参加者は３つのワイナリーの作り手

から注いでもらったワインを飲み比べ、作り手との会話を楽しんでいただけます。
・その他 白金豚を使用した前菜と3ワイナリーのワイン飲み比べセットをご用意します。
・参加費 1,000円
・事前申込 不要

【参考】フェア開催店舗情報

店舗名 店舗URL 座席数 営業時間 店舗コンセプト

1 THIERRY MARX dining
https://www.thierrymar
x.jp/dining/

32席
ランチ     11:30-15:30
ディナー  18:00-22:00

自宅に招かれたような温かみを感じられる空間を演出し、2
つ星シェフならではのクリエイティブで繊細な料理を堪能でき
るフレンチレストラン

2
Mercedes me Tokyo /
UPSTAIRS

https://www.transit-
web.com/content/shop
s/upstairs/

 92席
ランチ     11:00-16:00
ディナー  18:00-23:00
BAR        11:00-24:00

メルセデスの世界観をあじわえる空間で、本格的なフレン
チ・イタリアンをベースにしたフードやドリンクを、少人数のラ
ンチから大人数のパーティーまで幅広い用途でご利用いた
だけるカジュアルダイニング

3 Bistro B.V. ぶーみんヴィノム
https://boomin-
vinum.com/

25席

ランチ（平日のみ）
           11:30～14:00（L.O.13:30）
ディナー【月～金】18:00～23:00
            【祝日・土】17:00～22:00

おいしいお肉とナチュラルワインのビストロ

4 ぶーみんヴィノム新川バル
https://r.gnavi.co.jp/bzh
yunp00000/

39席
ランチ（平日のみ） 11:30～14:00
ディナー              17:30～23:00

新川の皆様の極楽酒場。毎日食べても飽きない世界のお料
理
厳選したワインやビールとご一緒に

5 古民家BAR HINATA
https://r.gnavi.co.jp/ga6
r400/

28席
月～土　　18:00～翌2:00
日・祝日　 18:00～24:00

町の賑やかワインバル

6 板橋5坪
https://r.gnavi.co.jp/32p
erk2y0000/

10席
月～土    19:00～翌02:00
日          19:00～24:00

HINATAの系列の洋風立ち飲み

7 BISTRO DE まいど
https://r.gnavi.co.jp/10
11vx150000/review/

78席 17:30～翌0:00 (LO.23:30) 創作居酒屋

8 codename MIXOLOGY akasaka
https://retty.me/area/
PRE13/ARE18/SUB180
1/100000025167/

38席 月～土      18:00〜03:00
野菜やハーブなどを自由に組み合わせたロンドン発人気カク
テル、ミクソロジーを東京スタイルで楽しめるバー。華やかな
カクテルと共に本格的な食事も充実

9 itten bar https://ittenbar.gorp.jp/ 45席
月～金      18:00～翌5:00
土・日・祝   18:00～24:00

夜景×JAZZ　誰かを連れて行きたくなるお店
ﾖｰﾛｯﾊﾟ調のｱﾝﾃｨｰｸに囲まれたﾜﾝﾗﾝｸ上の大人上質空間
馥郁たる17年の歴史と深い味わいを感じる

10 呑ませ屋 しん太
http://nomaseyashinta.f
avy.jp/

25席
ランチ（平日のみ） 11:30〜13:30
ディナー              18:00〜00:00

毎日仕入れに出向き店主厳選の食材を日替わりにて提供。
高級店等でしか味わえなかった食材を仕入れ努力によって
お手頃価格にてご提供。ご要望によりどんな酒類でもキープ

7/23 The CORE Kitchen/Space
https://thecore-
kitchenspace.com/

112席 11:00～23:00
デリカテッセンやグリル料理を提供するカフェ・ダイニングと、
発信力の高い大型イベントスペースが融合したクリエイター
ズ・ハブ


