
 

 

News Letter 

ふるさと情報発信アプリ「このさき長崎」では、 

   長崎県の旬なふるさと情報を発信中！このさき長崎で検索 

2018 年 1 月 
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長崎県は、県外で積極的に長崎県産品を取り扱う販売店及び料飲食店等を“食べてみんね！長崎県産

品応援店”（以下「応援店」）として認定し、長崎県及び県産品の魅力を発信しております。 

今年度、応援店制度を拡充し、更なる県産品の認知度向上・利用拡大、観光等の情報発信に努めてい

ただける料飲食店を対象とした新たなグレード「極（きわみ）」を創設し、関西地区では「壱岐島（い

きのしま）」（大阪市北区西天満）と「洋食ふくもと」（大阪市中央区船場）」の2店舗を認定しており

ます。 
 
「壱岐島」は壱岐から直送されるイカの姿造りをはじめとした壱岐近海の新鮮な魚介、壱岐牛、壱岐

豆腐など多彩なメニューを振舞う人気の居酒屋店で、ランチの営業も行っています。今の時期は壱岐で

獲れたブリを使った料理も人気です。また壱岐は麦焼酎の発祥の地であり、「壱岐島」では豊富な銘柄

の壱岐焼酎を扱っています。 
 
「洋食ふくもと」は、長崎出身で有名ホテルの元総料理長が提供する長崎名物「トルコライス」など

が有名で、長崎県産の焼酎も扱う、本町界隈のビジネスパーソンに人気の洋食店です。 
 
また、今年も「食べてみんね！長崎県産品応援店キャンペーン」を2月1日（木）から3月11日（日）ま

で開催します。対象店舗で“長崎県にゆかりのあるメニュー”や“県産品”を飲食・購入され、店内に

ある応募ハガキでご応募（応募期限：3月15日（木）消印有効）いただいた方の中から抽選で100名様に

長崎県産品をプレゼントします。また応援店「極」では、「長崎を飲もう！キャンペーン」として、長

崎県産酒を注文されたお客様へ、その場で県産酒が当たる抽選イベントも開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱岐から直送のイカ（壱岐島）     人気の長崎名物「トルコライス」（洋食ふくもと） 

 

 

 

 

～関西で長崎の食材やゆかりの料理・酒がたくさん味わえるお店～ 

長崎県産品応援店「極
きわみ

」、関西地区で２店舗を認定 
豪華長崎県産品などが当たる「食べてみんね！長崎県産品応援店キャンペーン」 

「長崎を飲もう！キャンペーン（応援店「極」限定）」開催！＜期間：2月１日（木）～3月 11日（日）＞ 



 

   

  

【「食べてみんね！長崎県産品応援店」キャンペーン】実施概要について                                                                       

 

時 期： 平成 30年 2月１日（木）～3月 11日（日） 

※応募締切 3月 15日（木）消印有効 

対象店舗：食べてみんね！長崎県産品応援店 

内 容： 期間中、応援店で長崎県にゆかりのあるメニューや長崎県産品を                 

飲食・購入し、店内にある応募ハガキに必要事項を記入のうえ、 

62円切手を貼り郵送にてご応募いただいた方の中から、抽選で 

100名様に長崎県産品をプレゼント。 

賞 品： ①長崎和牛 ５名様 ②平成「長崎俵物」（水産加工品） 30名様  

     ③長崎四季畑（農産加工品）30名様 ④五島手延うどん 35名様  
 

【長崎を飲もう！キャンペーン（応援店「極」限定）】 

時 期： 平成 30年 2月１日（木）～3月 11日（日）  

対象店舗：食べてみんね！長崎県産品応援店「極」 

内 容： 期間中、応援店「極」で長崎県産酒を注文されたお客様へ１杯につき 

１枚のスクラッチくじを配布。その場で「大当たり」「当たり」 

「はずれ」がわかり、「大当たり」「当たり」には県産酒をプレゼント。  

賞 品： 「大当たり」県産酒 4 号瓶相当、「当たり」県産酒ミニボトル  

 

「食べてみんね！長崎県産品応援店」について                                                                       

長崎県では、平成 25年 11月から長崎県産品の利用拡大を推進するため、県外で県産品を積極的に取

り扱う販売店及び料飲食店等を「食べてみんね！長崎県産品応援店」として認定しており、現在、関西

地区では 60店舗を認定しています（平成 30年１月 31日現在）。 

   ホームページＵＲＬ： http://nagasaki-ouenten.com/ （食べてみんね！長崎県産品応援店 URL） 

食べてみんね！長崎県産品応援店“極”                                                             

