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昨年東京で大好評だった“まかない飯”の祭典が今年は名古屋に！

メ～テレ、『an まかないフェス 2017』を
名古屋で 5 月開催
～ここでしか食べられない人気店の”まかない飯“をワンコイン（500 円）で提供！～

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、総合人材サービスのパーソルグループで、アルバイト求人情報サービス「an」
を運営する株式会社インテリジェンス、ZIP-FMとの共催で、”まかない飯”だけを集めた野外グルメイベント『an
まかないフェス 2017』を、5月19日（金）から3日間、名古屋・栄の久屋大通公園 エンゼル広場にて開催し
ます。

特に飲食業界でのアルバイトにおいて、通常は食べられないご褒美のような存在となっている“まかない飯”。
昨年開催された『an まかないフェス 2016』には約６万４千人の方が来場するなど、好評を博しました。
飲食業界では、人材採用難を打破することが急務となっています。飲食店の個性が詰まった“まかない飯”を通
じて、飲食業界で働くことの楽しさや、“まかない飯”の美味しさを多くの方に伝えたいという想いから、2回目
となる今回、開催エリアを名古屋にも拡大。地元ならではの人気店の“まかない飯”を集め、
「あの人気店の”まか
ない飯“を食べ尽くせ！」を合言葉に、人気店の“まかない飯”をイベント会場限定で、ワンコイン（税込500円）
という安さで提供いたします。
名古屋会場では、予約が半年以上も取れない人気店『肉山』が出店。さらに名古屋のソウルフード・台湾ラー
メンの元祖『味仙』がごはんモノにアレンジした味仙丼を提供します。また、日本一のグルメブロガーとも称さ
れる、大人気のグルメエンターテイナー「フォーリンデブはっしー」さんが、今回も応援団長に就任。食べある
きの達人たちが集まるグルメユニット「食べあるキング」のメンバーとともにイベントを盛り上げます。

『an まかないフェス 2017』名古屋会場 開催概要
■共 催：株式会社インテリジェンス、メ～テレ、ZIP-FM
■日 程：5 月 19 日（金）～21 日（日）
■時 間：11:00～20:30 ※最終日も同時間
■会 場：久屋大通公園 エンゼル広場 （〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-15）
■店舗数：10 店舗
■入場料：無料（飲食は有料）
■特設サイト：https://weban.jp/contents/c /makanaifes_pc /
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●他会場の開催概要
＜大阪会場＞ ※開催終了
＜東京会場＞
・日程：5月12日（金）～14日（日）
・日程：5月25日（木）～28日（日）
・時間：11:00～21:00 ※最終日も同時間
・時間：11:00～21:00 ※最終日も同時間
・会場：西梅田スクエア（旧大阪中央郵便局跡地） ・会場：中野四季の森公園 特設会場
（〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-4）
（〒164-0001 東京都中野区中野4-13）
・店舗数：15店舗
・店舗数：15店舗
■ここでしか食べられない！？人気店の“まかない飯”が参戦！

【名古屋会場 出店店舗情報】

『肉山 名古屋（にくやま なごや）
』
メニュー：肉山の豚カツ

※3会場出店

アルバイトとVIPのみ知る
超人気店の幻の味！
東京吉祥寺に本店を置き、名古屋でもオープン以来、「予約半年待ち」
と話題が尽きない肉山。まかないは、愛知県産の豚バラ肉をカリッと揚げ
た贅沢な豚カツ。東京にある高田馬場の串かつ店「えいちゃん」の自家製
ソースを使っており、あっさりとした甘さで一度食べると手がとまらな
い。VIP用の裏メニューとしても提供している一品を、この機会にぜひ！

『郭 政良 味仙』 ※2会場出店
メニュー：味仙 まかない丼
元祖台湾ラーメン、
秘伝ミンチを丼にアレンジ！
名古屋発祥の台湾ラーメンの元祖。台湾の担仔麺（タンツーメン）をベ
ースに、辛くアレンジしたのが始まりのラーメン。その味を求める人々で
連日行列のできる人気店からは、台湾ラーメン秘伝の旨辛ミンチをごはん
にのせ、鶏ガラスープをかけたオリジナル丼が登場。ガツンとくる辛さに
シャキシャキレタス、チーズとのコラボレーションを楽しんで！

『肉屋 雪月花』
メニュー：肉屋 雪月花カレー
国産和牛の甘味が沁みる
極上のコク旨カレー！
接待や特別な日に利用されている、名駅の肉割烹。まかないのカレーは、
メニューに使用した神戸牛や松阪牛の端材を入れて、じっくりと煮込んだ
もの。ルーには10数種類のスパイスを使用し、本来は辛口のはずだが、
A5等級の国産和牛の甘みが溶け出しているため、一言で言えば“コク旨”。
肉割烹の極上まかないを味わうチャンス！

