2017 年 10 月 12 日
食べあるキング事務局

あの食の祭典が「東京モーターショー」に再び降臨！

『グルメキングダム 2017』全店舗が決定！
～「西麻布 けんしろう」「巨牛荘」などの人気店が、会場限定メニューで参戦～
2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 5 日（日）
、東京モーターショー会場内にて開催

SNS時代のグルメユニット「食べあるキング」は、2017年10月25日（水）から開催する「第45
回東京モーターショー2017」
（東京ビッグサイト：東京都江東区有明 3-11-1）において、会場全
体で展開するグルメイベントを総合プロデュースいたします。
「グルメキングダム2017」と題しまして、今回の東京モーターショー2017のテーマに合わせ、
“次世代”の野外グルメイベントを開催。西展示棟の屋上展示場で展開するメイン会場では、予約が
取れないお店やイベント初登場のお店など、14店舗の名店が参加するほか、会場全体では計22店
舗が自慢の料理を振舞います。

「食べあるキング」は、各ジャンルごとに精通した食べあるきの達人たちが集まる、SNS時代を
代表するグルメユニット。大人気のグルメエンターテイナー「フォーリンデブはっしー」をはじめ、
様々な食のジャンルで活躍するメンバーで構成される食べあるきオールスターズです。そんな「食
べあるキング」が、前回に引き続き、約80万以上の来場者を誇る日本最大級の催事「第45回東京
モーターショー 2017」の飲食エリアを手がけますが、このたび出店する全店舗が決定いたしまし
た。今回は、テレビでも多数取り上げられる予約が取りにくい肉の名店「西麻布けんしろう」や、
〆のプルコギ焼きうどんが多くのファンに支持される「巨牛荘」、そして本場のナポリピッツァを
認定する「真のナポリピッツァ協会」が初めて商業イベントに参戦するなど、注目の店舗が多数参
加します。食でモーターショーを盛り上げる「グルメキングダム 2017」にどうぞご期待ください。
■グルメキングダム 概要
名

称：

グルメキングダム 2017

会

場：

第 45 回東京モーターショー2017

会場内

（東京ビッグサイト/西展示棟 屋上展示場・東展示棟 屋外休憩エリア）
開催時期：

10 月 25 日（水）～11 月 5 日（日）

各日 10～20 時

＊10 月 25 日・26 日（プレスデー）、10 月 27 日（プレビューデー）、
および 10 月 28 日～11 月 5 日（一般公開日）の日曜は 18 時まで
出店店舗：

全22店舗（メイン会場［西展示棟 屋上展示場］14店舗）
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■出店店舗一覧（メイン会場［西展示棟 屋上展示場］
）
メイン会場に出店する、食べあるキングが厳選した人気店 14 店舗と東京モーターショー限定メニュ
ーをご紹介します。今までのグルメイベントとは一線を画する、次世代とも言える最高峰のクオリティ
です。メインディッシュからデザートまで、バラエティ豊かなラインナップをどうぞお楽しみに。
『西麻布 けんしろう』

メニュー：必殺‼けんしろうステーキ丼
高級焼肉割烹として西麻布の地に誕生した「けんしろう」
。その中で
唯一無二の料理として君臨するけんしろう焼きを丼として特別販
売。さらにメガ盛りメニューもあり！自信のある方は大食いチャレ
ンジも楽しんでください！
おすすめ：デカ盛りグルメ担当 もえのあずき
『巨牛荘』

メニュー：和牛プルコギ焼うどん
焼肉通の多い業界人を引き付け、“究極の焼肉屋”と絶賛される「巨牛
荘」が満を持して出店！和牛カルビの薄スライスを、秘伝の醤油ダ
レに漬け込んだ自慢の「プルコギ」
。その肉汁で仕上げた“名物”締め
の焼うどんがイベント初登場！
おすすめ：デートグルメ担当 スイーツ番長
『真のナポリピッツァ協会』

