雲仙極豚

雲仙極豚

雲仙極豚 黒七味焼き

小浜ちゃんぽん うどん

1800 円（税込）

1500 円（税込）

神楽坂おいしんぼ 本店

藻切うどん あおば

東京・神楽坂 湯葉生麩

東京・西葛西 藻切うどん

日本家屋を改築してオープン。京都を想わせる
石畳・神楽坂の今も残る江戸情緒の裏路地に有
る小意気なお店。

フェア 実施期間

2022 年 11 月 14 日（月）から
11 月 30 日（水）まで

特製の藻切うどんと和食を楽しめるお店 広めの
テーブル、落ち着きある空間が特徴です。

角煮せいろ御膳

2500 円（税込）

2600 円（税込）

コースの逸品として

雲仙たちばな鯛 柚子味噌焼

フカヒレ味噌漬け 種採り野菜 金平酢漬け

僖楽コース（夜・昼）より

酒肴
とうどん

神楽坂 久露葉亭

蕎麦 成和喜

東京・三田 酒肴 うどん

東京・麹町 蕎麦 和食

細打ちうどんと和食の料理人が作る酒肴の数々、
神楽絵師による襖絵の展示、個室を中心にご用
意しております。

日本料理僖成

自家製二八蕎麦、蕎麦前、産地に拘る干物
「粋」を感じさせる味わい新たな愉しみの場
に加えて頂ければ幸いです。

雲仙産長崎対馬地どり

雲仙つむら農園 / 種採り野菜

たっぷり野菜 煮込みハンバーグ
ランチ 2,000 円（税込）

御膳 2,420 円（税込）

2500 円（税込）

神楽坂 和らく

蕎麦切 砥喜和
東京・三田 蕎麦 和食

雲仙極豚 / 蒼囲の返しで煮込んだ

特製角煮と八幡芋の天ぷら
せいろ 又は 温
1500 円（税込）

江戸前蕎麦と和食料理を誂える蕎麦店 自家製
蕎麦の豊かな香り蕎麦の産地の地酒や和酒な
どございます。

雲仙産長崎対馬地どり

暗闇坂 宮下麻布
東京・麻布十番 懐石
素材の美味しさを大切に、様々な技法で表現する
和食店、職人の手捌きを感じるカウンター中心
のお店

コースの逸品として

地鶏炙り焼き

雲仙たちばな鯛の柚子なべ

2600 円（税込）

ミニ懐石（昼）コース

佐渡うどん 蒼囲

僖ニ成ル食 京橋

新潟・佐渡 佐渡うどん

東京・京橋 和食鯛そば

佐渡海藻（佐渡アカモク）を練りこんだ佐渡
うどん、旧農家を改装した佇まいにてゆっくり
とお過ごし下さい

雲仙産長崎対馬地どり

炭火焼親子丼（昼）

東京・神楽坂 和洋料理
一軒家を改装した風情ある店内にて、和と洋
が融合した料理を楽しめます。

隈研吾氏設計の内装、個室を中心にご用意しま
した。最先端の日本料理を表現するお店

かしわ蕎麦

単品 2,200 円（税込）

単品 1,800 円（税込）

日本料理

東京・外苑前 懐石

僖成の人気メニューを集めたコンセプトショ
ップ、広めの空間に圧巻の石州和紙を展示し
た店内になります。

日本料理 斗南

日本料理

東京・神楽坂 懐石
日本の郷土をテーマに東京で培った感性で表現す
る日本料理店、時代に合わせ、伝統的手法と現代
の感性、技術を組み合た空間

〜長崎県雲仙市〜

地鶏すき焼き

自然に囲まれた島原半島の中央から西にかけて広がる雲仙市は︑普賢岳︑有明海︑橘湾に囲
まれ︑日本初の国立公園として指定された雲仙天草国立公園や雲仙温泉・小浜温泉も有する
﹁自然と温泉と食の街﹂です︒温暖な気候と︑広大な敷地を活かし︑農業や畜産業が盛んに
行われ︑なかでも日本有数の収穫高を誇るじゃがいもやいちごが有名︑雲仙ブロッコリーや
八斗木ネギをはじめ︑種採り野菜︑雲仙極豚︑雲仙牛など美味しい食材にあふれています︒
また︑有明海と橘湾の表情の全く違う２つの海を有するため︑漁業や鯛・牡蠣などの養殖業
も盛んです︒そのため近年︑食材の宝庫として注目を集めています︒

