
三井ショッピングパークアーバン都内15店舗参加！！
全25メニュー登場！！

「富富富」
グルメフェスタ

ふ ふ ふ

in 日本橋・銀座

GOURMET FESTA

2018 10.11 Thu 10.31 Wed

期間

富山のお米「富富富」を使ったメニューが大集合！

FUFUFU

Sushi rolls

Delicious

rice

fu fu fu

Rice soup

paella
risotto

beef

yummy

Fried rice

Gyoza

Matsutake

新富山米

9エリアに21施設 ちょっと贅沢なコト・モノ・トキをあなたへ三井ショッピングパーク アーバン
室町・日本橋・銀座・赤坂・霞が関・御徒町・池袋・新宿・飯田橋

三井ショッピングパーク アーバンの詳細・最新情報はウェブサイトへ！ mitsui-shopping-park.com/urban/
※2018年1月現在レストラン256店舗 ファッションetc.120店舗 ビューティー61店舗

※写真はイメージです。※本誌掲載の記事・写真・イラストなどの無断転載を禁じます。本誌に掲載されている内容は2018年8月現在のものです。 2018.8

三井ショッピングパークカード《セゾン》

クレジット
機能付き

たまったポイントは500ポイントを500円分としてつかえます！
※ポイント対象店舗にてご入会いただけます。

まだポイントカードをお持ちでない幹事様

クレジット支払いで
100円（税抜）につき2ポイント

年会費無料

三井ショッピングパークポイントカード

店舗で入会OK！

ポイントカード選べる2つの

この機会に
ぜひご入会を！

ご入会お申し込みはウェブサイトへ！ ▶ 三井ショッピングパークカード

※一部ポイント対象外店舗、ポイント付与率が異なる店舗がございます。

検索

お買上げ
100円（税抜）につき1ポイント

※三井ショッピングパークカード<セゾン>会員様がご利用いただけます。対象カードなど詳細はウェブサイトを
ご確認ください。一部対象外施設・店舗がございます。※アプリde支払いにご登録されたクレジットカードは、
必ずご携行いただきますようお願いいたします。

財布を出さずにスマホで簡単支払い！

ポイントが当たるチャンス！
来館チャンスゲーム

施設の最新情報をお届け！
プッシュ通知

保有ポイントを確認！
会員情報

おトクなクーポンがつかえる！
クーポン

アプリでポイントがたまる、つかえる!
ポイントQRコード

アプリをダウンロードすると
いますぐおトクがいっぱい！



新富山米「富富富」を使ったメニューが大集合！　
日本橋・銀座エリアにある飲食店15店舗が、お米の美味しさを引き出す渾身の
料理をご提供いたします。仕事帰りに、友人との食事に、恋人とのデートに 
富山の自信作である「富富富」を最高の料理とともに、いっぺん、食べてみられ。 

「富富富」グルメフェスタ
ふ ふ ふ

F U F U F U GOURMET FESTA

in 日本橋・銀座

米どころ、富山の魅力　米どころ、富山の魅力　

「富富富」の美味しさのヒミツ「富富富」の美味しさのヒミツ

1

立山連峰からの
ゆたかで清冽な水。
富山の暮らしや農業を支えてきた豊か
な水は、標高3,000m級の立山連峰の
雪どけ水が水源。その雪どけ水は急峻
な地形を一気にくだり、間もなく富山
湾に流れ込みます。だから富山の河川
の水はつねに清らかで夏場でも冷た
く、稲穂をつける暑い頃の田んぼを適
温にするので、富山ではしっかりと熟し
たおいしいお米が実るのです。 

養分をたっぷり蓄えた
肥沃な大地。
立山連峰から流れる急峻な河川は、
かつて度々氾濫をおこしてきました。
しかし氾濫は北アルプスの湿原や森林
地帯の豊富な栄養を含んだ土を育み、
肥沃な大地に恵まれた富山平野をつく
りました。さらに富山県では昔の知恵
を活かした土づくりに今も力を入れて
おり、おいしいお米の実る稲が健やか
に育つのです。

質を極めるために
手をぬかない富山人。
都道府県別の幸福度ランキングでつね
にトップクラスに入る富山県は、熱心で
勤勉な人が多いと言われています。
お米づくりにおいても、県全体で高温
に打ち勝つ米づくりに取り組み、目標で
ある“うるち米1等比率90%以上”を平成
27年から3年連続で達成しています。食
卓に安全・安心なおいしいお米を届け
るため、生産者は今日も真摯に米づく
りに取り組んでいます。 

