PRESS RELEASE
報道関係者各位

2012 年 6 月 5 日
鳥取県東京本部

「まんが王国とっとり」建国記念

AKIBA で探す「まんが王国とっとり」
「まんが王国とっとり」が、
鳥取の味、とっとりバーガーを連れて秋葉原にやってくる!
日付：
時間：
場所：
主催：
後援：
協力：
内容：

HP：

2012 年 7 月 1 日（日）
10:30～17:00
秋葉原 （
「ベルサール秋葉原」他）
鳥取県
千代田区
NPO 法人 秋葉原観光推進協会
1. 実体験型 宝探しゲーム
AKIBA スクランブル ～私の『とっとり』
、知りませんか？～
2. とっとりバーガー フェスタ@AKIBA
3.「まんが王国とっとり」 紹介コーナー
4.「食のみやこ鳥取プラザ」物産販売
http://akiba-de-sagasu-tottori.jp

鳥取県マスコットキャラクター

トリピー
（事前応募登録制）

鳥取県は、
「まんが王国とっとり」の建国を広く PR するために、千代田区の後援のもと、7 月 1 日（日）に秋
葉原において建国記念イベント『AKIBA で探す「まんが王国とっとり」』を開催いたします。
同イベントは、鳥取県が取り組む「国際まんが博」や、
「2012 年 第 13 回 国際
マンガサミット 鳥取大会」を、全国のマンガやアニメのファンの皆様にぜひ知っ
ていただきたく、NPO 法人秋葉原観光推進協会と連携し、マンガやアニメの聖地で
ある秋葉原で実施いたします。
近年、若者を中心に、「ご当地バーガー」の人気も注目も高まっている中、
国産の食材の再確認、再発見をテーマに立ちあがったのが「とっとりバーガ
ーフェスタ」です! 提供するのは「ハンバーガー」ではなく、日本で育まれ
た新しい食のジャンル「ご当地バーガー」
。今年で 4 回目の開催を迎える「と
っとりバーガーフェスタ」に出店予定の 5 店舗が、このイベントの応援にか
けつけてくれました。豊かな自然と大地に育まれた美味しい食材を集め、
「と
っとりバーガー」が秋葉原にやってきます!
鳥取が発信する新たな魅力と文化を、ぜひ『AKIBA で探す「まんが王国とっとり」
』でお確かめください!

【「まんが王国とっとり」とは】
鳥取県は、水木しげる氏、谷口ジロー氏、青山剛昌氏をはじめ、今まで多数の著名なマンガ家を輩出してきまし
た。今年度は「まんが王国とっとり」として、アニメやマンガを切り口に国内外での鳥取県の知名度向上や観光
客誘致に積極的に取り組んでいます。2012 年 7 月 1 日の本イベントを皮切りに、8 月 4 日（土）から 11 月 25
日（日）にかけて「国際まんが博」を開催。11 月 7 日（水）から 11 月 11 日（日）の「2012 年 第 13 回 国
際マンガサミット 鳥取大会」など、様々なイベントを集中的に展開いたします。

【
「まんが王国とっとり」建国 Year
7 月 1 日（日）：
8 月 4 日（土）～11 月 25 日（日）：
11 月 7 日（水）～11 月 11 日（日）：

主な取り組み】

まんが王国とっとり建国記念 AKIBA で探す「まんが王国とっとり」
（東京都 秋葉原）
まんが王国とっとり建国記念 国際まんが博
（鳥取県 各所）
2012 年 第 13 回 国際マンガサミット鳥取大会
（鳥取県 米子コンベンションセンター）

PRESS RELEASE
とっとりバーガーフェスタ@AKIBA
「とっとりバーガー」を代表する名店 5 店が秋葉原に集結! 来場されたお客様に、鳥取の豊かな自然に育まれた
美味しい食材をその場で調理、出来たての「とっとりバーガー」を提供いたします。従来のハンバーガーの枠に
とらわれない、オリジナリティあふれる「とっとりバーガー」はどれも美味しさたっぷり。鳥取だから味わえる
出来立ての美味しさを、ぜひ秋葉原で味わってください!