「応援店」の中でも、これまでの認定要件に加え、全メニューの半数以上が長崎ゆかりのものまたは県産食材を使

用したものであることや、酒類を提供している場合は、常に長崎県産酒を３種類以上取り扱っていることなどの条

件を満たすことで認定されます。 

 

壱岐島から直送される壱岐近海の魚介、壱岐牛、壱岐豆腐などの食材が日々登場。壱岐焼酎の銘柄も豊富。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋食ふくもと  大阪市中央区船場中央 1-3-2 船場センタービル２階Ｂ-208 号 

 

トルコライスが味わえる洋食ふくもと 

長崎出身で大阪なんばの有名ホテルの元総料理長が作る本格的な西洋料理と長崎名物のトルコライスが味

わえる。魚・野菜なども旬の長崎のものを可能な限り使用。また、料理に使う塩は、長崎県産の塩を使用。 

 

麦焼酎発祥の地「壱岐」の麦焼酎（壱岐島） 

壱岐島（いきのしま） 大阪市北区西天満 2-10-2 幸田ビル１F 

 

 

http://nagasaki-ouenten.com/


 

   

  

＜関西地区の長崎県産品応援店一覧＞ 

 

店名 

業種・業態 店舗／住所 電話番号 

壱岐島（極） 料飲食店 大阪市北区西天満 2-10-2 幸田ビル 1F 06-6362-6080 

洋食ふくもと（極） 料飲食店 大阪市中央区船場中央 1-3-2船場センタービル 2号館Ｂ-208号 06-6271-1415 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央軒 

 

 

 

 

 

 

 

 