2

富山の

大地
富山の

人
富山の

水

富山の水、富山の大地、富山の人が育てた
富山づくしのお米。

食べた後の幸せな気持ち(ふふふ)を表す。

「富」は、豊かさやめでたさにつながる。

fu fu fu

Delicious
yummy



提供時間：ディナータイム限定
牡蠣の焼きリゾット フォアグラ添え

7F / 03-6264-4538

11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～23：00（L.O.22：00）
[金曜ディナーのみ]
17：00～23：30（L.O.22：30）

Oysterbar&Wine
BELON 銀座店

営業時間

￥540
提供時間：ディナータイム限定

ふっくらとお米の粒が揃った、「富富富」の良さを
1番に感じられる「梅と塩むすび」をご提供。

銀座エリア
ginza
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7F / 03-6271-0840

11：30～15：00（L.O.14：30）
17：30～23：00（L.O.22：00）

NANAYA GINZA

営業時間

ギンザ・グラッセ

ニッタビル

銀座ベルビア館
銀座トレシャス

ギンザ・グラッセ

ニッタビル

銀座ベルビア館
銀座トレシャス

有楽町駅 銀座一丁目駅

和光
銀座駅

東銀座駅 築地駅

有楽町線
日比谷線

都
営
浅
草
線

銀
座
線

中
央
通り

JR
線

有楽町駅 銀座一丁目駅

和光
銀座駅

東銀座駅

歌舞伎座
GINZA
SIX

築地駅

有楽町線
日比谷線

都
営
浅
草
線

銀
座
線

中
央
通り

JR
線

銀座ベルビア館
中央区銀座2-4-6

1日限定
15食

提供時間：ディナータイム限定

紅ズワイ蟹と白ねぎの
クリームリゾット

8F / 03-5524-3301

[月～土] 11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　　17：00～23：00（L.O.22：00）
[日・祝] 11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　　14：30～17：00
　　　　17：00～22：00（L.O.21：00）

TRATTORIA LA COCORICO 
Birreria Rosticceria

営業時間

おにぎりセット（梅・塩）

提供時間：ランチタイム限定

富富富グルメフェスタ限定メニュー。
霧島連山の麓で肥育され、しっとりと
コクがある霧島黒豚を使用。
ご飯にのせて一緒にどうぞ◎

￥1,200

通年、1番人気のリゾットが富富富バージョンで登場！
ふっくら甘みのある「富富富」に兵庫県産の牡蠣の出汁を
ふんだんに使って仕上げた、味わい深いリゾット。

￥2,462

紅ズワイ蟹と白ねぎの甘みを活かしたクリームリゾット。「富富
富」特有の旨みも加わり、濃厚で一体感ある仕上がり。

￥1,200

霧島黒豚の生姜焼き

yummy
Delicious

pork ＜税抜＞

risotto



￥1,150
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ランチタイム

提供時間：営業時間内

￥1,380
ディナータイム

五目チャーハン

11F / 03-6228-6231

[月～金] 11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　    17：00～23：00（L.O.22：00）
[土・日・祝]11：30～22：00（L.O.21：00）

御膳房 
雲南キノコ火鍋専門店

営業時間

11：30～15：00（L.O.14：30）
17：30～23：00（L.O.22：00）

営業時間

中央区銀座2-6-5
銀座トレシャス

チャーハンメニューで1番人気の五目
チャーハンに「富富富」を使用する
ことで、お米が立ち、より満足感ある
仕上がりに◎
まとまりのある味付けとコクが世代
を問わず大人気。

生姜たっぷりのお茶漬けは串料理の〆に
合うさっぱりメニュー。

￥630
提供時間：営業時間内

富富富 生姜のお茶漬け
(香の物 きくらげ佃煮付)

お米の甘みとかつお節の香りが食欲
をそそり、串揚げと一緒に楽しめる
おススメのメニュー。

￥630
提供時間：営業時間内

富富富 
おにぎりセット(2個入)

炊き上がりの香り・ツヤの良さを
楽しみながら味わう、「富富富」
を1番に楽しめるご飯セット。

￥730
提供時間：営業時間内

富富富 
炊き立てご飯セット

10F / 03-6228-6091
串あげもの 旬s

fu fu fu

yummy

delicious

Fried rice



￥1,280
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提供時間：ランチタイム限定

＜サービス料別＞

＜サービス料別＞

おまかせ海鮮ちらし

7F / 03-5537-5401

[月～木] 11：30～15：00（L.O.14：00）
　　　   16：00～23：30（L.O.23：00）
[　金　] 11：30～15：00（L.O.14：30）
　　　   16：00～5：00（L.O.4：00）
[　土　]16：00～23：00（L.O.22：30）
[日・祝]休業日

