
 

 

 

 

見て、食べて、体験して、多摩の魅力を新発見！ 

多摩の魅力発信イベント「多摩の超文化祭」を開催します！ 

多摩地域の様々な魅力を新発見できる多摩の魅力発信イベント「多摩の超文化祭」を

多摩地域の３０市町村とともに開催します。 

多摩地域ならではのご当地グルメの提供、特産品の販売をはじめ、観光スポットの紹介

や多摩の豊かな自然を体験できるイベントなど、幅広い世代が楽しめる内容をご用意して

おります。是非、多摩の魅力を体感しにきてください。 

 

イベントの概要 

◇ 日  時  令和元年１１月１５日（金曜日）午前１０時から午後４時 

令和元年１１月１６日（土曜日）午前９時から午後４時 

◇ 会  場  豊洲市場６街区 屋外スペース（江東区豊洲６-５-５） 

◇ アクセス  新交通ゆりかもめ 市場前駅より徒歩１分 

◇ 入 場 料  無料 

◇ 主  催  東京都、多摩３０市町村（八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青

梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、

東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、

東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西

東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町） 

◇ 共  催    島しょ９町村（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島

村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村） 

◇ 後  援  東京都市長会、東京都町村会、多摩観光推進協議会、 

        公益財団法人東京都島しょ振興公社 

◇ 主な内容  多摩地域のご当地グルメの提供、特産品の販売、観光ＰＲ、各種体験

型イベント、ステージイベント等を開催（詳細は別紙をご覧ください） 

◇ そ の 他  本イベントの詳細は「多摩の魅力発信プロジェクト」ＨＰにて掲載い

たします。（ＵＲＬ https://tama120.jp/ ） 

 

【問合せ先】 

東京都総務局行政部振興企画課 

電話：０３－５３８８－２４４３ 

多摩の魅力発信イベント事務局 

電話：０３－３４３３－０６８７ 

令和元年 10 月 25 日 

総 務 局 

東京都庁記者クラブ、立川市政

記者クラブ、青梅・西多摩記者

クラブ 同時発表 

https://tama120.jp/


多摩地域の市町村が大集合！ 

多摩発オリジナルご当地グルメ ＆ 多摩産特産品の販売 

市町村からの出展による多摩地域ならではのご当地グルメ、 

酒類、魅力的な特産品の販売などを行います。 

別 紙 

市町村名 主な内容 市町村名 主な内容

 昭島市 たい焼きじゃないよ「くじら焼き♪」  福生市
福生市のご当地グルメ「福生ドッグ」

たっけー☆☆のオリジナルグッズ

 調布市 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪焼き  東大和市
うまかんべぇ～祭ｸﾞﾙﾒｺﾝﾃｽﾄ第１位！
チーズたっぷり!!東大和カルツォーネ!!

