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2011年11月14日（月）～25日（金）
新丸ビル ７Ｆ 丸の内ハウス

お
い
し
い
を
今
年
も

丸の内ハウスの個性豊かな９つのレストランで、山梨の

食材を使った期間限定のオリジナル料理を提供します。

山梨県内のミネラルウォーター生産量は国内最多で

全国シェアの３0％であり、人気の秘密は県土の８割が

森林という環境が良質天然水を生み出すからです。

この上質な水と肥沃な大地、そして四方を山に囲まれた

地形による温度差など独特な気象条件も合わさって、

野菜やフルーツなど農産物は元より、それらを加工した

ワインや日本酒、甲州ワインビーフ・甲州地どり・甲斐

サーモンなど様々な食材が生産される山梨はまさに

「フード＆フルーツ王国」です。

『おあんなって！山梨』
2011 年 11 月 14 日（月）～ 25 日（金）
新丸ビル 7Ｆ 丸の内ハウス
丸の内ハウス営業時間 11：00 ～翌4：00（日・祝～ 23：00）
主催：山梨県商工会連合会　TEL 055-235-2115

千代田区丸の内 1－5－1 新丸ビル 7Ｆ

http：//marunouchi-house.com/

Info：丸の内コールセンター　03-5218-5100

（受付時間 11：00 ～ 21：00　日・祝・連休最終日 20：00）

夜中に、山梨の美味しいお料理が
食べたくなっても大丈夫。

しっかり、美味しく。
平日は深夜４時まで営業。



さて、お待たせしました。

今年の山梨フェアメニューは全 36 品！

『さぁさ、おあんなって！山梨』
山梨を丸ごと、味わう・楽しむ・知る！
 11月14日から開催！

昨年 9 月、ここ丸の内ハウスで初めて行った山梨フェア

「おあんなって！山梨」

会期は13日間と短かったものの、その反響はものすごく、

毎夜ハウス各店では山梨ワインのボトルが次 と々抜かれ

「甲州地どりのジューシーな噛みごたえ」

「やわらく、上品な脂の甘みの信玄豚」

「味わい深い旨みの甲斐サーモン」

「甲州ワインビーフの赤身の味わい」をご堪能いただけたようです。

改めまして、感謝を申し上げます。

今年もハウス各店の料理人の方には

山梨現地視察ツアーにご参加いただき、

標高 1,000メートルの農場で卵を拾い、鶏を抱き、

炎天下の甲斐サーモンの養殖場を歩き、桃畑で休みつつ、

ワイナリーを訪ね回っては美味しい素材や製品と出逢っていただきました。

山梨で、特におばあちゃんたちは、お客様に食事やお茶を出してもてなすときに、
「どうぞ、お召し上がりください」とは言いません。
そんな時は元気よく「さぁさ、おあんなって！」と勧めます。
心にひびく山梨の温かいおもてなしの言葉なのです。



