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ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会

SAKANA & JAPAN PROJECT「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会（実行委員
長：松本肇）」は、日本各地の魚介料理を満喫できる大規模な食のイベント「第4回 ジャパン フィッ
シャーマンズ フェスティバル2018 ～全国魚市場＆魚河岸まつり～」を2018年11月22日(木)～25日
(日)の4日間、日比谷公園(東京都千代田区)で開催いたします。
昨年は81ブースが展開し、期間中約14万人の方にお越しいただきました。4回目となる今回は、出店

エリアを約100㎡拡大、ブースも90ブースに増え、ゆったりとした空間でさらに多くの魚介料理をご提
供します。これまでの人気メニューに加え、新メニューや新エリアも用意しております。パワーアップ
した魚介の祭典をどうぞお楽しみください。

◎史上最大規模での開催！
◎新メニューも多数！

◎福島復興応援エリアがオープン！
◎昨年の人気メニューも健在！

出店数、エリアは史上最大
コラボレーションメニューから郷土料理まで

今年も魚介を食べつくそう！

第4回 ジャパン フィッシャーマンズフェスティバル2018
～全国魚市場＆魚河岸まつり～

2018年11月22日(木)～25日(日) 日比谷公園（東京都千代田区）
※同時開催：第6回Fish-1グランプリ（25日のみ）

≪報道関係の方からのお問合せ先≫
ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 広報事務局（共同ピーアール株式会社内）

担当：中里・横山（史）・高橋（速）・菊地
TEL：03-3571-5238 FAX：03-3571-5380 E-mail：jff-pr@kyodo-pr.co.jp

≪一般の方からのお問合せ先≫
SAKANA & JAPAN PROJECT ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 実行委員会

TEL：050-3134-4137（自動音声ダイヤル） Mail：info@jffes.com

今年のみどころ

※ビジュアルは全て昨年のもの

9ブース増で90ブースへ、エリアも約100㎡拡大

旬の魚を満喫できる生食ブースが倍増し10ブースに！
たこ飯、深海魚料理、盛りだくさんの貝鍋など期待大！

福島県産の魚介が集合、名物丼や郷土料理も登場

1位「あんこう肝鍋」、2位「本まぐろ大とろ入り三色丼、
3位「こぼれいくら丼」



旬の味覚をお試しあれ、
今回登場の新メニュー

メニュー名：泉たこめし・泉だこ旨煮

出店名：白鶴酒造・大阪府漁連

地域：大阪府

▼大阪泉州のブランド「泉だこ」を贅沢に使った逸品。豊
かで流れの穏やかな泉州沖で育ったタコは、やわらかくて
風味がよくジューシーな味わい。相性抜群の「白鶴 まる」
とともにぜひお楽しみください！

メニュー名：深海魚天ぷら

出店名：まんてん.

地域：愛知県

▼最近メディア引っ張りだこ！蒲郡にある竹島水族館の小
林館長監修コラボ商品の“深海魚天ぷら”が初登場！深海魚
メヒカリの魚醤で贅沢に頂いてください！

メニュー名：宮城県雄勝の牡蠣と赤皿貝のしゃきしゃきセリ鍋

出店名：池袋 漢方和牛とかき小屋

地域：東京都

▼今が旬のセリと宮城県雄勝の牡蠣、赤皿貝、ホヤ、ヒラ
メなど魚介をふんだんに使ったシャキシャキ食感のセリ鍋
です。

メニュー名：豪華！北海8種盛り海鮮丼

出店名：みなほっの杜

地域：北海道

▼前回大人気だった北海5種盛り海鮮丼が、さらにパワー
アップして登場！今年はなんと「8種盛り」!!これひとつで
函館の魚介をまるごと食べつくせる、豪華お得メニュー！

過去最大のメニュー数が集まる今回、多くの新しいメニューもお目見えします。生食ブースが5ブー
スから倍増の10ブースになり新鮮な生モノをさらに楽しめるほか、大阪のブランド蛸と日本酒のコラ
ボレーションメニューや、深海魚を食材にした水族館とのコラボレーションメニュー、貝のうまみを凝
縮した鍋など、思わず注文したくなるメニューが目白押しです。