酒肴や一丁まえ 銀座コリドー店

営業時間

中央区銀座3-2-15
ギンザ・グラッセ

中央区銀座8-2-1
ニッタビル

本マグロや生うに、イクラなど厳選さ
れた豪華鮮魚を使った1日10食限定
メニュー。「富富富」のふっくらとし
た「粒ぞろいの良さ」は海鮮ちらしに
ピッタリ。
※ランチタイム限定となります。

松茸と鱧の土瓶蒸しに和牛焼き、活車
海老と松茸の天ぷらがつく当店一押しの
会席プラン。日本料理と優れた相性の「富
富富」を使ったご飯は絶品。

￥7,500

提供時間：営業時間内
花菱（はなびし）会席

松茸と鱧の土瓶蒸しにのど黒・あわび、黒毛和
牛と素材を活かした和会席プラン。「富富
富」が秋の食材とコラボレーション。

￥9,000

提供時間：営業時間内
金木犀（きんもくせい）会席

[月～金] 11：30～14：30（L.O.14：00）
　　　    17：00～22：30（L.O.21：30）
[土・日・祝] 11：00～14：30（L.O.14：00）
　　　      17：00～22：00（L.O.21：15）

営業時間

9F / 03-5524-1518

和食・うま酒  入母屋

fu fu fu
1日限定
10食

1日限定
10食

1日限定
10食

フェスタ期間中の限定メニュー！口いっぱい
に「富富富」の甘みが広がり、お米の存在感
ある一品に。牛肉と韓国海苔の塩気がお米
の味わいを引き立てる。

1日限定
10食

提供時間：営業時間内

￥648

キムチとプルコギのキンパ
（韓国風のり巻き）

11F / 03-3535-3020

[月～土] 11：00～23：15（L.O.22：30）
[日・祝] 11：00～23：00（L.O.22：00）

ぴょんぴょん舎  GINZA  UNA

営業時間

kaiseki

Special

Korean



提供時間：ランチタイム限定

ステーキ丼　おろしポン酢

2F / 03-6262-3280

11：00～14：30（L.O.14：00）
17：30～23：00（L.O.22：00）

大木屋 匠

営業時間

室町・日本橋
エリア

muromachini ·nihonbashi

2F / 03-6202-3600
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ビキニ ピカール ランチ 11：00～（L.O.15：00）
カフェ 15：00～（L.O.17：00）
ディナー17：00～（L.O.22：00）

営業時間

コレド室町１

コレド室町2

提供時間：営業時間内箱めし

B１F / 03-6262-3125

10：00～21：00（L.O.20：15）
※イートインは11：00～21：00

日本橋玉ゐ コレド室町店

営業時間

ふっくらとした穴子とともに、海苔と大葉を敷くことで味わいに広がりを感じる箱め
し。甘じょっぱいタレが「富富富」に染み込み、お米の旨みをさらに引き立てます。穴子
の仕上げ方は「煮」または「焼」からお選びいただけます。めそは成魚の中でも小ぶ
りの穴子で、小骨が気にならずやわらかい仕上がり。
※「富富富」はテイクアウトの箱めしのみお取扱いです。

￥1,620 ハーフサイズ

提供時間：ディナータイム限定

レギュラーサイズ

小箱

大箱

中箱

めそ箱

￥3,024

北海浅蜊のパエリア

￥1,750 ￥2,950
￥3,950 ￥1,800

大きなアサリを使った今が旬のメニュー。人気のアサリと相性抜群の真鯛と野菜の出汁を
ふんだんに使用しています。旨みのある「富富富」に出汁が染み込んだ絶品パエリアです。

