
江戸時代から秋田県北部で飼われ、その美味しさゆえ年貢として
納められていた比内鶏がルーツです。流通している比内地鶏の90%
以上は、脂ののりが良く美味しいといわれる雌です。秋田を代表する
食材であり、日本三大美味鶏と賞賛され、肉のうま味と黄色を帯びた
脂の深い味わいが最大の特徴で、その味はヤマドリに似た風味と香気
を備え、噛むほどに味とコクが際立ちます。
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比内地鶏はここがスゴイ！

おいしいだけでなく、疲労回復効果、運動能力向上効果があるといわれている

カルノシン、アンセリンが多い！

含量（mg/100g）
カルノシン150

125

100

75

0
※①～③は生肉（モモ肉）の分析結果です。

含量（mg/100g）
アンセリン

400

350

300

200

250

0

143mg

うま味成分のひとつ

イノシン酸が多い
食味を向上させる
アラキドン酸含有率が高い
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比内地鶏メニュー
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秋田の飲食店で、

食べようフェア
を

比内地鶏とは？

 【運営事務局】株式会社大門商店
〒010-0802　秋田県秋田市外旭川八柳3-16-11
電話：018-868-4992  【運営事務局】株式会社大門商店https://www.facebook.com/hinaizidori.menu.fair

イベントの最新情報は
こちらから！

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている比内地鶏生産者と秋田の飲食店を、食べて応援しよう！
秋田を代表するブランド鶏「比内地鶏」を使ったメニューを提供するフェアが開催されます。
各店が腕によりをかけたメニューをお得に食べられるチャンスです。

おいしい
だけ

じゃない
！



秋田市中通2丁目2-30
4 080-0800-6089　7水曜
5ランチ 11:30～15:00 / ディナー 18:00～22:00

ピエモンテの大自然に育ま
れたワインの豊富なライン
ナップと秋田と北海道から
厳選したこだわりの食材を
楽しめるお店。比内地鶏の
ムネ・モモ肉をお店で燻製。

比内地鶏の卵を使用した濃厚なソースで仕上げた
スローフードパスタを提供します。

洋食
比内地鶏のスパゲッティ
アッラ カルボナーラ

オステリアムーリベッキ
秋田市中通2丁目2-7 トラストワンビル21 B1階
4 018-838-5922　7月曜
5ランチ 11:30～15:30 / ディナー 17:30～22:30

イタリアで修行したシェフが
考える「秋田だからできる伊国
情緒溢れる新たな田舎飯」
がテーマのお店。今回提供
する２つのメニューは、イタ
リア料理でありながら、いぶ

りがっこや県産のごぼうを使用しており、秋田の風土
を感じることができます。

洋食
比内地鶏といぶりがっこ、ローズマリー
のインボルティーニ / 比内地鶏と秋田県
産ごぼうの白ワインソーススパゲッティ

Branzi-no Akita

秋田市中通4丁目17-30
4 018-838-5815　7水曜、第２火曜、毎週木曜ランチタイム
5ランチ 11:30～14：00 / ディナー 18:00～22:30　※完全予約制

秋田食材を用いたイタリア
料理を提供しているお店。
一皿ひと皿に、秋田が誇る
伝統野菜やかづの牛、地元
でとれた鮮魚やジビエなど、
豊かな自然に育まれた食材

を贅沢に使用しています。今回のフェアでも秋田
の食材を本格イタリアンに仕上げて提供します。

洋食 比内地鶏のラビオリ

FRUTTO
秋田市大町4丁目2-34　4 018-867-0399　7無休
5月～木 17:30～23:45　金・土・祝前日 17:30～翌1:00
　日 17:30～23:00　平日前祝日 17:30～22:00

商家をイメージした雰囲気の
ある店内に、炭火で豪快に
焼き上げた焼き物が人気の
居酒屋。今回提供するのは
比内地鶏と能代玉ねぎの焼き
物です。すき焼き風の甘い

味付けに、炭火で焼いた香ばしい比内地鶏と玉
ねぎの相性が抜群です。

和食
比内地鶏と能代玉葱の
すきやき風

四丁目 炭火焼 紅がら屋
秋田市川尻総社町8-12
4 018-824-3687　7日曜
517:00～21:30

秋田市川尻の神社脇にある、
隠れ家のような雰囲気のある
お店。店主こだわりの創作
和食とお酒が人気です。今回
提供するのは比内地鶏山椒
味噌焼き。甘い味噌の味付け

に、さわやかな山椒がよく合います。

和食 山椒味噌焼き

和彩・海 kai

秋田市中通2丁目2-30
4 018-853-5600　7水曜
510:00～20:00　※予約制

四季を感じながら選び抜いた
こだわりの食材が楽しめる
お店。今回のフェアではテイ
クアウト商品を提供します。
比内地鶏のむね肉ともも肉
を、素材を活かした４種の味

に仕上げました。ご家庭で本格レストランの味を
お楽しみください。

洋食
比内地鶏４種の味わい

センティール・ラ・セゾン千秋公園
秋田市大町2丁目4-31
4 018-824-1788　7日曜
517:00～24:00 / ランチ（火～金）11:30～14:00