『シュリンプポイント』
メニュー：しゃちほこドッグ
名古屋めしの仲間入り!?
スナック感覚の斬新ドッグ
名駅にある海老料理専門店。しゃちほこドッグは、スタッフが集まって
カフェメニューの考案中に誕生。海老フライを2尾並べて鯱（しゃちほこ）
に見立て、自家製タルタルソースで仕上げた。中にはカットしたキャベツ
入り。柔らかなパンとサクサクの海老フライの食感が絶妙で、スナック感
覚で食べられる！赤味噌ソースと中濃ソースの2種類からチョイス。
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『諭吉のからあげ』
メニュー：諭吉の鶏まぶし丼
ジューシーな唐揚げが
ひつまぶし風に大変身！
唐揚げの激戦区、大分県中津市の味を名古屋人の口に合うように改良し
た、ジューシーな唐揚げが人気の店。今年で10周年を迎えた同店のまか
ないは、なんと、名古屋名物のひつまぶしをイメージ。刻んだ唐揚げをご
はんにまぶし、特製の自家製ダシをかけ、最後にしょう油ベースのあっさ
りしたムネ肉の唐揚げをのせている。マヨラーもクセになる！

『ベヂロカ』
メニュー：ベジあんかけパスタ
アルバイトの健康も考慮した
ヘルシー&栄養満点パスタ！
契約農家から仕入れた季節の野菜を中心に使用し、オープン以来、女性
から絶大な支持を得ているベヂロカ。まかないは、効率と味、そしてアル
バイトの健康を意識して誕生したあんかけパスタ。パプリカやセオリ、ズ
ッキーニなどの野菜をふんだんに使っていて、栄養価はバッチリ！ 冷水
で戻す特殊な調理法でもっちりとした食感のパスタもポイントだ。

『あんどりゅ。
』
メニュー：しおみす
甘さとほろ苦さが絶妙！
大人が惚れるかき氷
大須で絶大な人気を誇るかき氷専門店。こだわりは、数種類の氷を季
節や気温に合わせて使い分けること。空気をたっぷりと含んだかき氷は、
口に入れた途端、綿菓子のように溶けていく。
「しおみす」は“塩キャラメ
ル＋ティラミス”をイメージして誕生したまかないスイーツ。トッピング
された苦味のあるフランス産岩塩が、旨味に変わる瞬間に驚き！

『ビストロ下の一色GEIRIKI』
メニュー：カリカリちりめんジャコの
ピリ辛玉子かけごはん（TKG）
カリカリ＆トロ～リ！
食感が楽しいピリ辛ごはん
「魚屋の台所 下の一色 本店」の姉妹店で、魚にこだわる同店のま
かないは、厳選した愛知県産ちりめんジャコをふんだんに使った卵かけ
ごはん。ピリ辛にオイル漬けしたのち、カリッと揚げたちりめんジャコ
をごはんに乗せ、塩、コショウ、特製のダシ醤油などで味付け。そして
仕上げに半熟の玉子をオン。カリカリ＆トロ～リの食感がたまらない！

『CUISINE China 凛』
メニュー：豚バラチャーシュー丼
2種類の自家製ソースを
好みで選んで食べよう！
見た目も華やかな創作中華が味わえる料理店。
「脂っこい中華料理」の
イメージを覆すことに力を入れている同店は、まかないにも一工夫を凝
らしている。チャーシューには柔らかい豚バラ肉を使用。白髪ネギやダ
イス状にカットした野菜で彩りを加えている。複数の香辛料を数時間煮
込んで作った自家製しょう油ソース、または自家製マヨネーズソース、
どちらかをセレクトできる。
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『麺屋 桜』
メニュー：桜まかないラーメン
最後まで飲み干したくなる
濃厚鶏白湯スープが絶品！
魚介の出汁をベースに、鶏ガラなどを長時間煮込んで白濁させた”鶏白
湯”と合わせたコク深いスープが美味！ユズの爽やかな香りと甘味たっぷ
りの刻みタマネギがアクセントになっているので、あっさり派が好きな女
性でも食べやすい一杯だ。トッピングされたラーメンには珍しいつくね
も、箸休めにもピッタリ。濃厚なスープとも相性抜群！

