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 地域の FC店舗と商品企画で協力・連携、アイディアを活かして商品化 

「ご当地バーガー」を全国 5地域で同時に限定発売 
販売開始に先立ち、一部店舗では全商品を販売  

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：櫻田 厚、本社：東

京都品川区）は、2010年 8月 24日（火）～10月中旬まで、全国を 5つの地域に分け、各地域の

FC店舗も商品開発に携わった「ご当地バーガー」を販売します。 

また、各地域での販売に先立ち、8月 19日（木）・20日（金）の 2日間、一部の店舗で、5地

区の商品すべて（全 6品）を販売します。 

販売エリア 販売商品・価格 

＜北海道・東北・新潟＞ 
北海道、青森、秋田、山形、
岩手、宮城、福島、新潟 
（1道 7県） 
店舗数：167店舗 

「ザンギバーガー」340円 
国産の鶏もも肉の一枚肉に醤油や生姜、にんにく
などで下味をつけ、米粉入りの衣でカラリと揚げ
て「北海道名物・ザンギ」に仕上げました。うま
くち醤油や仙台みそなどを合わせたマヨネーズ
ベースのソースとキャベツを合わせています。 

 

＜関東・甲信・静岡＞ 
群馬、栃木、茨城、埼玉、
東京、千葉、神奈川、山梨、
長野、静岡（1都 9県） 
店舗数：547店舗 

「ポークソテーバーガー生姜風味」360円 (*1) 

国産豚ロースの一枚肉を生姜風味のソテーにし、
その上にキャベツとマヨネーズをのせました。昔
懐かしい“東京下町の洋食屋さん”をイメージし
た味わいです。 

 

＜中京・北陸・関西＞ 
富山、石川、福井、岐阜、
愛知、滋賀、京都、三重、
奈良、大阪、和歌山、兵庫 
（2府 10県） 
店舗数：292店舗 

「イベリコ豚メンチカツバーガー」350円 
メンチカツには、スペイン産イベリコ豚の中でも
最高峰と言われるベジョータを使用しています。
赤身や脂身の比率、ミンチのサイズなどにこだわ
り、イベリコ豚の特徴である脂身の旨さを最大限
に引き出し、モスオリジナルのウスターソース、
とキャベツを合わせています。 

 

＜中国・四国・九州＞ 
鳥取、島根、岡山、広島、
山口、徳島、香川、愛媛、
高知、福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島 
（16県） 
店舗数：300店舗 

「明太
めんたい

とり天バーガー」340円 
国産の鶏むね肉の一枚肉を天ぷら風の衣でサッ
クリ揚げ、香り豊かな天つゆにくぐらせました。
大分名物の「とり天」をシャキシャキの千切りキ
ャベツと彩り鮮やかな明太風味のソースで、創作
料理風のハンバーガーに仕立てました。 

 

＜沖縄＞ 
沖縄 （1県） 
店舗数：20店舗 

「島野菜のピザドッグ ゴーヤー」320円 
「島野菜のピザドッグ トマト＆コーン」320円 
ジューシーなソーセージのホットドッグに沖縄
県産の素材（玉ねぎ、人参、島らっきょう、パイ
ナップル、イチョ―バーなど）を使用したオリジ
ナルのピザソースとクラッシュチーズをのせ、こ
んがり焼きました。 
トッピングは、ご当地ならではの豊見城産ゴーヤ
ーと、親しみやすいトマト＆コーンの 2種類から
選べます。 

 

  (*1)9月中旬まで。9月中旬からは、「ザンギバーガー」（340円）を販売する予定です。



 当チェーンでは、2007 年に FC 店舗との連絡や指導にあたるスーパーバイザー（店舗指導員）

を、それまでの 53名から 92名へと大幅増員し、個店単位の営業力・販促力のさらなる強化に努

めてきました。 

またモスバーガーチェーンには、全国のモスバーガーFC店主体の任意団体「モスバーガー共栄

会」（1980 年設立）があります。FC 店と本部とが共に栄えること（＝共栄）を目指すもので、

店舗同士や本部が密接な連携を取り、情報交換、モラール（士気）アップに寄与する場として、

重要な役割を担っています。 

一般的なフランチャイズチェーンの形である本部と FC 店舗の縦のつながりのみならず、FC 店

舗同士の横のつながりも活かす当チェーンの組織力は、日本生まれのフランチャイズチェーンと

しての強みでもあります。今年度は「現場力の強化」を目標に掲げ、こうしたチェーン組織を活

かした人材育成プログラムを本格導入しています。 

 

「ご当地メニュー」によるエリア別キャンペーンの一斉展開も、

この強みを商品開発などに活かすもので、2008年に初めて展開して

以来、今年で 3年めとなります。 

今回の「ご当地バーガー」の開発にあたっては、地域の FC 店舗

の代表も参画して意見交換を行い、その地域ならではの名物や特産

品の活用や、地元のお客さまに喜ばれるメニューづくりに向けて連

携を取りながら進めました。 

 