バーニャカウダ 甲斐黒ニンニク

1,200円
17:00～ 営業終了時間まで

黒ニンニク、こがし醤油バターをベースにした
温かいソースに地元野菜をつけて。
※お野菜は入荷の状況により変わる場合がございます。

洋梨のタルト

550円
11:00～ 営業終了時間まで

ラ・フランスをコンポートにし、洋梨の形にしたタ
ルトと一緒に焼きました。ソースにはぶどうジュー
スを使用しています。

甲斐サーモンと南アルプスバジルの
クリームパスタ

1,200円
11:00～ 営業終了時間まで

四種バジルのジェノベーゼソースとレアにソテーした
甲斐サーモンを清里牛乳を使用したクリームパスタに
しました。

甲州ワインビーフのオムライス

1,500円
11:00～ 営業終了時間まで

黒富士農場の放牧鶏卵を使用し、ワインビーフの骨
を使ったデミグラスソースのビーフオムライス。

甲州信玄豚のグリル

1,600円
17:00～ 営業終了時間まで

野菜でマリネしたグリルのロース肉、地元野菜のバ
ターソテーを柚子の煮切り醤油ソースでお召し上がり
ください。　

甲州ワインビーフのオムライス

甲斐サーモンと
南アルプスバジルの
クリームパスタ

甲州信玄豚のグリル

洋梨のタルト

バーニャカウダ
甲斐黒ニンニク

ランチ＆ディナー
ディナーメニュー
ランチメニュー

富士桜ポークのベーコンと
温泉玉子のサラダ

1,000円
17:00～ 営業終了時間まで

香りの良い富士桜ポークのベーコンをリヨン風のサラダ
に。温泉玉子がレタスに程よくからんだやさしい味わい。

甲州ワインビーフのステーキ
甲斐黒ニンニクと赤ワイン風味

3,800円
17:00～ 営業終了時間まで

ワイン王国山梨が生んだ、脂身でなく赤身本来の
美味しさを追求した甲州ワインビーフに、栄養分
が高く、甘くフルーティーな甲斐黒ニンニクを使った
赤ワインソースを合わせました。

甲州信玄豚ロースのチーズ焼き

1,600円
11:00～ 営業終了時間まで

旨みたっぷりで柔らかい信玄豚にチーズをのせてオーブン焼
きに。信玄豚本来のおいしさを充分に楽しんでいただけます。

甲斐サーモンのポワレ
香草バターソース

1,400円
17:00～ 営業終了時間まで

臭みが無く、脂の程よくのった甲斐サーモンをソテー
し、香り豊かな香草バターソースで仕上げました。

古代米と蕪のリゾット

1,400円
17:00～ 営業終了時間まで

古代紫米特有のモチモチ感と風味を活かしリゾット
に仕上げました。

甲州ワインビーフのステーキ
甲斐黒ニンニクと赤ワイン風味

甲州信玄豚ロースの
チーズ焼き

古代米と蕪のリゾット

甲斐サーモンのポワレ
香草バターソース

富士桜ポークのベーコンと
温泉玉子のサラダ

ディナータイム： 1,600円
平　日ランチセット：1,600円
 ライスor パン、スープ付
土日祝ランチセット：2,200円
 ライスor パン、スープ、
 デザート、コーヒー or 紅茶付

営業時間　月・火 11：00～翌2：00
 水～土 11：00～翌4：00
 日・祝 11：00～ 23：00 営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）



営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）

シュークルート沢村風

甲州信玄豚のスモークサラダ仕立て

山梨スモークハムと
甲州小梅のペペロンチーノ

780円
17:00～ 営業終了時間まで

山梨のブランドポークを自家製スモーク。道志村産
のクレソンを使ったサラダと一緒に食べるさっぱりと
した料理です。

甲州信玄豚の
スモークサラダ仕立て

山梨スモークハムと
甲州小梅のペペロンチーノ

11:00～ 営業終了時間まで
スモークハムと甲州小梅干しを使ったパスタです。
スモークハムをゆっくりと香りを出し、甲州小梅で
引きたて、全体をまとめました。

シュークルート沢村風

1,200円
17:00～ 営業終了時間まで

酢キャベツ、甲州信玄豚、甲州信玄豚ウィンナー、
玉ねぎ、人参、カブを使ったフランスアルザス地方
の煮込み料理です。粒マスタードをつけてお召し
上がりください。白ワイン、ビールに合う料理です。