※各会場の出店店舗情報については、予告なく変更する場合があります。
※出店店舗の情報は、今後ホームページ上でも随時更新してまいります。詳しくはホームページをご覧ください。

https://weban.jp/contents/c /makanaifes_pc/

■食べあるきの達人たちが集まるグルメユニット「食べあるキング」が厳選したオススメ店が出店！
『an まかないフェス 2017』の開催にあたり、今回も前回同様、
「食を通じて日本を元気に！」を合言葉にフ
ードジャーナリストやグルメブロガーたちで構成される食べあるきオールスターズ「食べあるキング」に、本イ
ベントを全面バックアップしていただきます。本イベントの趣旨に賛同いただいた食べあるキングには、食べあ
るきで培ったネットワークを活かし、“まかない飯”が美味しいお店をテーマにオススメ店をセレクトして集めて
いただきました。
さらに、テレビや雑誌でもおなじみ、グルメ界のトップブロガーでもある「フォーリンデブはっしー」さんを
筆頭に、大食い女王に輝いたアイドル「もえのあずき」さん、女子会グルメに精通するモデル「田中里奈」さん
など、食べあるキングのメンバーに、
『an まかないフェス 2017』を盛り上げる応援団に就任していただきます。
食べあるキングの皆さんには、出店店舗のセレクトだけでなく、当日のステージイベントをはじめ、様々なかた
ちでイベントを盛り上げていただく予定です。

【
『an まかないフェス』応援団】
食べあるキング（応援団）
「食を通じて日本を元気に！」を合言葉に、フードジャーナリストやグ
ルメブロガーたちがオールスターチームを結成。今までにないSNS時代を
代表するグルメユニット。テレビでの冠レギュラー番組放送や、グルメイ
ベントのプロデュース、官公庁・企業とのコラボレーションなど、食を起
点とした様々な企画開発をおこなう。
◆ホームページ：http://www.tabearuking.com/
フォーリンデブはっしー（応援団長）
肉を中心にごはんのオカズを求めて年間800軒以上を食べ歩く、グルメ
エンターテイナー。グルメ界のトップブログ「イエス！フォーリンデブ★」
の執筆をはじめ、instagramなどのSNSも人気。まかないフェスの応援団
長の他、農水省の国産食材アンバサダーや、Jリーグのグルメ大使なども務
める。「食べあるキング」では肉＆ごはん担当。
◆ホームページ：http://lineblog.me/fallindebu/
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■『an まかないフェス 2017』名古屋会場：ステージタイムテーブル
名古屋会場では、今注目の岐阜県出身お笑いコンビ「流れ星」や、名古屋が誇るエンターテイメントグループ
「BOYS AND MEN」の弟分「BOYS AND MEN研究生」の選抜ユニット「祭nine.」が登場。
5月19日（金）は、あいのりで人気を博したブログ女王の「桃」さん、フォロワー33万人を誇るインスタ女王
の「田中里奈」さん、ツィッターで11万人のフォロワーに支持される「はあちゅう」さんの3人が、それぞれペ
アを組んで、トークショーを行います。また、5月20日（土）は、
「祭nine.」によるステージを予定しています。
5月21日（日）は、
「祭nine.」のほか、
「流れ星」によるステージも。さらには、5代目爆食女王を襲名した「も
えのあずき」さんによる、
「 “まかない飯”全10店舗制覇大食いチャレンジ企画」も予定しています。
また各日、応援団長の「フォーリンデブはっしー」さんをはじめとする応援団の「食べあるキング」の皆さん
に、
『an まかないフェス 2017』の10店舗の“まかない飯”の魅力を余すところなく紹介していただきます。
【注目のステージ】
●5月21日（日） 14：30～15：30
大食い女王、大食いアイドルの「もえあず」が、全10店舗の“まかない飯”をステージで食べ尽くし！
●5月19日（金） 12：00～12：45 / 5月20日（土） 14：00～14：45
フォロアー33万人のインスタ女王「田中里奈」と、あいのりで人気を博したブログ女王「桃」が共演！
●5月21日（日） 11：30～12：00 / 13：30～14：00
岐阜県出身、
「ちゅうえい」
「瀧上伸一郎」によるお笑いコンビ！「流れ星」がステージを盛り上げる！
●5月20日（土） 16：00～16：30 / 5月21日（日） 16：00～16：30
名古屋が誇るBOYS AND MEN研修生の選抜ユニット「祭nine.」
。2017年最注目の彼らが2days降臨！
※ステージ企画のタイムスケジュールはやむを得ず変更になる場合があります

【ゲストタレント】

もえのあずき

田中里奈

桃

はあちゅう

フォーリンデブはっしー

流れ星

祭nine.

寺坂頼我

野々田奏

清水天規

神田陸人

浦上拓也

横山統威

高崎寿希也

以上
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