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株式会社小田急百貨店
初開催！達人おすすめの 33 店のセンス光るグルメが大集合

「食べあるキング厳選！秋の食欲全開まつり」を開催
～ フォーリンデブはっしー＆大食いアイドルもえあずの特別コラボメニューも登場

～

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、10 月 16 日(水)～20 日(日)の期間、
“食欲の
秋”を堪能できる新企画として「食べあるキング厳選！秋の食欲全開まつり」を開催しま
す。食の各ジャンルに精通し、ＳＮＳでの発信力の高さで注目の食べ歩きの達人がおすす
めする 33 店舗の絶品グルメが一堂に集結。特別企画として、イートインでは有名ラーメン
店と食べあるキングがコラボした会場でしか味わえな特別メニューを提供します。また、
会場内にはお酒を片手にその場で絶品グルメを楽しめる、バル風の飲食スペースもご用意
しております。
★食べあるキング
「食を通じて日本を元気に！」を合言葉に、食べ歩きの
達人たちが結成したグルメユニット。メディア活動に加え、
食にまつわるさまざまな企画をプロデュース。

＜特別企画！フォーリンデブはっしー、大食いアイドルもえあずのコラボラーメン＞
ラーメンクリエイター庄野智治氏が手がける『MENSHO』がイートインに初出店し、食べ
あるキングとのコラボメニューを提供。今回のイベントでしか味わえない限定の逸品です。
フォーリンデブはっしー×『MENSHO』

Instagram のフォロワー数が 20 万人以上！
▲フォーリンデブはっしー（食べあるキング主宰）

チーム「食べあるキング」が自信を持って
開催する今回の企画。催事初登場のお店も
含めて、名店だけが集結しています。ぜひ
会場で一緒に楽しみましょう。
どれも、デブリシャス！

▲『MENSHO』はっしーコラボ 黒毛和牛と黒豚の贅沢の極み
チャーシュー麺 1,400 円/１杯【各日限定 100 杯】（イートイン）
醤油ラーメンに、豚バラチャーシュー、煮豚チャーシュー、黒毛
和牛レアチャーシュー、3 種のお肉を豪快にトッピングしました。

もえのあずき×『MENSHO』

▲もえのあずき（大食いアイドル）

▲『MENSHO』もえあずコラボ とろけるラクレットチーズ担々麺
1,200 円/1 杯 【各日限定 100 杯】
（イートイン）
トマト風味の担々麺。パルメザンチーズとラクレットチーズを
たっぷり乗せた濃厚な味わいです。

展開グルメの一例
●見た目もインパクト大！おすすめ肉グルメ

▲『粉者』
素敵ステーキサンド 1,728 円/1 箱
厚みがあるのに驚くほど柔らか
い名物サーロインのサンドイッチ。

▲『焼肉 赤身にくがとう』
赤身マウンテン ハラミステーキの
and the 卵 1,404 円/1 皿
柔らかな赤身肉ととろける半熟
卵が相性抜群です。

▲『わだ家別邸』
黒毛和牛と雲丹の贅沢重 1,944 円
/1 折
お肉と海鮮の究極のコラボ。黒
毛和牛も雲丹もとろける美味しさ
です。

●四ツ谷の人気寿司店が百貨店に初出店！おすすめ海鮮グルメ
予約が取れないお店として有名な『後楽寿司 やす秀』が百貨店初出店！

▲『後楽寿司 やす秀』江戸前握り 5,500 円/1 人前（イートイン）
百貨店初出店の四ツ谷にある人気店。素材にこだわり、素材の良さを最大限に引き
出す技術で、一番おいしい状態・温度で握って旨味を引き出す職人技を堪能できます。
※入荷状況によりネタが変更になる場合がございます。

★オンラインショッピングで『後楽寿司 やす秀』イートイン先行予約を実施！
「小田急オンラインショッピング」では、百貨店初出店となる『後楽寿司 やす秀』
（イートイ
ン）でのお食事について、ＥＣ限定で先行予約を実施します。
●オンラインご予約受付期間：10 月 15 日（火）まで ※16 時まで
詳しくは以下、
「小田急オンラインショッピング」ページをご覧ください。

