News Release
2022 年 6 月 29 日
株式会社東急モールズデベロップメント

東急田園都市線沿線 ３つの商業施設で

「夏のおいしい ふくしまフェア」を開催
福島県産の夏の味覚を楽しめるメニューを期間限定でご用意
株式会社東急モールズデベロップメント（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐々木桃子）は、

今夏、3 つの商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター（以下、二子玉川ライズ S.C.）」
「青葉台東急
スクエア」
「たまプラーザ テラス」内の飲食店（一部）で、福島県産の選りすぐりの食材が楽しめる「夏のお

いしい ふくしまフェア」を期間限定で開催します。生産量全国 2 位を誇り、太陽の光をふんだんに浴びたジ

ューシーな桃、厳選されたお米、夏野菜などを使用したメニューをご用意します。福島県産の魅力あふれる食
材を使ったお料理をぜひ“あがらっしゃい”。

※『あがらっしゃい』とは福島県の浜通り地域を中心に使われている方言。標準語で「召し上がってください」という意味。

■ ■「夏のおいしい ふくしまフェア」の開催期間 ■ ■
二子玉川ライズ・ショッピングセンター

2022 年 7 月 1 日（金）から 7 月 24 日（日）

青葉台東急スクエア

2022 年 7 月 27 日（水）から 8 月 10 日（水）

たまプラーザ テラス

2022 年 7 月 28 日（木）から 8 月 17 日（水）

■ ■ 福島県産の味覚 ■ ■
<桃>

<夏野菜>

福島県の桃の生産量は全国 2 位で、県内では約 60

福島県は、南北に走る阿武隈高地と奥羽山脈によっ

袋栽培」が特徴で、太陽の光をふんだんに浴びるた

れぞれ異なる自然環境を生かし、多様な農産物が生

種類の桃が生産されています。桃に袋をかけない「無

て、会津、中通り、浜通りの 3 地方に区分され、そ
産されています。今回は、夏野菜を代表する、きゅ

め、ジューシーな桃となります。

うり、トマト、なすをご用意。

＜メニューの一例＞

＜メニューの一例＞

二子玉川ライズ S.C.
chano-ma （カフェ）
「福島県産まるごと桃と紅茶ゼリーのパフェ」

たまプラーザ テラス
レベッカ イータリー by goo ITALIANO
「福島県産野菜とチキンのスープカレー」
1,500 円（税込み）

1 日限定 5 食 1,540 円（税込み）
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<お米>
「厳選米 生産者限定南会津只見産こしひかり」

「南相馬米 天のつぶ」

接する只見町で栽培された只見産コシヒカリをご用

った「南相馬米 天のつぶ」をご用意。福島県が 15

会津地方に位置し、魚沼産コシヒカリの生産地に隣

南相馬市の豊かな自然と寒暖差のある気候の中で育

意します。ふっくらとした、強い粘りと甘みが特徴

年の歳月をかけて開発した品種で、米本来の味の深
みが強く、雑味が少ないあっさりとした、食べ応え

のお米。その中でも今回ご用意するのは、
「只見ブラ

のあるしっかりとした食感が特徴です。

ンド米協議会」メンバーによって生産され、大きい
粒だけを厳選したコシヒカリです。

＊上記は、たまプラーザ テラスと青葉台東急スクエア内
のレストランで提供

＊上記は、二子玉川ライズ S.C.内のレストランで提供
＜メニューの一例＞

＜メニューの一例＞

二子玉川ライズ S.C.
和ごはん とろろ屋
「海老と野菜とお豆腐の揚出し膳」

青葉台東急スクエア
富士喜
「茨城県産瑞穂のいも豚の厚切りロースとんかつ御膳」
1,880 円（税込み）

1,840 円（税込み）

※ 予告なくメニュー内容や表示価格が変更される場合があります。

各施設における「夏のおいしい ふくしまフェア」のメニューは、別紙にてご確認ください。
以上

各施設の概況
二子玉川ライズ・ショッピングセンター
アクセス：

東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅 直結

営業時間：

ショップ 10:00～20:00

URL:

https://www.rise.sc/

レストラン 11:00～23:00

たまプラーザ テラス
アクセス：

東急田園都市線 たまプラーザ駅 直結

営業時間：

ショップ 10:00〜 20:00

URL:

https://www.tamaplaza-terrace.com/

テ ラ ス ダ イ ニ ン グ 11:00〜 22:00

テ ラ ス キ ッ チ ン 11:00～ 21:00

青葉台東急スクエア
アクセス：

東急田園都市線 青葉台駅 直結

営業時間：

ショップ

URL:

https://www.aobadai-square.com/

※

10：00～20：00

レストラン

11：00～22：30

上記営業時間は、一部店舗により異なります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、営業時間が異なる場合があります。
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【別紙】「夏のおいしい ふくしまフェア」メニュー⼀覧
※ 予告なくメニュー内容や表⽰価格が変更される場合があります。

⼆⼦⽟川ライズ・ショッピングセンター （開催期間：7/1〜7/24）

Italian Kitchen VANSAN
福島県産なすとモッツァレラのトマトソース
1,090円（税込み）
※ランチタイムのみ提供

Italian Kitchen VANSAN
サングリア
グラス 650円（税込み）

梅蘭
トマトと⽜バラそばセット
（桃のデザート付）
1,280円（税込み）

梅蘭
チャーハンと⿇婆茄⼦セット
（桃のデザート付）
1,628円（税込み）

和ごはん とろろ屋
海⽼と野菜とお⾖腐の揚出し膳
1,840円（税込み）

100本のスプーン
農園野菜と穀物のサラダボール
1,180円（ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 880円）（税込み）

鉄板焼き お好み焼き かしわ
福島県産桃と⼤福のキャラメリゼ
770円（税込み）

chano-ma
福島県産まるごと桃と紅茶ゼリーのパフェ
1⽇限定5⾷ 1,540円（税込み）

富⼠喜
茨城県産瑞穂のいも豚の
厚切りロースとんかつ御膳
1,880円（税込み）

神⼾珈琲物語
福島県産桃とわらび餅のヴェリーヌ
500円（税込み）

アイビアー・ルサンパーム
福島県産の桃を使ったショートケーキ
880円（税込み）

⻘葉台東急スクエア （開催期間：7/27〜8/10）

紅⻁餃⼦房
メヒカリの唐揚げ油淋⾹味ダレ
580円（税込み）

紅⻁餃⼦房
福島県産⽩桃の杏仁⾖腐
450円（税込み）

すし遊洛
かっぱ細巻き 170円（税込み）
⽳⼦ときゅうり 440円（税込み）

旬の舞
茄⼦の煮浸し 418円（税込み）
メヒカリの南蛮漬け 528円（税込み）
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たまプラーザ テラス （開催期間：7/28〜8/17）

蕎旬
⿊酢サラダそば（うどんに変更も可）
990円（税込み）

蕎旬
福島県産メヒカリの唐揚げ（単品）
520円（税込み）
福島県産メヒカリの唐揚げ（⼩）ﾋﾞｰﾙｾｯﾄ
430円（税込み）

焼⾁トラジ
福島県産トマトサラダ
600円（税込み）

⻄安健菜キッチン
福島県産⽩桃とサングリア
グラス 680円（税込み）

レベッカ イータリー by goo ITALIANO
福島県産野菜とチキンのスープカレー
1,500円（税込み）

レベッカ イータリー by goo ITALIANO
福島県産メヒカリのスパイシーから揚げ
650円（税込み）

レベッカ イータリー by goo ITALIANO
福島県産⽩桃のタルト
850円（税込み）

ベルグの４⽉
Gateaux a la peche 〜桃のさわやかさに
クリームチーズとバニラの⾹気〜
ﾎｰﾙ 3,300円/ ｶｯﾄ 700円（税込み）
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