メニュー名：ヒラメと穴子の常磐もの丼

出店名：かに船

地域：福島県

▼福島県いわき市で水揚げされた水産物を「常磐もの」と
呼び、古くから水産業界では高い評価を受けてきました。
その中でも別格ともいえる高級魚ヒラメと穴子をふんだん
に使って贅沢にどんぶりにしました。ほどよい甘味と弾力
ある歯ごたえがたまらない！

メニュー名：さんまのポーポー焼き

出店名：上野台豊商店

地域：福島県

▼サンマ船上で生まれたと言われている、福島いわきの漁
師飯。サンマのすり身と味噌、薬味をあわせて焼いて頂き
ます。脂が乗ってふっくらジューシー！

メニュー名：ホッキ飯

出店名：大川魚店

地域：福島県

▼古くより「相馬の宝」とも言われた郷土の味である
「ホッキ貝」の炊き込みご飯。磯の香り漂う、福島の漁師
飯です！

メニュー名：うに貝焼き

出店名：かに船

地域：福島県

▼ウニの身をハマグリの殻に盛り、蒸し焼きにした、福島
いわき地方に明治時代より伝わる郷土料理。火を通すこと
で甘みがさらに増し、ウニの旨味を堪能できます。

黒潮と親潮がぶつかる日本有数の漁場である福島県沖の海域で獲れる魚介類は「常磐（じょうばん）
もの」と呼ばれ、東京・築地市場でも高く評価されてきました。しかし東日本大震災から7年経った今
も限定的な試験操業にとどまっています。そこで福島県の水産業の復興を応援するべく「常磐もの」に
よる海鮮丼のほか、「うに貝焼き」や「さんまのポーポー焼き」、「地酒」など、福島県の魚介・郷土
料理を楽しめるエリアをオープンします。

“常磐もの”を食べよう！福島の魚介料理を味わえる
「復興応援！福島のお魚を食べようエリア」

※本事業は復興庁の平成30年度
「チーム化による水産加工業等再生モデル事業」
に採択され支援を受けています。



2017年第3位 メニュー名：こぼれいくら丼

出店名：北海亭

地域：北海道

▼大人気で毎日売り切れの「こぼれいくら丼」が今年も登
場！イクラ好きにはたまらない美味しさとボリューム！こ
ぼれるいくらがなんとも贅沢！

2017年第2位 メニュー名：本まぐろ大とろ入り三色丼

出店名：築地かんぺい会

地域：東京都

▼ライブで実施されるマグロの解体ショーで解体したての
生本マグロで作る、大トロ、中トロ、赤身がどっさり入っ
たスペシャル食べ比べ丼!!

その他のおススメメニュー

メニュー名：濃厚海老スープの海鮮パエリア

出店名：エル・トラゴン

地域：東京都

▼薪パエリアで絶大な人気を誇る虎ノ門「エル・トラゴ
ン」の栗原シェフが作る「海鮮パエリア」。濃厚海老スー
プで炊き上げる、海老の旨味がたっぷり味わえる絶品で
す！

今年もあります！昨年の大人気メニュー

2017年第1位 メニュー名：あんこう肝鍋

出店名：マルショウ

地域：宮城県

▼「海のフォアグラ」と称されるアンコウの肝だけを贅沢
に投入し、地元の農家が同社のために生産した長ネギと宮
城県大崎大豆を使った無添加の麹味噌で合わせています。

昨年の人気メニューは今年もやってきます。第1位の「あんこう肝鍋」は豪快な見た目も加わり、例
年安定した人気を誇ります。第2位のまぐろ、第3位のいくらは定番の人気ネタ。この他にも、ラーメ
ンやコロッケなど、人気の高いあったかメニューも健在です。



メニュー名：海鮮炉端焼き

出店名：みなほっの杜

地域：北海道

▼素材の良い函館魚介だからこそ、シンプルで美味しい炉
端焼きにしました。焼いた香り、火を通す甘み、五感で函
館の旨みを楽しんでください！

メニュー名：アヒージョ和え麺

出店名：日本アヒージョ協会

地域：東京都

▼世界タパスコンペティション日本予選をぶっちぎりで優
勝した日本アヒージョ協会が、「アヒージョ」と「和」と
「麺」を融合させた逸品を、どこよりも早く当イベントで
提供！魚介とニンニクのおしよせる旨味、香り、素材感を
ぜひご堪能ください。