ＵＲＬ： http://shop.odakyu-dept.co.jp/shop/

▲『築地 いま津』阿波牛の炙りとマグロ
雲丹いくら丼 2,000 円/1 杯（イートイン）
マグロ、雲丹、いくらにさらに阿波牛の
炙りをのせた、肉好きも海鮮好きも大満足
の豪華な味わいとボリュームです。

▲『ブラッスリーギョラン』カナダ産オマール
海老サンドイッチ 1,944 円/1 個
【各日限定 30 個】
ジビエとオマール海老料理で人気のフレンチ
の、たっぷりと贅沢にオマール海老を使用した
サンドイッチです。

●絶品と話題の洋食屋さんのバスクチーズケーキも！おすすめスイーツ

▲『Orange County』
いちごまつりクレープ 800 円/1 個
【各日限定 30 個】
モチモチ食感の生地とたっぷりの
生クリームが自慢のクレープです。

▲『笄軒』 バスクチーズ ケーキ
540 円/1 カット
濃厚でクリーミーなクセになる
究極のバスクチーズケーキです。

▲『Teaven Kamakura』
宇治の初雪（M サイズ）550 円/1 杯
（400ml）
抹茶を立てて注ぐ、和風スタイ
ルのタピオカティーです。

★今回のおすすめ店を紹介する食べあるキングメンバーの来場予定も！
メンバー：フォーリンデブはっしー、もえのあずき、Jaffa、
はんつ遠藤、すずき B、里井真由美、瀬川あずさ、わっきー、
西村愛、田中里奈、あおい有紀、染川ちひろ、スイーツ番長、
あまいけいき、金成姫(敬省略)
※日時は未定です。

◎その他の出店
『岩崎健志郎』 健志郎サガリステーキ丼
『ヴィノシティ』 ワイン各種
『門崎熟成肉 格之進』 格之進ハンバーグ弁当
『クッチーナ イタリアーナ サンジョルジョ』 ラザニア
『讃岐のおうどん花は咲く』 極上肉うどん
『新杵堂』 栗きんとん
『心斎橋 肉ya』 ステーキ＆カニのカニク弁当
『ソウルフードバンコク』 ガパオ・タイのローストチキン（ガイヤーン）
『ちひろ菓子店』 ちひろフィナンシェ
『テアトロアッカ』 生ハムメロンのパンナコッタ
『新潟三宝亭 東京ラボ 渋谷宮益坂店』 咖喱 麻婆飯
『水炊き 鼓次郎』 唐揚げ

『山田のフラヰ』 国産アジフライ
『山本牛乳店』 養老牛放牧牛乳・放牧牛乳ソフトクリーム
『ラトリエ・ドゥ・リアン 』 ブリオッシュ
『CAFÉ KRUZE』 パンケーキデサンド
『DAL-MATTO』 イアリアン ハラミステーキサンド
『La Piccola Tavola』 ピッツァだだちゃ
『Parlor Vinefru 銀座』 自家製ビネガードリンク・ふわふわかき氷
『ROOTH ２-３-３』 ミニドーナツ
『SALON adam et ropé 』 しょこらずき
『Sweets Factory Cerise』 安納芋トリュフ
『THE BURN』 熟成肉ハンバーガー

同時開催

■「小田急うまいものまつり」
会場内では「小田急うまいものまつり」を同時開催します。美食の
まち「新潟」を特集し、伝統菓子の笹団子や郷土料理のさけ焼漬など
新潟の美味を揃えるほか、各地から計 20 店以上のお店の“うまいも
の”を展開します。
▶『越後岩船家』
笹団子（つぶ・こし）各 756 円/1 パック（5 個入）、
笹団子（栗入） 864 円/１パック（5 個入）

※「食べあるキング厳選！秋の食欲全開まつり！/小田急うまいものまつり」のイートイン、お
酒は「消費税 10％込み」の価格、その他の食品は「消費税 8％込み」の価格です。

＜開催概要＞
名
称：「食べあるキング厳選！秋の食欲全開まつり」/小田急うまいものまつり」
期
間：10 月 16 日（水）～20 日（日）10 時～20 時 ※最終日は 17 時閉場
場
所：小田急百貨店新宿店本 11 階催物場
所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３
ア ク セ ス：新宿駅西口すぐ
T E L：03―3342―1111（大代表）
U R L：http://www.odakyu-dept.co.jp/
協力：食べあるキング