洋風のクラシカルな雰囲気
の居酒屋。ビール、カクテル、
日本酒など多彩なお酒と、お酒
が進む創作料理のお店です。
今回提供するのは比内地鶏
のリゾット。比内地鶏に舞茸、

ネギ、せりなど地元食材をたっぷり盛り付けた
贅沢な一皿です。

洋食 比内地鶏と冬の秋田のリゾット

ビアホール料理店 銀河館

秋田市山王2丁目10-10
4 018-863-6060　7不定休
5ランチ 12:00～14:00 ※要予約 / ディナー 18:00～22:00 

秋田市山王にひっそりと佇
む小料理屋。地元秋田の素
材にこだわり、季節の味覚
を生かしたお料理が愉しめ
ます。今回提供するのは比
内地鶏の柳川鍋風。比内地

鶏を出汁・醤油・砂糖などを合わせたタレで煮込
み、溶き卵でふんわりととじたお料理です。

和食 比内地鶏柳川風鍋

割烹 郷土料理 入舟
秋田市山王1丁目6-9　4 018-863-1547
7日曜（祝前日の日曜は営業）・月2回月曜・連休最終日
518:00～23:00

厳選した県内の地酒と地元
食材を用いた郷土料理が愉
しめるお店。およそ 60 種類
もの日本酒と、お酒に合う
食材を堪能することができま
す。今回のフェアで提供する

メニューは比内地鶏のとりすき鍋。煮汁が染み込
んだ食材で、お酒が進みます。

和食 とりすき鍋

酒盃

秋田市南通築地1-1
4 018-827-3574　7日曜
517:30～21:00

日本料理の壊石と店主が厳選
した日本酒を楽しめるお店。
特別な日をさす「ハレ」コース
と日常の生活をさす「ケ」の
２つのコースから選べます。
期間中いずれかのコースを

注文すると、比内地鶏の旨味と野菜の旨味が染み
込んだ土鍋で炊いたご飯を味わえます。

和食
比内地鶏の炊き込みご飯

和食と酒 はれとけ

秋田市東通2丁目7-30　4 018-832-1129　7無休
5日～木　ランチ 11:00～15:00 / ディナー 17:00～22:30
　土　11:00～22:30　日・祝　11:00～22:00

焼肉わかば 東通店

精肉店直営だからこそできる
高品質・低価格の焼肉店。
お手軽価格でボリュームたっ
ぷりのランチメニューも人気
です。今回提供するのは、
具沢山の比内地鶏のスープ

カレー。大きく切った野菜と比内地鶏の食感を愉
しめる一品です。

その他 比内地鶏スープカレー

秋田市山王2丁目10-1　4 018-883-1129　7無休
5日～木　ランチ 11:30～14:30 / ディナー 17:00～21:00
　金・土　ランチ 11:30～14:30 / ディナー 17:00～22:00

焼肉わかば 山王店

精肉店直営だからこそできる
高品質・低価格の焼肉店。
お手軽価格でボリュームたっ
ぷりのランチメニューも人気
です。今回提供するのは、
比内地鶏とエリンギの有馬

山椒和え。甘辛い味付けの比内地鶏にピリッと辛い
山椒がアクセントに。

その他
比内地鶏とエリンギの
有馬山椒和え その他 比内地鶏焼肉（塩、タレ、辛味噌） その他 比内地鶏のオージュ谷風

その他 比内地鶏カレー

・

・

・

・

・

一部期間のみの参加店舗があります。参加期
間を確認のうえ、ご利用ください。
提供が予定数量に達してしまった場合早期終
了の可能性があります。予めご了承ください。
コース料理のみでメニューをご提供している店
舗があります。予めご確認ください。
予約が必要な店舗があります。事前にご確認
ください。
情勢によってフェアそのものが早期終了・中止
となる可能性があります。予めご了承ください。

※フェア参加時の注意事項

秋田市仁別字粟畑台83-3　4 018-827-2166
7日曜　5ランチ１部 11:00～13:00 / ２部 13:00～15:00  
/ ディナー 17:30～22:00　※完全予約制

自家栽培のオーガニック野菜
やジビエなど地産地消にこ
だわった料理が味わえるレス
トラン。森林の中で落ち着
いた雰囲気でお食事を楽し
めます。今回提供するのは

比内地鶏の藁焼き。色鮮やかな野菜が美しく盛り
付けられ、見た目も愉しめる一品です。

洋食 比内地鶏の藁焼き

ファーマーズキッチン旬
秋田市山王3丁目4-32
4 018-823-3888　7月曜、不定休
511:30～20:30（ランチ11:30～14:00）

秋田市山王の老舗フランス
料理店。本格フレンチを手頃
に愉しめ、記念日や貸し切り
パーティーの利用も人気で
す。今回は比内地鶏を使用し
たメニューを複数ご用意。単