「Fish-1グランプリ」は、国産水産物流通促進センター構成員である全国漁業協同組合連合会主催の日
本の水産物に光を当てる年に1度の「魚の祭典」です。11月25日（日）のみ「第4回 ジャパン フィシャー
マンズ フェスティバル2018～全国魚市場＆魚河岸まつり～」と連動して開催します。
「Fish-1グランプリ」は主に2つのコンテストで構成されています。両コンテストともFish-1グランプリ

にご来場いただいた方の投票と、審査員による審査に
よってグランプリが決定します。その他、さかなクン
によるステージイベントなど楽しい催しを企画中です。

【Fish-1グランプリ 公式ホームページ】
http://www.pride-fish.jp/F1GP/index.html

【地域を元気にする 国産魚ファストフィッシュ商品コンテスト】出場メニュー
国産の水産物を使った気軽・簡単・便利な“ファストフィッシュ商品”を対象にしたコンテスト

【漁師自慢の魚 プライドフィッシュ料理コンテスト】出場メニュー
全国各地の漁師が自信を持って勧める魚“プライドフィッシュ”を素材にしたコンテスト

第6回Fish-1グランプリを同時開催 ※11月25日（日）のみ

漁師自慢の魚料理と簡単・便利な国産水産物の商品の頂上決戦！

JFみやぎ
「蒸しカキの和・
洋・中ソース添え」

JFやまがた
「庄内浜 紅えび丼
～飛島産シャキとろ
ギバサを添えて～」

JF銚子市
（JF千葉漁連）
「銚子つりきんめ

煮炙り丼」

JF京都
「京鰆の棒寿司」

JF岡山漁連
「白焼き穴子の

ぶっかけ海苔茶漬け」

JF沖縄漁連
「美ら海丼」

(株)兼由
「さんまの黒酢煮」

(株)長谷井商店
「恵味揚げ ひら」

JF佐賀げんかい
「呼子剣先いか三色しゅうまい」

長崎九十九島めぐみもん
＜アクトフォー(株)＞

「地ダコとトマトの洋風ご飯」

三崎丸「太郎のおみやげ」
（さぬきさつまライス
カレー味）ーパスター



開催概要

名 称
第4回 ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル2018 
～全国魚市場＆魚河岸まつり～

主 催
SAKANA & JAPAN PROJECT
「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会」

特別協力 全国漁業協同組合連合会

後 援

水産庁／復興庁／東京都／福島県／千代田区／東京都漁業協同組合連合会／
東京魚市場卸協同組合／東京都水産物卸売業者協会／一般社団法人 大日本水産会／
一般社団法人 全国水産卸協会／全国水産物商業協同組合連合会／
全国水産加工業協同組合連合会／全国漁業共済組合連合会／
全国共済水産業協同組合連合会／特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構／
全国いか釣漁業協議会／ニッポン放送

協 賛 キリンビール／牛乳石鹸共進社／白鶴酒造

開催期間

2018年11月22日（木）・23日（金・祝）・24日（土）・25日（日） 4日間
開催時間： 22日（木）11時～21時 23日（金・祝）10時～21時

24日（土）10時～21時 25日（日）10時～18時 （予定）
同時開催：第6回Fish-1グランプリ（2018年度）（25日のみ）

会 場 日比谷公園・噴水広場ほか

開催内容
魚食文化普及を目的とする日本全国の魚介類・海産物品を中心とした魚食メニュー
販売、全国各地の漁業協同組合を中心とした魚介類の物産販売ブース等

総店舗数 約90ブース（予定） 前回実績81ブース

来場者数 約15万人（予想） 前回実績約14万人

入 場 料 無料

購入方法
商品購入チケット（現地発売）または電子マネー（SuicaまたはPASMO）
※払い戻しは不可 ※会場内チャージは不可

公式ＨＰ https://37sakana.jp/jffes/