ランチ＆ディナー
ディナーメニュー
ランチメニュー

営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）

信玄豚の角煮

山梨前菜６種盛り合せ

甲斐サーモンの
クリームオーブン焼き

1,300円
17:00～ 営業終了時間まで

鳥のもつ煮、カマンベールチーズ、生ゆば、アイス
バイン、クレソンキムチ、ごまどうふを少しずつ。
ワインに合わせてください。

山梨グリルプレート

山梨グリルプレート

1,400円
17:00～ 営業終了時間まで

山中湖ハムとソーセージをクレソンのマスタードサラダ
とお召し上がりください。

甲斐サーモンの
クリームオーブン焼き

11:00～ 営業終了時間まで
甲斐サーモンを軽くマリネし生クリームとソテーし
た山梨野菜をのせて焼き上げました。山梨ハーブ
のサラダを添えて。

信玄豚の角煮

山梨前菜６種盛り合せ

11:00～営業終了時間まで
信玄豚バラ肉を 4 時間煮込んだ山梨プレート。
浅尾大根の含め煮が引き立てます。

ランチタイム： 1,500円
 サラダ、熟成酵母パン付

ディナータイム：1,320円（単品）

ランチプレート：1,200円
ディナータイム：1,000円（単品）

ランチプレート：1,200円
ディナータイム：1,000円（単品）



営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）

黒富士農場より
リアルオーガニック卵のクレマカタラーナ

黒富士農場より
リアルオーガニック卵のクレマカタラーナ

550円
17:00～ 営業終了時間まで

甘くてコクのある卵は鶏たちをやさしく健康に育て
ることからはじまる。こだわりのリアルオーガニック
卵をパティシエより、スペイン定番のデザートクレマ
カタラーナに仕上げました。

リアルオーガニックチキンと
サヴォイキャベツのビアンコラグー、
自家製のパッパルデッレで

1,200円
11:00～ 営業終了時間まで

澄んだ空気と自然湧水、自由に動き回れる環境で
飼育した鶏たち。じっくり煮込みやわらかくなった肉
にサヴォイキャベツと自家製の生パスタを絡ませ
ました。

ランチ＆ディナー
ディナーメニュー
ランチメニュー

営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）

甲州信玄豚ロースの
トンテキ

黒富士放牧卵の玉子とじそば

黒富士放牧卵の
玉子焼き

黒富士放牧卵の
玉子とじそば

750円
11:00～ 営業終了時間まで

自然農法でつくられた飼料で育てられた、黒富士
農場の鶏。この鶏たちが産む新鮮な卵は、県の
平飼い認証を取得した放牧卵で、ふんわりととじた
温かいおそばとよく合います。

黒富士放牧卵の玉子焼き

700円
17:00～ 営業終了時間まで

黒富士農場の放牧卵を、贅沢に使った玉子焼き。
食感はふわふわとしていて、少し甘めの味付けを
ぜひ味わってみてください。

甲州信玄豚ロースのトンテキ

900円
17:00～ 営業終了時間まで

昨年の大ヒットメニューが今年も登場！
お腹の足しに、酒のあてにぴったりな甲州信玄豚の
豚ステーキ、上品な脂の甘味をご堪能ください。

リアルオーガニックチキンと
サヴォイキャベツのビアンコラグー、

自家製のパッパルデッレで



信玄豚のしゃぶしゃぶ鍋

1,800円 ※1人前
17:00～ 営業終了時間まで

信玄豚の特徴である脂の甘み、旨みをストレート
に楽しむならコレです！信玄豚（ロース）、白菜、
きのこ、小松菜など。
※オーダーは 2 人前から承ります。
※鍋のお野菜は入荷の状況により変わる場合がございます。
※店内のみでのサービスになります。