品でもコースでも提供しています。　※該当メニュー
についてはランチ・ディナー共に前日まで要予約

洋食
比内地鶏スープググラタン / 比内地鶏
衣焼きエルブトマト / 比内地鶏木の子
ソテーフォアグラトリュフの薫り

フランス料理サンビーム

秋田市中通5丁目5-37
4 018-836-1787　7日曜・祝日
517:00～23:00

秋田市で由利本荘の郷土料理
を堪能することができるお店。
由利牛や東由利産フランス
鴨などの高級食材を比較的
リーズナブルに味わうことが
できます。今回提供するのは

比内地鶏とフランス鴨の卵とじ。卵に染みた出汁
と比内地鶏の旨味が相性抜群です。

和食
比内地鶏とフランス鴨の玉子とじ
比内地鶏笹身とセリのスープ付

千秋

秋田市大町5丁目3-2
4 018-862-4545　
5月～木 17:00～24:00　金・土・祝前日 17:00～翌1:00

炭火でじっくりと焼いた「い
ろり焼き」や、漁港直送の鮮魚
や地元の食材を使用した一品
料理が人気のお店。今回提供
する「よだれ鶏」は四川省で
よく食べられている中華料理。

茹でた比内地鶏に、唐辛子やラー油を使った香味
だれをトッピングしています。

火乃座
秋田県秋田市山王4丁目5-10
4 018-862-1515　7無休
5ランチ 11:30～14:30 / ディナー 17:00～21:00

ホテル総料理長監修の四川
料理が楽しめるレストラン。
産地直送のこだわり食材を
使用しています。今回フェア
で提供するのは比内地鶏を
香り高い朝天唐辛子と、

ピーナッツで炒めたお料理です。ピリッと辛い
本格的な四川料理に仕上がっています。

比内地鶏とピーナッツの
ピリ辛炒め

アキタパークホテル（中国料理 四川）
秋田市大町5丁目2-42
4 018-893-5070　7日曜
517:30～24:00

明治時代に建てられた古民家
を再生した居酒屋。趣のある
空間でお酒やおばんざいが
愉しめます。今回提供するの
は比内地鶏のサムゲタン。
比内地鶏のコラーゲンたっ

ぷりのスープで、体の内側から綺麗になれるかも！

その他その他 秋田美人の比内地鶏サムゲタン その他 比内地鶏のしずく その他 よだれ比内地鶏と三関せり

川反軒
秋田市大町5丁目3-16 1BOXビル 2階
4 018-866-1101　7日曜（祝前日の場合は営業）
5月～土 19:00～2:00　日・祝 19:00～1:00

日本酒からカクテルまで多様な
お酒を扱うバーでありながら、
本格的なラーメンが食べら
れるお店。中でも人気なのは
土日限定のつけ麺です。今回
のメニューはどろっと濃厚な

比内地鶏のスープと、こだわりの太麺の相性が
抜群です。 ※提供は土日限定になります

BAR JAH
秋田市川尻大川町1-1
4 018-800-0044　7火曜
5ランチ 11:00～15:00 / ディナー 17:00～21:00

元イタリアン料理長が作る
焼きスパゲッティーのお店
です。丼ものや定食、ラー
メンなど焼きスパゲッティー
以外のメニューも豊富。今回
提供するのは比内地鶏を具

材に使ったカレーです。比内地鶏の食感も楽し
める一品です。

焼きスパ専門店ブッチャーノ

秋田市仁井田緑町5-16
4 018-829-4129　7無休
511:30～15:00 / 17:00～22:00　土日祝 11:30～22:00

厳選した和牛・国産牛とこだ
わりの手打ち冷麺、肉本来
の味が引き立つ自家製タレ
が自慢の焼肉店です。今回
提供するのは比内地鶏を塩、
タレ、味噌の３種類で味付

けした焼肉。噛めば噛むほど旨味が広がり、ご飯
が進みます。

焼肉じゅうじゅう 仁井田店

その他 比内地鶏焼肉（塩、タレ、辛味噌）

秋田市土崎港北7-2-19
4 018-846-2929　7無休
511:30～15:00 / 17:00～22:00　土日祝 11:30～22:00

厳選した和牛・国産牛とこだ
わりの手打ち冷麺、肉本来
の味が引き立つ自家製タレ
が自慢の焼肉店です。今回
提供するのは比内地鶏を塩、
タレ、味噌の３種類で味付

けした焼肉。噛めば噛むほど旨味が広がり、ご飯
が進みます。

焼肉じゅうじゅう 土崎店
由利本荘市岩渕下50
4 0184-22-3001　7火曜
511:00～20:00（ランチ 11:00～14:00）

季節に合わせたフルーツを
使った手作りケーキや、和牛
デミグラスソースのオムライ
スが人気のお店。今回提供
するのはりんごのお酒・シー
ドルで比内地鶏を煮込んだ

フランス料理です。クリーミーなコクとりんごの香り
がふわっと感じられる一品です。

カフェ・カトルセゾン

テイクアウトのみ

2月中のみのご提供

※前日までにディナー
　は要予約