 町田市
まちだの名産品｢淹れたてのティコー

ヒー(15日)｣｢ソーセージお宝盛り(16日)｣
 東久留米市

幻の小麦の『柳久保ﾗｰﾒﾝ!』ﾗｦﾀ様必食!
三河屋製麺とのｺﾗﾎﾞ麺! （16日限定）

 小金井市 地元のお肉屋さんのホットドッグ！  武蔵村山市
自家牧場のミルクを使った
手作りアイスクリーム☆

 東村山市
東村山が誇るB級グルメ☆

東村山黒焼きそば
 稲城市 走る！洋食屋さん☆のオムライス

（16日限定）

 国分寺市
国分寺産野菜「こくベジ」を

使用したスープ！
 日の出町

真っ赤なフェラーリ出陣！
すーぱーかー水晶やきいも

市町村名 主な内容 市町村名 主な内容

 立川市
新たな名物！「立川とびしまレモン」

を使用したレモネード
 小平市

小平の名産品ブルーベリーを
使ったビール

 武蔵野市
武蔵野プレミアム認定品☆

ルーマニアワイン （16日限定）
 日野市

多摩地域最古の地ビールを復刻！
TOYODA BEER

 青梅市 青梅発！オリジナルクラフトビール

市町村名 主な内容 市町村名 主な内容

 三鷹市
三鷹産野菜を使用！「みたかラスク」

「東京三鷹カレー」
 あきる野市

あきる野市イメージキャラクター
「森っこサンちゃんグッズ」

 国立市 小麦粉不使用の国立薬膳カレー  西東京市
西東京市一店逸品認定品☆
市内産の梅を使った梅酒

 清瀬市 市役所屋上産！はちみつ☆  瑞穂町
カツオと昆布の出汁の効いた

「みず穂のキムチ」

 多摩市
ラスカル☆グルメ

マドレーヌ、クッキー
 檜原村

檜原産のじゃがいもを使った
「じゃがいも焼酎HINOHARA」！

 羽村市
地下水100％ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水｢水はむら｣

＆ "Kawaii" はむりんグッズ☆彡
 奥多摩町

絶品！奥多摩やまめの燻製☆
町のｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ｢わさぴーグッズ｣

市町村名 主な内容 市町村名 主な内容

 八王子市
 八王子ラーメンカップ麺を限定配布
（アンケートに答えてね♡）

 狛江市
 絵手紙発祥の地☆狛江の絵手紙体験
（絵手紙セットの販売あり）

 府中市
 府中市オリジナルグッズを限定配布
（輪投げゲームも実施！）

○ 島しょ町村（利島村、神津島村）も出展：酒類、干物などを販売

※出展内容については、予告なく変更する場合があります。

○ 地域ＰＲなど

○ 特産品などの販売

○ ご当地グルメなどの提供

○ ソフトドリンク・酒類の提供



① 東京マイスターによる多摩産食材を用いた限定メニューの提供 

    匠の技による多摩産食材を用いたメニューを提供 

   野永 喜三夫（日本橋ゆかり）、齋藤 章雄（しち十二候） 

     ※ 多摩産の江戸東京野菜などを使用した本イベント限定オリジナル 

     メニューを提供 
  （東京マイスター）都内に勤務する技能者のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と 

                                 認められる方々を都知事が認定 

② 多摩の酒 飲み比べ・酒造ＰＲ 

    多摩地域の酒造見学コースの紹介と 

    多摩の大自然が育んだ多摩産の地酒を販売 

野永 喜三夫（のなが きみお） 

【プロフィール】 

 ・京都の老舗料亭「露庵 菊乃井」で修業を重ね、25歳で「日本橋 

  ゆかり」の三代目主人となる 

 ・2002年、「料理の鉄人ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ 2002」で総合優勝 

 ・2015年、イタリア・ミラノ国際博覧会において、日本代表とし 

    て日本料理を披露 

 ・2017年、「東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞」を料 

    理人として最年少で受賞 

 ・2019年、農林水産省より「日本食普及の親善大使」に任命される 

齋藤 章雄（さいとう あきお） 

【プロフィール】 

・「グランドハイアット東京」日本料理・統括料理長や「コンラッド 

    東京」日本料理・統括料理長を歴任後、「しち十二候」を独立開店 

・2001年、「全国技能グランプリ大会」銀賞受賞 

      「シンガポールグルメサミット」日本代表 

・2008年、「東京都優秀技能者（東京マイスター）」を受賞 

                  一般社団法人 全国技能士会連合会認定 

                  「全技連マイスター」を受賞 

・2017年、農林水産省より「日本食普及の親善大使」に任命される 

多摩産食材と地酒のコンテンツ 

※イベント内容については、予告なく変更する場合があります。 

主な酒蔵 

『小澤酒造』『豊島屋酒造』『田村酒造場』 

『石川酒造』『中村酒造』 

多摩の酒 飲み比べ（イメージ） 



④ ニジマス釣り掘カフェ 

  ニジマスの釣り堀を設置しミニ釣り体験を実施、 

    焼き魚も提供（1０0名程度/日）〔有料〕 

① 親子で学べる木育教室 

    多摩産材の丸太を使ったワークショップや 

  多摩産材の積木体験を実施 

② 自然を体現する工作教室 

    多摩地域の苔や石等を使い、ガラス容器に 

    多摩の自然をジオラマ風に再現する工作体験 

 〔有料〕 

③ 奥多摩360°シアター  

    奥多摩の大自然を360°の迫力ある 

  ＶＲ映像で疑似体験 

① 多摩地域の市町村ＰＲ 

  ご当地アイドル・ヒーロー、観光大使など 

  による市町村ＰＲ 

  ※ ローカルアイドル日本一のグループも登場！ 

② 東京マイスター（野永 喜三夫氏） 

    によるトークショー 

    東京マイスターによる多摩産食材の 

    美味しさ・品質の高さについてのトークショー 

③ 多摩クイズ大会 

    多摩の特産品が当たる、多摩地域にまつわる 

  耳より情報を題材にした参加型のクイズ大会 

 

ステージプログラム 

親子で楽しめる体験型イベント 

木育教室（イメージ） 

工作教室（イメージ） 

ご当地アイドル（イメージ） 

ご当地ヒーロー（イメージ） 

※イベント内容については、予告なく変更する場合があります。 
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