琴浦あごカツバーガー
2011 年の「とっとりバーガーフェスタ 全国ご当地バーガーグランプ
リ」では県内 No.1（全体では 4 位）の評価。中部のご当地グルメ「あ
ごかつカレー」のバーガー版で、「あご」とは「トビウオ」のこと。創
業明治 23 年の老舗かまぼこ店自家製のバーガー専用あごかつに、地元
の名店「レストラングレイン」の特製カレーソースをトッピング。
店名
あぶい蒲鉾
公式 HP http://www.abui.co.jp

鳥取和牛 極上肉汁バーガー
焼き肉店でバーガー? このミスマッチも驚きの提供スタイルでカバー。
鳥取県を代表する和牛ブランド・前田牧場の特選ビーフを使ったパテ
ィ、バンズなどを、焼き肉のロースターで自ら焼くスタイルがユニーク。
肉汁したたるビーフパティに極上フォンドボーソースなど、もちろん味
も太鼓判!
店名
焼き肉 黒
公式 HP http://yakiniku-kuro.com

大山チキンチリバーガー
地元のブランド鶏「大山ハーブチキン」が主役。秘伝のタレで下味をつ
けたチキンの唐揚げと野菜を、地元産米粉を配合した特製バンズではさ
みました。味付けはスパイシーな特製チリソース。最初は「ふんわり甘
い」食味ですが、あとでチリソースの上品な辛さがシッカリと口に残り
ます。この甘さ辛さのバランスが絶妙。
店名
道の駅 大山恵みの里
公式 HP http://www.daisen.jp/megumi/michinoeki/

鳥取ほるそバーガー
鳥取県東部のソウルフード「ほるそば」「カレー」をバーガーに！
使う食材も全て鳥取県産にこだわった、まさに ALL TOTTORI バーガー。
鳥取駅南振興会店舗でしか食べられない鳥取駅南のご当地バーガーで
す。ホルモン焼きソバと自家製カレーソースの意外なコラボレーション
を是非ご賞味下さいませ。
店名
鳥取駅南振興会
問合せ先 http:// www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/vol/ekinan.html

もさバーガー
地元では「甘エビよりも甘い」といわれるモサエビ 5 匹分をペースト状
にアレンジ。風味を生かすため、殻ごと揚げてミンチにするほか、ふわ
ふわ感を出すためハタハタなどの白身魚のすり身をあわせたものを使
用しています。イカスミを練り込んだ真っ黒バンズとも相性ピッタリ！
店名
道の駅 神話の里 白うさぎ
公式 HP http://www.ginrin-grp.com

2012 年 10 月 7 日（日）～8 日（月祝）、鳥取県大山町（だいせんちょう）を会場に、
「とっとりバーガーフェスタ 2012 全国ご当地バーガーグランプリ」を開催！
※画像はイメージです。実際の商品と異なる可能性があります。
公式 HP http://www.tottori-bf.jp/
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まんが王国とっとり建国記念

Twitter キャンペーン

開催期間：2012 年 5 月 29 日（火）からイベント当日まで
『AKIBA で探す「まんが王国とっとり」
』開催を記念して、Twitter キャンペーンを実施!
参加方法は Twitter に登録していればとても簡単。@akiba_tottori をフォローしてツイートするだけ
で応募完了です。
あとはのんびり待つだけで、抽選で素敵な賞品が当たるという素敵企画です。

鳥取の味やマンガなど、素敵な賞品を抽選でプレゼント！

「まんが王国とっとり」

紹介コーナー

「まんが王国とっとり」に関するさまざまな取り組みを紹
介するコーナーです。
8 月 4 日（土）から 11 月 25 日（日）にかけて行われる
「国際まんが博」や、11 月 7 日（水）～11 月 11 日（日）
の「国際マンガサミット鳥取大会」について、ぜひご注目
ください!

©水木プロダクション

©谷口ジロー／小学館

©青山剛昌／小学館

仮

「食のみやこ鳥取プラザ」物産販売
鳥取県のアンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」が秋葉
原に特別出展！

鳥取の美味しい特産品などを販売いたし

ます。

公式 HP
＜お問い合わせ先＞

http://akiba-de-sagasu-tottori.jp

『AKIBA で探す「まんが王国とっとり」
』 広報事務局
株式会社フロンティア・エンタープライズ内 担当／井上、佐瀬、末廣
TEL.03-5565-1121 FAX.03-5565-1261
Mail : inoue@frontier-e.co.jp

