
2017年 2月 21日 

Ref.17-0221-074 

 

モスダイニングで熊本県産食材を使用した 

コラボメニューを提供 
～3月 1日（水）から 1か月間、復興支援「ブラボー！くまもと」グルメフェアを開催～ 

 
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：中村 栄輔、本社：

東京都品川区）の 100％出資子会社である株式会社モスダイニングは、2017年 3月 1日（水）～3

月 31 日（金）までの 1 か月間、「あえん」3 店舗、「GREEN GRILL（グリーングリル）」全 2 店

舗、「chef’s V（シェフズブイ）」全 2店舗で熊本県産の食材を使用したコラボメニューを期間

限定で提供する「ブラボー！くまもと」グルメフェアを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ブラボー！くまもと」グルメフェアは、熊本に数多くあるおいしい食材に注目し、食を通じ

て多くの方に熊本をお届けする機会の創出と、熊本県の復興支援を目的として開催します。「あ

えん」「GREEN GRILL」「chef’s V」それぞれの店舗でオリジナルの新メニューを販売します。 

モスフードサービスは、これまでも、モスファームの設立（県内 2 ヶ所）や地元食材を使用し

た商品を開発しモスバーガー店舗での販売、また直近では、中国（広東省、上海市、福建省、江

蘇省）、タイ、シンガポール、香港などアジア地域の 4 つの国と地域で「くまモンのライスバー

ガー（焼肉）」を期間限定で販売するなど熊本県とは関わりが深く、グループ会社のモスダイニ

ングでも創業当時から、熊本県産の味噌や醤油を使用しています。今後も、熊本県と連携し地元

食材を活用した取り組みを進めていく予定です。 

なお今回、抽選で 100 名の方に対象メニューの無料ランチ券が当たるキャンペーンや、コラボ

料理写真を投稿すると、熊本の旅が当たるグルメフォト SNS投稿キャンペーンも実施いたします。 

 

【くまもとグルメ御膳】 

販売店舗：あえん 自由が丘店、伊勢丹会館店、目白店 

【くまもとグルメプレート】 

販売店舗：GREEN GRILL（グリーングリル）北千住マルイ店 

【くまもとグルメプレート】 

販売店舗：chef’s V（シェフズブイ）横浜ランドマークタワー店 

店 



＜コラボメニューについて＞ 

あえん 

店
舗 

自由が丘店、伊勢丹会館店、目白店 

メ
ニ
ュ
ー
名 

くまもとグルメ御膳 

 

阿蘇香心ポークと 

くまもとの有機野菜  

麦味噌豚汁 

 

小森ファーム 2番花房の 

プレミアムトマトとデコポ

ンのサラダ仕立て 

浜田醤油ひしおの恵みバル

サミコソース 

みやび鯛塩麹漬けと 

くまもと野菜  

生海苔のあんかけせいろ蒸し  

ゆず胡椒添え 

価
格 

1,880円 734円 734円 1,382円 

提
供 

ランチ（1日限定 20食） ディナー ディナー ディナー 

画
像 

    
  

内
容 

「みやび鯛塩麹漬けとくま

もと野菜 生海苔のあんか

けせいろ蒸し ゆず胡椒添

え」を含む 5品をご用意し

ています。 

香心ポークは煮込む前に炙

り、香ばしくさっぱりと仕

上げました。野菜の出汁が

熊本産の麦味噌に溶けだし

た、やさしい一品です。 

濃厚で甘い「まいひめフル

ーツトマト」をデコポンと

合わせました。素材の美味

しさを楽しむ、さわやかな

一品です。 

みやび鯛と熊本の伝統野菜を

せいろで蒸した一品。ほのか

に海苔が香る優しい味付に仕

上げました。下村婦人会さん

手作りの香り高いゆず胡椒と

の相性バツグンです。 

熊
本
県
産
食
材 

古代米・こめざんまい（赤

米・黒米・緑米・玄米）・

ばってん茄子 

香心ポーク・じゃが芋・人

参・麦味噌・水田ごぼう・

大根・玉ねぎ 

フルーツトマトまいひめ物

語、デコポン、赤大根、セ

ロリ、紫からし菜、ひしお

の恵み バルサミコ、オイル

ビネガー 

みやび鯛、赤茄子、ラディッ

シュ、カブ、生海苔、ゆず胡

椒 

 

GREEN GRILL（グリーングリル） 

店
舗 

北千住マルイ店 渋谷店 

メ
ニ
ュ
ー
名 

くまもとグルメプレート 野菜のデリ＆サラダバー 香心ポーク肩ロースのグリル 

価
格 

1,480円 980円 1,480円 

提
供 

ランチ（1日限定 10食） ランチ ランチ 

画
像 

 

  
 

内
容 

まいひめトマトジュース、香心ポーク

のポワレ、熊本野菜のミネストロー

ネ、阿蘇の赤米を使用したご飯など 

熊本のおいしさがギュッと詰まった

プレートです。 

熊本県産食材をふんだんに取り入れ

た、1回限り盛り放題のサラダバーで

す。 

ランチのメインディッシュには、やわ

らかく甘みのある香心ポークを 

シンプルにグリルした一品を用意し

ました。ソースは２色のゆず胡椒で、

見た目も彩りよく仕上げました。 

熊
本
県
産
食
材 

里芋、ラディッシュ、人参、じゃが芋、

赤大根、フルーツトマトまいひめ物

語、カブ、デコポン、香心ポーク、水

田ごぼう、阿蘇の赤米、バルサミコ醤油 

里芋、ラディッシュ、人参、じゃが芋、

赤大根、フルーツトマトまいひめ物

語、カブ、デコポン 

香心ポーク、ゆず胡椒、フルーツトマ

トまいひめ物語 



 