信玄豚の豚焼き丼

1,200円
11:00～ 14:30

醤油旨タレにからめ、外はカリっと中はジューシー
に焼き上げました。タレのしみ込んだご飯と一緒
にほおばってください！

信玄豚ときのこの発酵蒸し

1,500円
17:00～ 営業終了時間まで

信玄豚を麹で発酵させ、きのこ、味噌を加えて蒸しま
した。幾つもの手間をかけた、深い味わいをご堪能
ください。

甲州地どりの茶碗蒸し

850円
17:00～ 営業終了時間まで

黒富士農場の放牧卵、甲州地どりのムネ・モモ肉
を使った贅沢な逸品です。

甲州地どりのオーブン焼き

1,500円
17:00～ 営業終了時間まで

甲州地どり（モモ、ムネ）の特徴である歯ごたえと、
旨みを引き出すために、じっくりと焼き上げました。

信玄豚のしゃぶしゃぶ鍋

信玄豚の豚焼き丼

信玄豚ときのこの
発酵蒸し

ランチ＆ディナー
ディナーメニュー
ランチメニュー

白いダイヤモンド

1,100円
17:00～ 営業終了時間まで

ゆずのお酒を使いカルピスとピーチジュースを合わせま
した。甘みの強いカクテルです。

きつね焼き

800円
17:00～ 営業終了時間まで

ゴーダチーズとミートローフのスライスを油揚げで
包み焼き。外はこんがり、中はチーズが溶けて
ミートローフとの相性が良いです。

黒いダイヤモンド

1,100円
17:00～ 営業終了時間まで

竹炭パウダーを使いカクテルを作りました。マティー
ニにオリーブの漬け汁を入れてシェイクして作る強め
のカクテルです。

レーズンバター

800円
17:00～ 営業終了時間まで

国産干しぶどう、デラウェアを使った贅沢なレーズン
バター。バターは発酵バターを使用。

700円
17:00～ 営業終了時間まで

大豆やにがりを使わず「ごまと葛」を練り合わせて
作られる、創業 179 年「江戸屋」の絶品。

黒ごまどうふ

きつね焼き

黒いダイヤモンド

黒ごまどうふ

レーズンバター

白いダイヤモンド

営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00） 営業時間 11：00～翌 4：00（日・祝 ～23：00）



山梨贅沢三味丼

信玄ポークカレー

1,000円
17:00～ 営業終了時間まで

黒富士農場放牧卵の玉子、甲斐サーモンの塩焼
フレーク、浅尾大根のおろし。贅沢三味に特製タレ
をかけてザックリ混ぜて食べてください。

清里高原ミルクプラントのチーズ

信玄豚のウィンナー＆
スモークハム

清里高原ミルクプラントのチーズ

800円
17:00～ 営業終了時間まで

新鮮乳牛だけを使用し、酪農家が作った2 種類の
チーズに蜂蜜と甲州レーズンを添えました。
甲州ワインと共にどうぞ。

信玄ポークカレー

900円
11:00～ 15:00

甲州信玄豚バラ肉を使用。あっさりとしたカレー
に肉の存在感あり。

信玄豚のウィンナー＆スモークハム

山梨贅沢三味丼

1,200円
17:00～ 営業終了時間まで

血統と飼料にこだわった甲州信玄豚は、しっとりと
した食感と上品な脂の甘さが特徴。甲州ワインに
良く合います。

（山梨ワインバー）

山梨ワイン12銘柄、全てグラス500円、ボトル3,000円均一！
その内、4銘柄は11月3日解禁2011年山梨ヌーボー！国内
最高との評価を受ける話題の山梨ワインを手軽にお試し
ください。
山梨ワインのおつまみには、清里ミルクプラントのチーズ
や、上品な脂の甘さが特徴の信玄豚のウィンナー＆スモーク
ハムがお勧めです。
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シャトー勝沼
2010 菱山甲州
甲州［低温発酵、生づめ］

