
 

 

 

Press Release  

 

2015 年 4 月 23 日 

全国ごちそうフェスティバル実行委員会  
（株式会社オールアバウト内）  

日本初！グルメマニアが選んだ全国のごちそうが楽しめる食のお祭り 

「全国ごちそうフェスティバル 2015」 
出店店舗第一弾を発表！ 

唐揚げや丼に続き、餃子・コナモン・たこシャンの３協会の参加も決定 
合計 11 つの「グルメマニア協会」が集結 

2015 年 5 月 30 日（土）・31 日（日）11 時～17 時（予定） 
JR 大井町駅 徒歩 1 分 大井町駅前通り 

 
全国ごちそうフェスティバル実行委員会(事務局：東京都
渋谷区)は、2015 年 5 月 30 日(土)・31 日(日)の 2 日
間、大井町駅前通りにて開催する「全国ごちそうフェス
ティバル 2015」の出店店舗第一弾を発表いたします。
（※P5 に概要掲載） 
 
「全国ごちそうフェスティバル 2015」は、唐揚げや丼な
どの料理を愛してやまない専門家や愛好家によって構成
されたさまざまな「グルメマニア協会」が多くの人たち
と魅力を分かち合うことを目的に今年初めて実施する、グルメマニアの、グルメマニアによる、グルメ
マニアの為の食の祭典です。出店店舗には、各料理に造詣が深い「グルメマニア協会」が実施するグラ
ンプリの受賞店や、推奨店が全国から集結し、グルメマニアお墨付きのごちそうを楽しめます。 

 
例えば、「日本唐揚協会」からは、第一回からあげグランプリから連続４回「塩ダレ」部門で最高金賞に
輝いた、”唐揚げの聖地“大分県中津市の老舗唐揚げ専門店「もり山」をはじめ、同グランプリの「チキ
ン南蛮」部門で金賞を受賞した宮城県の「カレー倶楽部ルウ」など有名所全 5 店の出店が決定。「全国
丼連盟」からは、黒毛和牛のローストビーフ丼一本で勝負する大阪の「肉タレ屋」や、超新鮮な和牛ホ
ルモンをふんだんに使用した贅沢なホルモン丼を提供する「京都梅しん」など全国丼グランプリ金賞受
賞店から５店が出店するなど、都内から地方の有名店まで一同に集結します。 
 
■日本餃子協会・日本コナモン協会・日本たこシャン協会の参加が追加決定！ 
全 11 の「グルメマニア協会」が集結 
 
また、新たな参加協会として、「日本餃子協会」と、粉もんの食文化を広げる「日本コナモン協会」、た
こ焼きと大阪のスパークリングワインを愛する「日本たこシャン協会」の３つが加わり、全 11 協会の
参加が決定しました。(4 月 23 日時点) ※P4 に一覧を掲載 
 
 
 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：株式会社オールアバウト 広報担当 大竹・大貫 

TEL：03-6362-1359  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 

【全国ごちそうフェスティバル 2015 出店店舗】（50 音順） 
※2015 年 4 月 23 日現時点（P2-3 に一覧で紹介） 

■日本唐揚協会:  カレー倶楽部ルウ/からあげ専門店 舷喜屋/光苑/とり将/中津からあげ もり山 
■日本ハンバーグ協会: 榎本ハンバーグ研究所/俺のハンバーグ山本 
■全国丼連盟:  下町天丼 秋光/京都梅しん/札幌軒/ 

Samurai Kitchen feat. SEKAI CAFÉ/浪花焼肉 肉タレ屋 本店 
■日本エスニック協会: ターブルオギノ/MALAY ASIAN CUISINE/ 

インドレストラン モティ/One Dish Thai 
■日本カレー大学: 不知火カレー 
■日本コロッケ協会: 琥珀堂 
■日本牛肉協会:  プラウドフーズ 
■ニッポンご当地ぐるめ協会: お好み焼くまがい 
■餃子協会:  餃子 cafe＆bar-蒼-/餃子工房アベニール 
■日本コナモン協会: たこ焼き工房 Sea＆Sun /OCTPUSFIRES 
■日本たこシャン協会: 日本たこシャン協会 

mailto:pr@staff.allabout.co.jp


 