【食材の主な産地・生産者】 

食材 産地・生産者 食材 産地・生産者 

フルーツトマトまいひめ物語 小森ファーム セロリ 小川町 うきうき森田農場 

人参 益城町 園川様 大根 天草市 KO菜園 

里芋 小川町 うきうき森田農場 じゃがいも 天草市 KO菜園 

玉ねぎ 
熊本市西区 子出藤様 

天草市 馬場様 
ラディッシュ 

天草市 馬場様 

肌美和株式会社アグリ事業部 

カブ 
植木町 千紫万紅農園 

天草市 馬場様 

香心ポーク、阿蘇の赤米、 

阿蘇の八穀米、阿蘇の雑穀米 
南阿蘇オーガニック・トスカーナ 

水田ごぼう 菊地市 山口様 麦味噌 浜田醤油 

紫からし菜 
天草市 馬場様 

南阿蘇オーガニック 
デコポン 植木町 ハナウタカジツ 

赤大根 
小川町 うきうき森田農場 

南阿蘇オーガニック・トスカーナ 
みやび鯛 天草市 坂田水産 

ゆず胡椒 ／ 下村婦人会    

 

chef's V（シェフズブイ） 

店
舗 

横浜ランドマークタワー店 丸ビル店 

メ
ニ
ュ
ー
名 

くまもとグルメプレート 

香心ポーク豚バラポワレ  
まいひめトマトとデコポン・ 

水田ごぼうのサラダ仕立て   

バルサミコ醤油ソース 

まいひめトマトパスタ まいひめトマトピザ 

価
格 

1,280円 1,490円 1,274円 1,058円 

提
供 

ランチ（1日限定 10食） ディナー ディナー ディナー 

画
像 

  

    

内
容 

香心ポークのポワレ、熊本

野菜のミネストローネ、 

阿蘇の赤米を使用したご飯

など熊本のおいしさがギュ

ッと詰まったプレートで

す。 

まいひめトマト、デコポン

の甘味と酸味が香心ポーク

のうまみを引き立てる一品

です。水田ごぼうは、薄く

スライスしたものと大ぶり

にカットしたものの２種類

の歯ごたえをお楽しみくだ

さい。 

甘みの強いまいひめトマト

を使用したソースは濃厚な

味わい。トッピングには軽

くソテーしたまいひめトマ

トをたっぷり乗せ、まいひ

めトマトのおいしさを味わ

い尽くす一品に仕上げまし

た。 

シンプルな調理法で、まい

ひめトマトの甘みが引き立

つ一品です。まるでデザー

トピザのような、さわやか

な甘さをお楽しみいただけ

ます。 

熊
本
県
産
食
材 

里芋、ラディッシュ、人参、

じゃが芋、赤大根、フルー

ツトマトまいひめ物語、カ

ブ、デコポン、香心ポーク、

水田ごぼう、阿蘇の赤米、

バルサミコ醤油 

フルーツトマトまいひめ物

語、デコポン、水田ごぼう、

香心ポーク、バルサミコ醤油 

フルーツトマトまいひめ物語 フルーツトマトまいひめ物語 

＜ゆず胡椒製造風景＞ 



＜「ブラボー！くまもと」グルメフェア 概要＞ 

■販売期間   ：2017年 3月 1日（水）～3月 31日（金） 

■販売店舗    ：「あえん」3店舗／自由が丘店、伊勢丹会館店、目白店 

         「GREEN GRILL（グリーングリル）」全 2店舗／北千住マルイ店、渋谷店 

         「chef’s V（シェフズブイ）」全 2店舗／横浜ランドマークタワー店、丸ビル店 

■内容     ：熊本県産の食材を使用した、各店舗オリジナルメニューを販売する。 

＜キャンペーン概要＞ 

■開催名   ：グルメフェアランチ 100食無料キャンペーン 

■応募期間  ：2017年 2月 24日（金） 12：00～24：00 

■応募受付  ：熊本県の特設サイト 「ブラボー！くまもと」応募フォームで受付 

        http://www.kininaru-k.jp/2016/bravo-kumamoto/ 

■当選発表  ：当選者はチケットの発送をもって発表 

■無料チケット：「chef’s V（シェフズブイ）丸ビル店」を除く販売店 6店舗 

 対象店舗 

 

■開催名   ：グルメフォト SNS投稿キャンペーン 

■応募期間  ：2017年 3月 1日（水）～15日（水） 

■応募方法  ：対象料理の写真を撮影し、ハッシュタグ「＃ブラボーくまもと」と店名のハッシュ 

タグをつけて SNS（Fecebook、Instagram、Twitter）に投稿する。 

■当選発表  ：当選者には、熊本県の公式アカウントよりダイレクトメッセージでお知らせ 

 

＜株式会社モスダイニング 会社概要＞ 

■商号     ：株式会社モスダイニング 

■本社所在地  ：〒141-6004  東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower  4F 

■代表者    ：代表取締役会長 友成 勇樹 

         代表取締役社長 清水 教明 

■設立年月日  ：2007年 3月 2日 

■店舗     ：あえん 7店舗 ／シェフズブイ 2店舗 ／グリーングリル 2店舗 

あえんおそうざい 1店舗 （2017 年 1月末現在） 

 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

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. 03-5487-7389 

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

＜お客様からのお問い合わせ先＞ 

 お客様相談室 TEL.0120-300900 

※本資料中の価格は全て税込です。 

 

http://www.kininaru-k.jp/2016/bravo-kumamoto/