メニュー：黄金のマルゲリータ
ナポリに本部を置く「真のナポリピッツァ協会」は、イタリア政府
公認の伝統と格式のある団体です。商業イベント初出店。全国から
集まる人気ピッツァ職人が毎日薪窯で焼く、黄色いトマトを使った
黄金のマルゲリータが、ボーノ！
おすすめ：ナポリピッツァ担当 Jaffa
『中國菜 老四川 飄香(ピャオシャン)』

メニュー：本場四川の汁なし担担麺
あさイチでお馴染み、井桁良樹がオーナーシェフを務める四川料理
店。本場のスパイスが食欲そそる、名物「汁なし担担麺」と東京モ
ーターショー限定「汁あり担担麺」
。パクチーや温玉のトッピング、
痺れや辛さもお好みで調整できます。
おすすめ：激辛グルメ担当 金成姫
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『肉バル ゴリズキッチン』

メニュー：溢れる肉汁！ダブルパティのチーズバーガー
量り売りのステーキをカジュアルに提供する「肉バル ゴリズキッチ
ン」
。肉バルならではのボリューム感のある超粗挽き“ダブルパティ”
＆“ダブルチーズ”をこだわりのバンズでサンドしました。フライド
ポテトやドリンクもセットでお付けします。
オススメ：バル担当 すずきＢ
『格之進Nikutell』

メニュー：格之進メンチカツ熟成肉カレー
門崎熟成肉を気軽に、岩手食材をふんだんに取り入れた、ハンバー
グ、メンチカツが人気の肉ビストロ。黒毛和牛から創り出した調味
料「牛醤」入りの無添加の門崎熟成肉カレーに、メンチカツをトッ
ピングしております。
オススメ：カレー担当 はぴい
『麺屋宗』

メニュー：金色香味塩らぁ麺
日本一に輝いた塩ラーメン！全国のラーメンイベントで数々の記録
を塗替えた人気店。鶏と魚介の旨味をとじこめたスープに、こだわ
りの塩をブレンドした、スッキリとしながらも奥行きのある至福の
一杯。炙りチャーシューも！
おすすめ：ラーメン担当 本谷亜紀
『EFE KEBAB』

メニュー：ケバブサンド
日本一美味しいケバブを決める「ケバブグランプリ」で3連覇達成
のすえ殿堂入り！！EFEの絶品ケバブです。ケバブ肉の仕込みから
ソースまでこだわりぬいた一品は、一度食べたらハマること間違い
なし。肉も野菜もたっぷり入っています！
おすすめ：B級グルメ担当 はんつ遠藤

『とらふぐ亭』

メニュー：極上のふぐうどん
国産高級とらふぐにこだわってきたとらふぐ専門店が提供するの
は、ふぐの出汁広がる“ふぐうどん”。ふぐの身、皮、そして出汁、素
材の旨味を存分に引き出した一杯。スパイスと秘伝のソースを絡め
た“ピリ辛ふぐ唐揚げ”もご用意しております。
おすすめ：和食担当 里井真由美
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『café 1886 at Bosch』

メニュー：ウィーン（ハムカツサンド）
・ポテト・ドリンク セット
自動車機器や電動工具のドイツ企業「ボッシュ」の直営カフェ。銀
座の名店「マルディ・グラ」和知徹シェフ監修のコーヒーカレーパ
ウダーがほんのりスパイシーなハムカツサンドをご用意。サクサク
&ジューシーな味わいです！
おすすめ：女子会グルメ担当 田中里奈
『Shangri-La's secret／シャングリラズ シークレット』

メニュー：秋香るキノコのブラックスープ
＆トリュフの和牛リゾット
イベント初登場のきのこしゃぶしゃぶ専門店。30種類の天然きのこ
をじっくり煮込んだブラックスープのリゾットに、六本木「金肉」
のA5ランク黒毛和牛をのせたコラボメニュー！ここでしか味わえ
ない、極上の旨み溢れる秋が詰まった逸品。
おすすめ：トレンドグルメ担当 はあちゅう
『神戸南京町 皇蘭』

