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カニの水揚げ量日本一を誇る「蟹取県」こと鳥取県は、本日、六本木ヒルズ大屋根プラザにて「～蟹取県へウェルカ

ニ！in 六本木ヒルズ～とっとり“冬の味覚”物産展＆レストランフェア メディア発表会」を開催いたしました。 

『とっとり“冬の味覚”物産展＆レストランフェア』は、鳥取の特産品・観光を首都圏に PR する目的で行うもので、六本

木ヒルズでの開催は今回が初めてとなります。 

イベントでは、鳥取県が毎年カニシーズンに実施する『蟹取県ウェルカニキャンペーン』の PR 大使を務める『蟹バレルーヤ』

ことガンバレルーヤ（まひるさんが大山町出身）が、平井伸治鳥取県知事と、松葉がにをはじめとした鳥取県の特産品の

魅力を語りました。平井知事から『蟹バレルーヤ』のお 2 人に蟹取県 PR 大使の活躍へのご褒美として、釣れたらお持ち帰

り OK の活き松葉がに釣り体験と、『Roppongi Hills×鳥取県 冬の味覚レストランフェア』に参加する六本木ヒルズのフ

レンチレストラン『ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション』のスペシャルコラボメニューをサプライズプレゼント。次々に登場するご褒美

にやや面食らいつつも、『蟹バレルーヤ』として松葉がにの大きさや美味しさなど、魅力をしっかりアピールしました。 

そしてトークセッションには、今年の夏、ボクシング女子フェザー級で金メダルを獲得し日本中を笑顔にした、入江聖奈選

手（米子市出身）が登場。世界を舞台に活躍する中で改めて感じる鳥取県のいいところは「変わらないというところにす

ごく安心感がある」とし、友人におすすめしたい鳥取の観光スポットなどを話してくださいました。 

最後には平井知事、『蟹バレルーヤ』、入江聖奈選手がそろって、「かえる カニ得る 蟹取県」「蟹取県へウェルカニ！」

と PR しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 蟹取県へウェルカニ！in 六本木ヒルズ ～ 

とっとり“冬の味覚”物産展＆レストランフェア メディア発表会開催 

11 月 19 日（金）＠六本木ヒルズ 大屋根プラザ 

鳥取県出身 ボクシング女子金メダリスト 入江聖奈選手 

「鳥取の魅力は変わらない安心感」 

ガンバレルーヤが鳥取食材×ジョエル・ロブションコラボメニューに舌鼓 

＜開催レポート＞ 

報道関係者各位 
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【メディア発表会 開催概要】 

「～蟹取県へウェルカニ！in 六本木ヒルズ～ とっとり“冬の味覚”物産展＆レストランフェア メディア発表会」 

日時 ：2021 年 11 月 19 日（金）11:45～12:20 

場所 ：六本木ヒルズ 大屋根プラザ 

登壇者 ：鳥取県知事 平井伸治、入江聖奈選手（日本体育大学/ボクシング女子フェザー級金メダリスト）、 

ガンバレルーヤ(吉本興業所属)  

主な内容：ガンバレルーヤによる観光物産展 PR（活き松葉がに釣り体験）、 

レストランフェア PR（「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」スペシャルメニュー試食）、 

平井知事と入江聖奈選手・ガンバレルーヤのトークセッション  

 

【登壇者コメント】 

◆ガンバレルーヤまひるさん 

私にとっては地元が一番のパワースポットと言いますか、鳥取は、本当にいいパワーを

くれる大事なところです。なんと言っても鳥取の良さは、私たちを見ていただいたらわか

るように「人柄」ですよね(笑) 

鳥取には蟹をはじめとして、他にも美味しいものがたくさんあります。ぜひ足を運んで

いただいて、鳥取の魅力をたくさん味わって、明日からまた蟹ばっていただけたらなと

思うので、ぜひ皆さん鳥取にお越しください！ 

 

◆ガンバレルーヤよしこさん 

知事とお会いするときは毎回美味しいものを食べさせてもらえるので、今日を楽しみ

にしてました！ 

蟹は美味しいですし、他にも美味しいものがいっぱいあるのが鳥取県です。他県民か

ら見ても、素晴らしい県民性と素晴らしい食べ物がたくさんあります。ぜひみなさん鳥

取に遊びにきてみてください。 

 

◆入江聖奈選手（日本体育大学/ボクシング女子フェザー級金メダリスト） 

鳥取県のおすすめスポットは米子市の米子城跡の頂上です。鳥取県が一望できて

すごくきれいでおすすめです。友人にも登ってもらいたいと思います！ 

大学一年生で東京に進学して、改めて思ったんですけど、鳥取に帰る度、変わらな

いというところにすごく安心感があります。常に故郷がそこにあるという感じでうれしく、

安心します。今日はすごく楽しくて思い出になりました。 

 

◆鳥取県知事 平井伸治 

鳥取県は「蟹取県」に改名させていただきました。なぜかと申し上げますと、鳥取県

は、蟹の水揚げ量が全国ナンバーワンなんです。11 月の 6 日からは、いよいよ松葉

ガニ漁が始まりました。 

この度、カニをはじめとする 100 を超える鳥取県の美味しいものが集結した観光物

産展や、六本木ヒルズ内の 13 の名店と鳥取県産の自慢の食材がコラボしたレスト

ランフェアを、初めて六本木ヒルズで開催します。レストランフェアでは、ご飲食いただ

いた方には特産品が当たるという食べて美味しい・当たって嬉しいキャンペーンですの

で、是非皆様に召し上がっていただきたいと思います。 

最後に、鳥取には（入江選手のお好きな）かえるもカニも沢山おります。「かえる 

カニ得る 蟹取県」でございます。是非皆さま、蟹取県にお越しいただければと思いま

す。 
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『とっとり“冬の味覚”物産展＆レストランフェア』 開催概要 