1日限定
10食￥1,450

大木屋の代名詞「肉のエアーズロック」リブロースのステーキを使用。
肉汁とお米の甘みが丼ぶりに凝縮。お肉本来のジューシーさとおろし
ポン酢のさっぱり感でメリハリある一品。

paella

三越前駅三越前駅

半蔵門線

東西線

都営
浅草
線

銀
座
線

三越本館三越本館

日本橋駅

神田駅

JR
線

JR線

日本橋
三井タワー
日本橋
三井タワー コレド室町

1・2・3
コレド室町
1・2・3

コレド日本橋コレド日本橋

新日
本橋
駅

新日
本橋
駅

中央区日本橋室町2-2-1

中央区日本橋室町2-3-1

rice bowl 

中箱 めそ箱



[月～金] 11：00～17：00（L.O.16：30）
　　　   17：00～23：00（L.O.22：30）
[　土　] 11：00～23：00（L.O.22：30）
[日・祝] 11：00～21：00（L.O.20：30）

営業時間

中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー

※上記はランチタイムのライス＋本日のスープ付の金額となります。 ※上記はランチタイムのライス＋本日のスープ付の金額となります。

※上記はランチタイムのライス＋
　本日のスープ付の金額となります。

提供時間：営業時間内

B1F / 03-6214-2365
餃子と炙り  こけこっこ

パリパリの薄皮餃子と「富富富」を気軽に楽しむディナー限定メニュー。
柚子胡椒と食べるのがオススメ◎鹿児島県産の桜島鶏を使用した旨み
抜群の濃厚な鶏白湯スープもやみつきに。
※17:00～のディナータイム限定メニューとなります。  

fu fu fu￥1,100

提供時間：ディナータイム限定
名物！スペシャル焼き餃子定食 ～ライス大盛り無料～

フェスタ期間中、全ご飯メニューで富富富を使用！ フェスタ期間中、全ご飯メニューで富富富を使用！

赤身と脂肪のバランスが優れた高品質なリブアイロールステーキは、女性にも大人気のシェフ一押しメニュー。
こだわりのボリューム満点ステーキをリーズナブルに味わえ、沖縄県産黒毛和牛もとぶ牛入りハンバーグも人気。
ランチタイムはご飯大盛り無料！オリジナルのステーキソースや特製スパイスで、味の変化も楽しんで◎
※お肉のご注文は200gからお受けいたします。

B1F / 03-6214-3265

[月～土] 11：00～23：00（L.O.22：30）
[日・祝] 11：00～21：00（L.O.20：30）

STEAK THE FIRST 日本橋

営業時間

￥2,289

【メキシコ産】
リブアイロールステーキ

< 1グラム 6.8円>

￥4,298

【オーストラリア産】
フィレ(テンダーロイン)

< 1グラム 13円>

delicious

￥1,706

【数量限定】
もとぶ牛入り 牛100%ハンバーグ

< 1グラム 5円>
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写真は300gになります。

写真は300gになります。

写真は300gになります。



13 14

中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー

すべてのコースのご飯メニューで「富富富」を使用しています。
名物の親子丼は鶏屋こだわりの卵を使用し、濃厚でコクのある一杯に仕上げます。
ふわふわの卵と炭火の香ばしさを効かせた鶏肉が絶妙にマッチ。
何度も食べたくなる、やみつきの一杯をぜひ◎
※17:00～のディナータイム限定。2日前からの予約必須。

￥4,500

提供時間：ディナータイム限定
ほっこりや肉コース

[月～土] 11：00～23：00（L.O.22：30）
[日・祝 ] 11：00～21：00（L.O.20：30）

営業時間

B1F / 03-3231-1718 

鶏とちょこっと料理
ほっこりや 2F / 03-3279-0039

11：00～15：30（L.O.14：00）
18：00～21：00（L.O.20：00）
[休業日]不定休

櫻川 営業時間

松茸ご飯 ふかひれご飯

鯛茶漬け ふぐ雑炊

Rice soup

櫻川のコース料理では、ふかひれご飯をはじめ、松茸ご飯や鯛茶漬け、ふぐ雑炊の中から１品ご飯物をお選びいただけます。
ふかひれご飯は鰹と昆布の出汁に、おこげの風味を効かせた人気の定番ご飯。
松茸ご飯はさっぱりした甘さがある「富富富」を楽しめるよう、すだちポン酢をかけて秋の香りを存分に楽しむメニューです。
食材毎の丁寧な仕上げにより、素材すべてを際立たせた品々は絶品の一言。秋の味覚と香りをお楽しみください。
※鯛茶漬け、ふぐ雑炊についてはいずれかの提供となります。

￥ 6,500～
提供時間：営業時間内
コース料理 fu fu fu

＜飲み放題付コース＞ ＜サービス料込＞

フェスタ期間中、全ご飯メニューで富富富を使用！