メニュー：焼小籠包
「皇」は皇帝、「蘭」は花の中で最も優雅で気品の高さを表し、「味
の王様になってみたい」、「最高を極めた商品をご提供したい」との
願いを込め、こだわり点心を作る皇蘭。神戸南京町で育んだ技と伝
統の味、溢れ出す旨味スー プが詰まった「焼小龍包」をご賞味あれ！
おすすめ：餃子担当 塚田亮一
『職人のからあげ 華鳥』

メニュー：中津からあげ
からあげの聖地と言われる大分県中津の人気店。熟成ダレとオリジ
ナルペーストを配合し、子供が食べても辛いと言わない程度のにん
にくを利かせた味付けは、冷めても美味しくて食べ歩きにも最適！
その味を大分ではなく東京で！
おすすめ：旅グルメ担当 西村愛

『雪うさぎ』

メニュー：東京いちごみるく（かき氷）
かき氷ブームの火付け役が東京モーターショー限定メニューを考
案！果物の栄養素や風味を壊さずに加工したスイートピューレを使
用し、究極の苺シロップに仕上げました。自慢の自家製みるくもた
っぷりなふわっふわのかき氷です。
おすすめ：かき氷担当 あまいけいき
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■食べあるキングとは：食べあるきの達人たちが集まるグルメユニット
「食を通じて日本を元気に！」を合言葉に、食べ歩きの達人たちがオールスターチームを結成。発信
力のある約 30 名のメンバーによる、今までにない SNS 時代を代表するグルメユニットです。
テレビで冠番組を放映するなどのメディア活動に加え、農水省や企業とのコラボレーションによって、
楽しく美味しく盛り上がる「食の企画」を手掛けています。今回は、「グルメキングダム 2017」総合
プロデューサーのフォーリンデブはっしーをはじめ、メイン会場［西展示棟 屋上展示場］14 店舗のオ
ススメ担当者である食べあるキングメンバーをご紹介します。
ホームページ：http://www.tabearuking.com/
【メンバー紹介】

第45回東京モーターショー2017 グルメ総合プロデューサー

肉＆ごはん担当 フォーリンデブはっしー
肉を中心にごはんのオカズを求めて年間800軒以上を食べ歩く、グルメエ
ンターテイナー。執筆するブログとインスタグラムは、グルメ界トップク
ラスの人気。農水省の国産食材アンバサダーや、肉フェスの応援団長など
も務める。

デカ盛りグルメ担当

もえのあずき

アイドルグループ「バクステ外神田一丁目」、派生ユニット「エラバレシ」
のメンバーでありながら、テレビ東京「元祖！ 大食い王決定戦」にて爆
食女王戦3連覇を達成！
大食いアイドルとして様々なメディアで活躍中。

デートグルメ担当

スイーツ番長

強面のルックスとスイーツのギャップ、見識の深さと独自のスイーツ評が
耳目を集め、テレビ、ラジオ、新聞雑誌、WEBなどマルチメディアな活躍。
商品開発、プロデュースも手がける。

ナポリピッツァ担当

Jaffa

真のナポリピッツァ協会ナポリ本部公式ブロガー。これまでに3千枚を越
えるナポリピッツァを食べ歩き、ブログ「旨い！ナポリピッツァ」が人気。
TV等でピッツァの解説、ピッツァ職人コンテストでは審査員も務める。

5

激辛グルメ担当

金成姫

調理師免許と1級フードアナリストの資格を活かし、食や飲食店の情報を
メディアで発信したり、飲食コンサルタントとして活躍中。激辛料理を食
べられる特技を活かし、東京カレンダーWEB版で主に激辛グルメライター
としても活動中。

バル担当 すずきＢ
放送作家。1970年、静岡県生まれ。
「秘密のケンミンSHOW」
「ぷっすま」
「ペコジャニ」等、多くのグルメ番組を担当する他、雑誌「GG」で「死
ぬまで恋するレストラン」を連載中。著書に「浮気とは午前４時の赤信号
である」がある。