 

【～全国ごちそうフェスティバル 2015～ 出店店舗】※2015 年 4 月 23 日現時点 
 

 

 

店舗名 カレー倶楽部ルウ  からあげ専門店 舷喜屋 光苑 

提供商品名  チキン南蛮  骨なしからあげ  海鮮唐揚 

  

      

店舗名 とり将 中津からあげ もり山 

提供商品名 瀬戸田ガラ塩レモンからあげ 
骨なしもも、骨なしミックス

（もも＆むね）各４個 

  

    

 

 

 

店舗名 榎本ハンバーグ研究所 俺のハンバーグ山本 

提供商品名  アボカドとハンバーグの和風丼  俺のあらびきメンチくん 

  

 

  

 

 

 

店舗名 下町天丼 秋光 京都梅しん 札幌軒 

提供商品名  下町天丼 牛ホルモン丼 肉丼 

  

  

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：株式会社オールアバウト 広報担当 大竹・大貫 

TEL：03-6362-1359  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 

mailto:pr@staff.allabout.co.jp


 

 

 

 

店舗名 Samurai Kitchen feat. SEKAI CAFÉ 浪花焼肉 肉タレ屋 本店 

提供商品名 
サーロインステーキ丼

（HOKUBEE Halal Meat） 

ホンマは 1480 円で食べて欲し

いローストビーフ丼(大井町 ver) 

  

    

 

 

 

店舗名 MALAY ASIAN CUISINE インドレストラン モティ 

提供商品名 
 ナシレマなど 

エスニック料理 5 種 

バターチキンカレーなど 

エスニック料理 10 種 

  

  
 

※ターブル・オギノ及び One Dish Thai の提供商品は５月中旬に発表予定です。 
 

 

 

   

店舗名 不知火カレー 餃子工房アベニール プラウドフーズ  

提供商品名  不知火カレー 八街落花生餃子  和牛串 

  

  

 

 

※琥珀堂（日本コロッケ協会より出店）、お好み焼くまがい（ニッポンご当地ぐるめ協会より出店）、 
餃子 cafe＆bar-蒼-（餃子協会より出店）の提供商品は５月中旬に発表予定です。 
 

 

 

  

店舗名 ＯＣＴＯＰＵＳ ＦＩＲＥＳ たこ焼き工房 Sea＆Sun 日本たこシャン協会 

提供商品名 道頓堀やきそば たこ焼 tako-cham rose  

  

     

 本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：株式会社オールアバウト 広報担当 大竹・大貫 
TEL：03-6362-1359  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 
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【参考資料】「全国ごちそうフェスティバル」参加協会の一部ご紹介 

 

◆一般社団法人 日本唐揚協会  http://karaage.ne.jp/ 

（2008 年 10 月設立/協会員数 約 50,000 人） 

「唐揚げで世界平和」を目的に、日本初の唐揚げ地位向上団体として活動を開始。地域振興、唐

揚げの地位向上を絡めたカラアゲニスト育成と認定（15 年 3 月現在、カラアゲニスト 50,000 名

を有する）を行い、唐揚げの普及、海外交流事業、唐揚げの研究・情報発信などの事業を行う。 

 

◆一般社団法人 日本ハンバーグ協会 http://hamburg-jp.org/ 

（2013 年 10 月設立/協会員数 約 1,000 人） 

日本におけるハンバーグ消費量の向上とハンバーグ文化の発展を目的に設立。ハンバーグの個店

店主や愛好家を巻き込んだ研究活動、情報発信を行う。 

 

◆一般社団法人 全国丼連盟 http://don.or.jp/ 

（2014 年 6 月設立/協会員数約 1,500 人） 

丼ファンの全国組織化を目論み、丼を通じた地域活性化、 

“DONBURI”文化を世界に発信などを目的に設立。全国各地の地域団体や自治体と連携して日本

の丼の魅力を発信している。 

 
◆一般社団法人 日本エスニック協会 http://ethnic-as.net/ 

（2014 年 10 月設立/協会員数約 150 人） 

日本でのエスニック文化の普及、また日本文化との融合を目的にメディアでの情報発信とリアル

イベントを連動させたプロモーション展開を行う。各国の専門家が揃っているのも特徴。 

 