雲仙極豚

雲仙産長崎対馬地どり

料理人が旅して出会う

その土地の食材

﹁旅するフェア﹂の第二弾

﹁一億人のいぶくろ﹂

と評される

旅

長崎島原半島の

長崎県雲仙市から届く

食材を僖成各店で

お楽しみ頂けます︒

雲仙

雲仙を旅するフェア
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日本料理 僖成

東京都港区南青山 2-24-8

暗闇坂 宮下 麻布

東京都港区元麻布 3-12-1

日本料理斗南

東京都新宿区神楽坂 3-2-31

神楽坂おいしんぼ

東京都新宿区神楽坂 4-8

神楽坂 久露葉亭

東京都新宿区神楽坂 5-30

神楽坂 和らく

東京都新宿区白銀町 2-3

蕎麦切 砥喜和

東京都港区三田 2-6-13

江戸蕎麦 僖蕎

東京都墨田区向島 5-27-10 S ビル

蕎麦 成和喜

東京都千代田区六番町 1-2

藻切うどん あおば

東京都江戸川区西葛西 6 -17-9

僖ニ成ル食 京橋

東京都中央区京橋 2-7-8

佐渡うどん 蒼囲

新潟県佐渡市千種乙 153-1

TEL:03-5785-2431
TEL:03-3402-2655

TEL:03-6228-1984

TEL:03-3269-0779

TEL:03-5206-6997
TEL:03-6280-8511
TEL:03-6435-2178

TEL:03-6658-8462
株式会社僖成は長崎県雲仙市と物産振興を目的とした連携・協力
に関する協定を令和 3 年 11 月に結び、雲仙市の物産品の活用を
通して、雲仙市の地域活性化と魅力を伝えていきます。

料理人が出会った食材のご紹介

TEL:03-6265-4711
TEL:03-3675-8934
TEL:03-6263-2181
TEL:0259-67-7678

BY-CUBE 1F

アベストコート B1

大宗第３ビル １Ｆ 4

コート三田 1 階

第 2 恩田ビル 1F

レンブラントスタイル東京西葛西１階

FPGlinks KYOBASHI 1F

佐渡箱ちらし ときなり 新潟県佐渡市加茂歌代 449-4

TEL:0259-58-7257

佐渡の手前

TEL:025-384-4836

フェア 実施期間

2022 年 11 月 14 日（月）から
11 月 30 日（水）まで

新潟県新潟市中央区万代島 9-1

各店のホームページはこちらから

万代島旅客ターミナル 3 階

雲仙極豚
長崎県雲仙の麓で飼育され、黒豚の
ＤＮＡとハイブリッド豚、餌には大
麦、天然飼料を与え健康に育った豚
肉です。一般的な豚肉とは違い、発
注が入ってから豚肉をと畜し、捌く
ことで、新鮮かつ豚肉の旨味を追求
することに成功したプレミアムな豚
肉です。

雲仙橘鯛

長崎県雲仙の麓、小浜温泉の目
の前に広がる橘湾で養殖され
た、色・味・香りも天然ものの
真鯛に負けない養殖真鯛です。

雲仙産
長崎対馬地どり
何度も生産が途切れ絶滅の危機に
瀕した長崎県唯一の在来種「対馬
地鶏」。肉の味を更に向上させる
ため、「龍軍鶏ごろう」と交配し、
新たに誕生した「長崎対馬地ど
り」。地どり特有のかたさはなく
ぷりぷりと弾力のある肉質と、濃
厚な旨味が特徴で、月間９００羽
程度しか流通させることができな
い、希少な地どりです。

雲仙つむら農園
種どり野菜
完全無農薬・科学肥料不使用・除
草剤不使用でというか、農薬等を
そもそも使う概念がない農園で育
てられた野菜。全国各地の厳選さ
れた伝統野菜や在来種の野菜や、
雲仙で繰り返し種を採り定着した
固定種とよばれる希少な野菜を、
その日一番状態のいいものから収
穫しセットにして出荷。野菜本来
の色・味・香りが強烈に強いため、
料理する側が試される野菜と呼ば
れている。