料飲食店 

野田阪神店 大阪市福島区海老江 1-1-23 野田阪神ウィステ 1Ｆ 06-6457-0809 

なんば CITY店 大阪市浪速区難波中 2-10-1 なんばＣＩＴＹ南館 06-6644-2802 

新大阪店 大阪市淀川区西中島 3-19-19 06-6304-6788 

大阪マルビル店 大阪市北区梅田 1-9-20 大阪マルビルＢ204 06-6642-4158 

ホワイティ梅田店 大阪市北区角田町梅田地下街 2-4ホワイティ梅田ノースモール 1 06-6365-6768 

天神橋筋四丁目店 大阪市北区天神橋 4-8-27 06-6360-4668 

中津店 大阪市北区中津 1-5-1 06-6371-1261 

ドーチカ店 大阪市北区堂島 1丁目堂島地下街 8号 06-6343-9800 

難波 4丁目本店 大阪市中央区難波 4-2-11 本社ビル 1F 06-6631-5515 

難波和華蘭店 大阪市中央区難波 4-2-11 本社ビル 2F 06-6643-0020 

心斎橋店 大阪市中央区心斎橋 1-3-9 中央軒心斎橋ビル 06-6251-8488 

なんばウォーク西店 大阪市中央区難波 2なんばウォーク 1-4なんばウォーク 1番街 06-6213-1040 

なんばウォーク東店 大阪市中央区千日前 1丁目 虹のまち 5-8なんばウォーク 3番街 06-6212-1188 

千日前店 大阪市中央区千日前 11-2 06-6641-9008 

京阪天満橋店 大阪市中央区天満橋京町 1-1パナンテ京阪天満橋 06-6941-8368 

満海 料飲食店 大阪市福島区大開 1-13-31 06-6468-5700 

長崎県平戸港 料飲食店 大阪福島酒場 大阪市福島区福島 2-6-7 06-6454-3080 

大阪天満酒場 大阪市北区天神橋 4-12-4 06-6809-1940 

㈱ジャパンウエスト 販売店 大阪市福島区野田 1-1-86 大阪市中央卸売市場関連棟 49 06-6469-7058 

新町なみなみ 料飲食店 大阪市西区新町 1-9-14 丸勝ビル 1F 06-6534-1566 

天然活魚料理 和おん 

和おん HANARE 靱本町店 
料飲食店 

大阪市中央区本町 4-8-6 06-6241-1138 

大阪市西区靭本町 2丁目 6-13 06-6443-2060 

地酒蔵 大阪 料飲食店 大阪市浪速区難波中 2-8-80 小西ビル 1F 06-6630-7039 

家庭料理 壱岐 料飲食店 大阪市淀川区東三国 1-20-5 06-6399-5546 

じもの家 販売店 大阪市東淀川区柴島 2-22-7 06-6770-9481 

炭味家えびす丸 料飲食店 大阪市北区梅田 1-1-3-B200 大阪駅前第 3 ビル地下 2F 06-6442-4780 

長崎亭 料飲食店 大阪市北区梅田 1-1-3-B200 大阪駅前第 3 ビル地下 2F 06-6344-1880 

壱岐の家 料飲食店 大阪市北区本庄東 2-2-22 090-1518-7416 

鶏家 たちばな 料飲食店  大阪市北区天神橋 3 丁目 11-5 06-6358-7379 

都島店 大阪市豊島区豊島本通 3丁目 22‐7 06-6955-8757 

大衆酒場 大旦那 料飲食店 大阪市北区天神橋 4 丁目 1-2 06-6881-2827 

二代目酒場大ダンナ 料飲食店 大阪市北区天神橋 5丁目 7‐3 06-6357-3366 

 

 

旬魚菜 よし田 

 

 

料飲食店 

南本町店 大阪市中央区南本町 2-1-15 ジコウビル B1 06-6263-0176 

北浜 大阪市中央区高麗橋 1-5-14 メゾンドール高麗橋 06-6202-5277 

淀屋橋 大阪市中央区伏見町 3-2-8 池芳ビル 06-6208-1780 

御堂筋 大阪市中央区本町 3-5-7 御堂筋本町ビル B1 06-6261-1278 

瓦町本店 大阪市中央区瓦町 1-5-11 ループビル B1 06-6204-1675 

道頓堀 治兵衛 料飲食店 大阪市中央区道頓堀 2-1-4 06-6211-0489 

対馬穴子や 料飲食店 心斎橋店 大阪市中央区心斎橋筋 2-2-10新日本三ツ寺ビル１Ｆ 06-6224-0762 

イオン SENRITO店 豊中市新千里東町 1-1-3 イオン SENRITO専門館 1F 06-6155-7303 

南せんば すし処築地 料飲食店 大阪市中央区南船場 4‐10‐13フクビル２F 06-6120-0141 

純中華料理 大鳳亭 料飲食店 大阪市中央区平野町 1丁目 7番 1号 高橋ビル B1 06-6229-2440 

鳥正 料飲食店 大阪市都島区片町 2-9-19 06-6356-4851 

笑談酒場たわけ 料飲食店 大阪市港区磯路 3丁目 1‐26 06-7506-8585 

ふるさと五島の味・小田茂信の店 料飲食店 豊中市本町 6-1-1 06-6849-7747 

ゆっくりどころ おっげ 料飲食店 茨木市東奈良 3-16-36 モリカズマンション１階 072-632-5439 

焼肉 薩摩 料飲食店 茨木市玉櫛 2丁目 22-16 072-633-1523 

幸龍苑 料飲食店 兵庫県神戸市中央区元町通 2-7-9 078-331-1225 

きんとん 料飲食店 神戸市中央区三宮町 1-8-1 さんプラザ B1 078-381-7036 

中華食堂 萬龍 料飲食店 神戸市中央区下山手通 4丁目 6-10 078-334-1948 

ちゅうか食堂 喜多樓 料飲食店 神戸市東灘区御影中町 1丁目 9-3 078-851-1647 

ラターブルド モンクール 料飲食店 西宮市段上町 1丁目 13-8 0798-51-7717 

長崎五島物産店 竹椿 販売店 宝塚市清荒神 3丁目 3-18 0797-75-7624 

五島列島 料飲食店 姫路市南町 5 モルティひめじＢ－４ 079-222-8887 

皿うどん・ちゃんぽん専門店まつお 料飲食店 京都市左京区浄土寺西田町 118 松尾ビル 1階 075-771-6345 

海女・漁師料理 対馬 料飲食店 京都市中京区壬生坊城町 66-4 050-5589-9084 

中国料理 ちゅん 料飲食店 京都市山科区御陵中内町 38 075-593-9204 

炭火焼肉 炎家 料飲食店 天理市嘉幡町 600-1 奈良健康ランド内 0743-64-1126  

 長崎和牛 

長崎和牛 