◆一般社団法人 日本カレー大学 http://curry-university.com/ 

（2014 年 4 月設立/協会員数約 450 人） 

カレー文化を世界に発信し、カレーを通してたくさんの笑顔をつくる事を目的に、カレー関連行

事への講演や関連商品企画開発への協力、プロデュースなどを行う。 

 

◆一般社団法人 日本牛肉協会 http://wakaushi.chips.jp/ 

（2013 年 2 月設立） 

牛肉赤身文化に関する知識の普及や啓発、安心・安全な牛肉及びその加工品の生産、流通、利

用等に関連する事業を推進し、もって日本の牛肉赤身文化の発展に寄与することを目的に活動 

 
◆一般社団法人ニッポンご当地ぐるめ協会 http://www.gotouchi.ne.jp/ 

（2007 年 12 月設立） 

日本各地に眠るご当地グルメを発掘・推進し全国に PR を行い、地方都市の活性化や、販売ルー

トの開拓・販路の拡大を通して、多くの生産者・販売者の全国進出を支援する事を目的に活動 

 

◆一般社団法人 日本コロッケ協会 http://www.croquette.jp/ 

（2012 年 9 月設立/協会員数約 2,000 人） 

「コロッケから世界の食卓を笑顔にする幸せ革命」をコンセプトに、コロッケの奥深い世界観

を相互に称賛し合うことで、コロッケ文化の更なる発展とマーケット拡大を使命に情報発信な

どを行う。 

 

◆一般社団法人 日本餃子協会 https://gyozakyokai.com/ 

（2010 年 9 月設立） 

全国餃子専門店、取扱店、関連団体との交流を目的とし設立。「餃子を食べて幸せに」をコンセ

プトに、餃子を通じて、まちおこし・餃子取扱店・外食産業の応援を行う。 

 

◆日本コナモン協会 http://konamon.com/  
（2003 年 5 月設立） 

たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど、さまざまな粉をベースにつくられた食べ物

全てを愛し、日々コナモンの発掘と普及に努め活動する文化団体。記念日の設定や、関連書籍

の出版、飲食店の支援活動などを行う。 

 ◆一般社団法人 日本たこシャン協会 https://www.facebook.com/takochamkyokai 

（2012 年 2 月設立） 

大阪名物のたこ焼きとシャンパンのマリアージュを推奨し、 

世界でも珍しいデラウェアを使った大阪のスパークリングワイン「tako-cham」の普及活動を

行う民間団体 

 
 
 
 
 
 
 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：株式会社オールアバウト 広報担当 大竹・大貫 

TEL：03-6362-1359  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 
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■開催概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

イベント名 全国ごちそうフェスティバル 2015 

日時 
2015年5月30日（土）11:30～17:00（予定） 
2015年5月31日（日）11:00～17:00 
※両日小雨決行 

会場 大井町駅前通り（JR 大井町駅 徒歩 1 分） 

参加費 入場料無料、飲食代別途 

主催 

「全国ごちそうフェスティバル 2015」実行委員会 
（一般社団法人日本唐揚協会、一般社団法人日本ハンバーグ協会、一般社団法人
全国丼連盟、一般社団法人日本咖喱大学、一般社団法人日本エスニック協会、一
般社団法人ニッポンご当地ぐるめ協会など） 
大井サンピア商店街振興組合、大井銀座商店街振興組合、大井光学通り商店街 

後援 
品川区、しながわ観光協会、NPO 法人まちづくり大井 
株式会社オールアバウト 

出店者   
各マニア協会主催のグランプリ金賞受賞店、各マニア協会がすすめる人気店舗 
（5 月中旬に全店舗を発表予定） 

URL 
http://fes.maniac-kyokai.net 
■Facebook ：https://www.facebook.com/gochisofestival   
■Twitter ：https://twitter.com/gochisofestival 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：株式会社オールアバウト 広報担当 大竹・大貫 

TEL：03-6362-1359  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 

http://fes.maniac-kyokai.net/
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