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４．丸の内タニタ食堂第 2 弾 

（１）日時：平成 27 年 1 月 19 日（月）～24 日（土）（第２弾） 

（２）場所：丸の内タニタ食堂 

 東京都千代田区丸の内 3-1-1 丸の内国際ビルヂング 地下 1 階 電話：03-6273-4630 

（３）内容：えびのチリソース定食 

 

５．くまモンファン感謝祭、くまモン誕生祭 

（１）地域・日時： 

○くまモンファン感謝祭 2015 in TOKYO 平成 27 年 1 月 24 日（土）、25 日（日） 

○くまモンファン感謝祭 2015 in OSAKA 平成 27 年 2 月 7 日（土）、8 日（日） 

○くまモンファン感謝祭 2015 in Fukuoka 平成 27 年 2 月 21 日（土）、22 日（日） 

○くまモン誕生祭 2015（熊本）    平成 27 年 3 月 12 日（木）～15 日（日） 

（２）内容：「くまモン４Ｕメソッド」の披露等 

 

６．くまもとの赤 うまかモンフェア in TOKYO 

（１）期間：平成 27 年 2 月 1 日（日）～15 日（日） 

（２）場所：銀座を中心としたレストラン等 20店舗以上で実施予定（調整中） 

（３）内容：「くまもとの赤」ブランド食材を活かした店舗オリジナルメニューの提供 

 

７．くまもとの赤い宝試食会 

（１）日時：平成 27 年 2 月 9 日（月）17:00～19:00 

（２）場所：「リビエラ青山」東京都港区南青山 3-3-3 

（３）内容：流通業界、外食産業関係者を招待し、“くまもとの赤”ブランドを中心とした料

理等の試食会を実施。 

（４）その他：小泉武夫氏（くまもと「食」・「農」アドバイザー）の講演も予定 

 

８．国内最大級の展示商談会でのイメージ発信 

（１）日時：平成 27 年 2 月 10 日（火）～12 日（水）10:00～17:00 

（２）場所：「東京ビッグサイト」東京都江東区有明 3-11-1 

（３）内容：第 49 回スーパーマーケット・トレードショーに「くまもとブース」を出展。 

 

※３~８のイベントの詳細は、別途報道資料を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県知事公室広報課 平、濱田 

（直通電話 ０９６－３３３－２０２７） 

（代表 ０９６－３８３－１１１１ 内３１３３） 

（ＦＡＸ  ０９６－３８６－２０４０） 

●お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先 