 

■観光物産展 

・日時：11 月 19 日（金）13 時～20 時、11 月 20 日（土）11 時～20 時 

・場所：六本木ヒルズ大屋根プラザ（東京都港区六本木 6-10-1） 

・内容： 

○活き松葉がに釣り体験 

水揚げされたばかりの活きた松葉がにを鳥取から直送。１回 1 万円（税込）で 

「活き松葉がに釣り」を体験でき、その場で茹でたものをお持ち帰りいただけます。 

○特産品の販売 

名産品の砂丘らっきょう、鯖寿司、とうふちくわ、かにみそバーニャカウダなどカニを贅沢に使った商品、幻の酒米 

「強力」でつくった地酒、新ブランド米「星空舞」など、鳥取のおいしい特産品を 100 点以上販売します。 

○カニ汁の販売 

○鳥取砂丘で体験できる宇宙 VR 体験 

○観光 PR ブース 

 

■レストランフェア 「Roppongi Hills × 鳥取県 冬の味覚」 

・期間：11 月 19 日（金）～12 月 2 日（木） 

・場所：六本木ヒルズ内の飲食店 13 店舗 

・内容：六本木ヒルズ内のレストランで本フェアのために考案された、 

鳥取県産食材を使用したスペシャルなメニューを提供します。 

・使用食材：松葉がに、親がに、紅ズワイガニ、鳥取和牛、とっとりジビエ、 

ブランド米「星空舞」、乳製品（大山乳業）など 

・開催店舗： 

小割烹 おはし（和食）、澄まし処 お料理 ふくぼく（日本料理）、 

ぴんとこな（寿司）、串の坊（串揚げ/串カツ）、天蒼々（天ぷら）、 

六本木 Kappou ukai（割烹料理）、六本木うかい亭（鉄板料理）、 

レグリス（プレミアムビストロ）、老四川 飄香小院（四川料理）、 

毛利 サルヴァトーレ クオモ（イタリアン）、KOREAN BBQ 水剌間（韓国料理）、 

ビキニ シス（スペイン料理）、ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション（フレンチ） 

※メニュー提供時間は各店舗により異なります。 

 

鳥取県 冬の味覚プレゼントキャンペーン (応募期間：11/19(金)～12/5(日)) 

鳥取県とコラボしたスペシャルメニューをご注文いただいた方の中から抽選で 30 名様に、 

松葉がにや鳥取和牛オレイン 55 など鳥取県自慢の特産品をプレゼントします。 

 

 

詳しくは六本木ヒルズ HP 特設ページでご確認ください。

https://www.roppongihills.com/events/2021/11/007829.html 
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【蟹取県ウェルカニキャンペーン】 

 

「カニの水揚げ日本一」の鳥取県では、平成２６年度から毎年カニの 

漁期に県名を「蟹取県」と改名し、「蟹取県ウェルカニキャンペーン」 

を実施しています。本年が８年目となります。 

 

キャンペーンサイト：https://kanitoriken.jp/ 

 

= キャンペーンの概要 =     

（１）宿泊チャレンジ  

期間中、県内の対象宿泊施設（157 施設）に宿泊し、WEB 又は 

専用はがきで応募すると、「松葉がに」が毎月抽選で 100 名様、 

総計 400 名様に当たります。 

■開催期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 2 月 28 日（月） 

 

（２）＃とり旅診断 

いくつかの質問に答えるだけで、おすすめの鳥取旅が診断される 

「とり旅診断」の機能を蟹取県の公式サイト上に設置。診断内容を 

Twitter でシェアすると、抽選で 22 名様に「松葉がに」が当たります。 

■開催期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 2 月 28 日（月） 

  

（３）ウェブカニキャンペーン  

お家で鳥取県のカニを楽しみたい方々のために、オンラインショ 

ッピングモールの「47CLUB」及び「PayPay モール JU 米子高島屋店」 

にて、蟹取県のグルメを全国からお取り寄せいただける「蟹取県ウ 

ェブカニキャンペーン」を実施します。ご購入いただいた方の中か 

ら抽選で２７名様に、「松葉がに」をプレゼントします。  

■開催期間：2021 年 11 月 19 日（金）～2022 年 1 月 31 日（月） 

 

（４）ベジカニキャンペーン 

旬の県産野菜とカニ料理を組み合わせた「ベジカニメニュー」を 

県内の宿泊施設や飲食店で飲食しアンケートに回答すると、抽選で 

22 名様に蟹土産品をプレゼント。 

■開催期間：2021 年 1 月 15 日（土）～2022 年 2 月 28 日（月） 

 

（５）～みんなでつくるアニメーション～ カニメーションチャレンジ  

人気アニメーター今津良樹氏監修のもと、Twitter でキャラクター 

デザイン案の公開やアンケートを実施。皆様にいただいたコメントや 

アイディアをもとにアニメーション「カニメーション」動画を制作 

していく参加型企画。参加者には抽選で蟹土産品をプレゼント。 

近日動画公開予定! 

 

 

 

 