カレー担当 はぴい
フードジャーナリスト・ビデオブロガー。食に拘るライフスタイルブログ
「カレーですよ。
」は外食カレー記事中心に総記事数4700超。月刊誌、フ
リーペーパー、web等に連載執筆。著書に「カレーの本」等がある。

ラーメン担当 本谷亜紀
『女性が一人でもラーメンを食べる事の出来る世の中にしたい。』をモッ
トーに日々食べ 歩きをしている。大学時にテレビ朝日お願いランキング
にて「ラーメン女子大生」として活躍。取材軒数は 400店舗以上。

B級グルメ担当

はんつ遠藤

海外旅行雑誌のライターを経て、フードジャーナリストに。取材軒数は
9000軒を超える。
「週刊大衆」
「JAL」などで連載中。
「東京やきとり革命！」
(ポプラ社)など、著書27冊。上海ラーメンテーマパーク「拉麺競技館」名
誉館長も。
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和食担当 里井真由美
フードジャーナリスト。全国47都道府県をはじめ、着物で世界20カ国以
上食べ歩きグルメ誌に連載中。現在は農林水産省の食料・農業・農村政策
審議会委員を務め、国産食材を応援するアンバサダーとしても活躍中。

女子会グルメ担当

田中里奈

話題のファッション、美容、グルメについてSNSで情報発信し、幅広い世
代の女子から支持を集める読者モデル。Instagramフォロワー数30万人以
上。女子向けの商品開発やイベントをプロデュースするなど、「女子会グ
ルメ」のトレンドセッター的存在。

トレンドグルメ担当

はあちゅう

ブロガー・作家。ネットのトレンドを追いかけるのが趣味。外食好きでも
あり、訪問したお店は、ブログに載せる形でログを残している。また、世
界一周、海外在住経験があり、海外の食事情にも詳しい。

餃子担当 塚田亮一
餃子専門ブログ「東京餃子通信編集長」。
「餃子は完全食」のスローガンの
もと、全国の餃子専門店や ご当地餃子などこれまで1000軒以上の餃子を
食べ歩く。長年の研究からたどり着いた手作り餃子レシピも評判。

旅グルメ担当 西村愛
フード＆トラベルライター、ブロガー。島根県ふるさと親善大使、出雲観
光大使。サントリーやJALのWeb連載、地域に関する書籍執筆多数。また
自治体や団体で地域や旅に関するトークショーを行なっている。
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かき氷担当 あまいけいき
「365日 毎日2スイーツ」×10年間食べ続けた記録をブログやSNSに公開
し、スイーツ界を代表するトップブロガーとしてスイーツブームを牽引。
夏2ヶ月で300杯は食べ歩く程のかき氷マニアとしても知られる。

■「グルメキングダム 2017」

食べあるキングサイト

食べあるキングメンバーが「グルメキングダム 2017」の出店のメニューを紹介する特設サイトが本
日より公開となります。メンバーが厳選した 14 メニューの魅力をぜひご覧いただき、グルメキングダ
ムでのメニューを選ぶ際にお役立てください。
ホームページ：http://gourmet-kingdom.com

■「第 45 回東京モーターショー2017」 開催概要
名

称： 第 45 回東京モーターショー2017

会

場： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）

会

期： 10 月 27 日（金）～11 月 5 日（日）
プレビューデー：10 月 27 日（金）

12 時 30 分～18 時 00 分

一般公開日：10 月 28 日（土）～11 月 5 日（日）
10 時 00 分～20 時 00 分

月～土曜日（祝日含む）、

10 時 00 分～18 時 00 分（日曜日）
主

催： 一般社団法人 日本自動車工業会

テーマ：

「世界を、ここから動かそう。 BEYOND THE MOTOR」

オフィシャルサイト：

http://www.tokyo-motorshow.com/
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