さらに今回は、こうした力作である地域限定商品を、全商品まと

めて一部期間、一部店舗で先行発売します。地域限定商品が一度に

味わえる取り組みは、当社としても初めての試みです。これにより、

居ながらにして「モス日本全国うまいものめぐり」がお楽しみいた

だけます。 

 

また、本キャンペーンと同時期、沖縄産のシークワーサーを使ったさわやかな新ドリンク  

「シークワーサードリンク」（Sサイズ 210円、Mサイズ 270円、Lサイズ 310円）も販売します。    

※一部、販売しない地域もあります。 

 

 

モスフードサービスでは、「人間貢献・社会貢献」の経営理念のもと、「おいしさ、安全、健

康」にこだわった商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んで

います。顧客の高い満足を得るため、今後も“全チェーン経営”をキーワードに、「強い現場力」

を目指す積極的な店舗運営を進め、「食を通じて人を幸せにすること」を実現してまいります。 

 

 

＜この件に関する問い合わせ先＞ 

株式会社モスフードサービス 広報 IRグループ  TEL. 03-5487-7371 FAX. 03-5487-7310 

〒141-6004  東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 4F 

http://www.mos.co.jp  E-mail. pr@mos.co.jp 

※ 本資料中の価格は全て税込です。 

 
【キャンペーン共通テーマ】 

http://www.mos.co.jp/
mailto:pr@mos.co.jp


 

＜「ご当地バーガー」の概要＞ 

【北海道・東北・新潟】 

■商品名・価格 ：「ザンギバーガー」（340円） 

■販売期間 ：2010 年 8月 24日（火）～10月中旬 

■販売地域 ：北海道、東北・新潟エリアのモスバーガー （一部店舗除く） 

■販売店舗数 ： 

県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 

北海道 57 青森 14 岩手 12 秋田 8 

宮城 21 山形 13 福島 18 新潟 24 

      合計 167 

 

【関東・甲信・静岡】 

■商品名・価格 ：「ポークソテーバーガー生姜風味」（360円） 

■販売期間 ：2010 年 8月 24日（火）～9月中旬 (*1) 

■販売地域 ：関東、甲信、静岡エリアのモスバーガー （一部店舗除く） 

■販売店舗数 ： 

県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 

群馬 28 栃木 21 茨城 23 埼玉 79 

東京 172 千葉 53 神奈川 88 山梨 12 

長野 29 静岡 42   合計 547 

(*1)9月中旬からは、「ザンギバーガー」（340円）を販売する予定です。 

 

【中京・北陸・関西】 

■商品名・価格 ：「イベリコ豚メンチカツバーガー」（350円） 

■販売期間 ：2010 年 8月 24日（火）～10月中旬 

■販売地域 ：中京・北陸・関西エリアのモスバーガー （一部店舗除く） 

■販売店舗数 : 

県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 

愛知 86 富山 12 滋賀 5 大阪 71 

岐阜 21 石川 9 京都 11 和歌山 8 

三重 17 福井 5 奈良 10 兵庫 37 

 合計 292 

 

【中国・四国・九州】 

■商品名・価格 ：「明太
めんたい

とり天バーガー」（340 円） 

■販売期間 ：2010 年 8月 24日（火）～10月中旬 

■販売地域 ：中国・四国・九州エリアのモスバーガー （一部店舗除く） 

■販売店舗数 ： 

県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 県名 販売店舗数 

鳥取 9 山口 12 高知 7 熊本 23    

島根 10 徳島 10 福岡 77 大分 19 

岡山 20 香川 7 佐賀 11 宮崎 16 

広島 32 愛媛 14 長崎 16 鹿児島 17 

      合計 300 

 



【沖縄】 

■商品名・価格  ：「島野菜のピザドッグ ゴーヤー」（320円） 

     「島野菜のピザドッグ トマト＆コーン」（320円） 

■販売期間  ：2010年 8月 24日（火）～10月中旬 

■販売地域・店舗数：沖縄エリアのモスバーガー 20店舗 

 

 

＜新ドリンクメニュー＞ 

 

■商品名・価格 ：「シークワーサードリンク」 

  （Sサイズ 210円、Mサイズ 270円、Lサイズ 310円） 

■販売期間   ：2010年 8月 24日（火）～10月中旬 

■商品特徴   ：沖縄産のシークワーサーを使用しました。残暑の疲れを癒す、       

すっきりさわやかな味に仕上げています。 

※一部、販売しない地域もあります。 

 

 

 

＜全商品の先行発売について＞ 

 

■発売期間  ： 2010年 8月 19日（木）～8月 20日（金） 

■商品名・価格： 「ザンギバーガー」（340円） 

  「ポークソテーバーガー」（360 円） 

  「イベリコ豚メンチカツバーガー」（350円） 

  「明太
めんたい

とり天バーガー」（340円） 

  「島野菜のピザドッグ ゴーヤー」（320円） 

  「島野菜のピザドッグ トマト＆コーン」（320円） 

■販売店舗    : 大崎カフェ店（東京）、四条河原町店（京都） 

        ※同店舗で、8 月 17 日（火）・18 日（水）の 2 日間、「モスの携帯サイト」     

会員限定の先行販売も行います。 

 

※本資料中の価格は全て税込です。 

 