中央葡萄酒
グレイス グリド甲州
甲州［ＪＷＣ甲州部門トロフィ受賞］

中央葡萄酒
セレナ デラウエア
デラウエア［デラウェア１００％の白］

まるき葡萄酒
2011デラウエアにごり
デラウエア［にごりワイン］

会社名
銘柄名
原料ぶどう品種 ［製法・特長など］

大和葡萄酒
古代甲州
甲州［熟成樽香辛口］

大和葡萄酒
リュギー スパーク番イ
甲州［シュール・リー製法、スパークリングワイン］

ルミエール
ルミエール ペティヤン
甲州［瓶内発酵させた辛口スパークリングワイン］

シャトー勝沼
2010 菱山ブラッククィーン
ブラッククィーン［低温発酵後、樽熟成］

ミディアム

タイプ

辛　口

辛　口

辛　口

辛　口

辛　口

甘　口

やや辛口

やや辛口

やや辛口

ライト

やや甘口

勝沼醸造
アルガーノ甲州
甲州［2011年 山梨ヌーボー］

勝沼醸造
アルガーノ ベリーA
マスカット・ベリーA
［2011年 山梨ヌーボー 
 マスカットベリーA新酒］

まるき葡萄酒
2011 甲州辛口
甲州［2011年 山梨ヌーボー］

盛田甲州ワイナリー
シャンモリ ヌーヴォー 
甲州 2011
甲州［2011年 山梨ヌーボー 低温発酵］
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2011年 山梨ヌーボー4銘

営業時間　月・火・土 11：00～  24：00
 水～金 11：00～翌4：00
 日・祝 11：00～  23：00

2011年
山梨ヌーボー
解 禁



場　 　所
お申込み
お問合せ先

山梨食材 賢く食べてキレイになる！

こばたてるみ
（株）しょくスポーツ代表、スポーツ栄養士
11月16日（水）19：00～20：00
20名【要予約】
無料

ジュエリー作家に学ぶシルバーピアスづくり

こころとからだのために野菜ができること

富士山を見る、撮る！楽しむ！

芦澤 香苗
ジュニア野菜ソムリエ、
ジュニアアスリートフードマイスター、食育指導士
11月25日（金）19：00～20：00
20名【要予約】
無料

おあんなって山梨２０
１１ 

特別セミナー 参加
者募集中！

山梨県内のミネラルウォーター生産量は
国内最多で全国シェアの３４％であり、富士山、南アルプスなど
県土の8割が森林という環境が良質天然水を生み出すとされます。

FLOWER ARTIST Atelier Bonne Vie 代表　
（株）小松弘典デザインオフィス 代表取締役
NFD (公益社団法人日本フラワーデザイナー協会）本部講師
ハッピーメイカー ｉｎ 高野山、世界蘭展日本大賞、丸の内フラワーウイークス、
弘法大師帰朝1200年記念東寺など様々なイベントに参加。

プロフィール

山梨のミネラルウォーターをお試しください！
ライブラリーに ウォーターサーバー 3台を設置

11月14日（月）～25日（金）11：00～21：00まで
丸の内ハウス ライブラリー

講　師

日　時
定　員
参加費

講　師

日　時
定　員
参加費

講　師

日　時
定　員
参加費

講　師

日　時
定　員
参加費

講　師

日　時
定　員
参加費

白ワイン甲州の魅力を世界に発信

三澤 茂計
山梨県ワイン酒造協同組合理事長
11月18日（金）19：00～20：00
20名【要予約】
無料

日　時

場　所

展示場所

光川 十洋
写真家、写真講師、五行歌人
11月19日（土）14：00～15：00
20名【要予約】
無料

携帯電話やコンパクトカメラでの撮影の際の
ワンポイントアドバイスなどもおこないます。

河野 裕治
ジュエリー作家
11月22日（火）19：00～21：00
10名【要予約】
1,000円

シルバー925製のオリジナルピアスをつくります。

日本一のブドウ産地山梨のドライフルーツや
野菜チップスをお楽しみください。

ワインの試飲などもおこないます。

山梨産の果物・野菜を使ったフレッシュジュースの
試飲もおこないます。

新丸ビル7階 丸の内ハウス ライブラリー
「おあんなって山梨２０１１」広報事務局
TEL.０３－６６６１－９４４８
MAIL.yamanashi2011@windam.co.jp

甲府を拠点に国内外で活躍中する、若手フラワーアーティスト
小松弘典氏による山梨の秋をイメージしたアートディスプレイ！

丸の内ハウス メインエレベータ前


