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発 表 項 目      

 

 

 「チーズなフェア inくしろ」の開催について  

記者ﾚｸﾁｬｰ      

のお知らせ      

（実施日時）  

 月  日（ ）   時  分 

発 表 者        

発 表 場 所        

 

概 要      

１  目的  

  釧路管内の酪農は、産出額 750億円（ R1）で管内農業の約 9割を占め、

牛乳・乳製品工場など関連産業も多く、基幹産業となっています。  

  一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、牛乳・乳製品の需

要低迷等によりバターなど乳製品の在庫が増えるなど、需給のバランス

が崩れた状況となっています。  

また、管内産のチーズは一部小売店・飲食店で取り扱われていますが、

消費者が手に取る機会は少ない現状にあります。  

  このため、振興局では管内産チーズの魅力発信と消費拡大を目的に、7

つのチーズ工房と飲食店が連携し、「チーズなフェア inくしろ」を開催

します。  

２  フェアの内容  

（１）期間  

令和 3年（ 2021年） 11月 19日（金）～ 12月 18日（土） 1ヶ月間  

（２）フェア参加飲食店  

特別メニューの提供店： 13店舗  

（３）実施内容  

・参加飲食店で地元チーズを使用した特別メニューの提供  

・特別メニューを食べて SNSに料理の写真を投稿すると、抽選で 10

名に管内産チーズ詰め合わせ（くしろチーズ BOX）をプレゼント  

・特設 HP上で参加飲食店の紹介、チーズ工房の紹介動画の配信、地

元インフルエンサーによる YouTube配信   

 

特設 HP「チーズなフェア特設サイト」の URL 

http://www.info946.com/cheesefair/（ 18日（木）から開設）  

 

 

 

参 考      

 

 新型コロナウイルスの感染状況により、フェアの実施期間を短縮す

る場合があります。  

報道(取材)      

に当たって      

のお願い      

積極的な報道をお願いします。 

担      当      

（連絡先）      

産業振興部農務課（担当者：七社（ななしゃ）、藤島）  

電話： 0154-43-9220 メール： nanasha.takao@pref.hokkaido.lg.jp 

 



A4オモテ

お問い合わせ：チーズなフェアinくしろ事務局（北日本広告社 釧路支社内）  TEL：0154-22-0211 受付時間：AM10:00～PM5:00（土･日・祝を除く） 　主催：北海道釧路総合振興局
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くしろのシェフたちが、
地元チーズを美味しく食べる特別メニューを期間限定で提供します！
【厚岸町】森高牧場、厚岸チーズ工房なんくる　【浜中町】おおともチーズ工房
【標茶町】長坂牧場チーズ工房　【鶴居村】酪楽館、ハートンツリー　【白糠町】白糠酪恵舎

期間中、フェア参加店で
対象メニューを食べてSNSに投稿すると、

抽選で10名様に特製
「くしろチーズBOX」を

プレゼント！
#チーズなフェア
で投稿！



特別メニュー提供店

下記店舗でも地元チーズを
使ったメニューを提供中！

くし炉 あぶり家

フォト喫茶 夢風舎ノーザンレストラン Porker

※ディナーコースのメイン料理

酪農家バル ロールベール

オルディネール
［厚岸チーズ工房なんくる］のチーズ使用 ［ハートンツリー］のチーズ使用

［おおともチーズ工房］のチーズ使用 ［森髙牧場］のチーズ使用

A4ウラ

2021 11.19 12.18Fri Sat

旬の魚介にオランデーズソースとチーズで香付け。
白身魚の皮はパリパリで香ばしく、口の中で優しく
ほぐれていく身の味わいに舌鼓。

本日の魚介のポワレ

釧路市黒金町7-2-2 マリントピア1Ｆ
ランチ11：30～14：00、ディナー18：30～23：00（LO.21:30）
0154-31-3622 日曜日休

¥1,320（税込）
レクタン・ミモレット・キャラウェイ3種類のチーズ
を使用。コーンフレークを砕いた粗めの衣と異な
るチーズの味わいが愉しい。

おおともチーズ３種の
チーズフライ

釧路市栄町3-2
17：00～22：00（L.O.）
0154-25-1010 日・月曜日・祝日休

（ワイン付き） ¥800（税込）

［おおともチーズ工房］のチーズ使用

唯一、チーズ工房なんくるのチーズ「海霧」が味わ
えるカフェ。濃厚なチーズをアツアツのホットサン
ドでいただく至福のひととき。

チーズ工房なんくる「海霧」の
ホットサンドセット

厚岸町片無去669
10：00～16：00
0153-57-2230 水曜日※12月から冬季休業休

¥1,100（税込）
カマンベールチーズをふんだんに使った濃厚ケ
ーキ。表面はこんがり、中はしっとり食感に。ワイン
にも良く合います。【要電話確認】

白カビチーズケーキ

鶴居村字雪裡496-4
11：00～14：00
0154-64-2542 木曜日休

¥480（税込）

モッツァレラとカチョカバロに合わせるのは牛タン！
味噌×マヨソースに別添えのトマトソースで味を変え
ることで、チーズも味も２度美味しいカルテットピザ。

おおともチーズ工房さんの
チーズたっぷり牛タンピザ

釧路市末広町5丁目6番地
16：30～23：00（L.O.22：30）
0154-22-7777 年中無休休

¥1,628（税込）
看板メニューのシチューをフェア用にアレンジ！赤
ワインに漬け込んだほろっと牛タン&とろっとチー
ズの相性が抜群の一皿。

牛タンシチューのチーズ焼き

釧路市芦野5-27-18
11：00～21：00（L.O.）
0154-35-1669 不定休休

ビストロラナチュール
［白糠酪恵舎］のチーズ使用

¥2,200（税込）
弟子屈産「摩周そば」の風味高いそば粉を使い、
香ばしく焼き上げた生地に、こだわりのゴーダチ
ーズの塩味とコクが良く合います。
釧路市末広町2-23
18：00～21：00（L.O.）
0154-65-1802 月曜日休

¥5,380～（税込)

ぱらだいすかふぇ
［白糠酪恵舎］のチーズ使用

道内産のお米に口溶けの良いチーズが絡み、コ
クがあるのに食べやすい一品に。チーズの旨みと
香りが口の中に広がります。

酪恵舎のモンヴィーゾを使った
ライスカルボナーラ

釧路市中園町7-12（労災病院前）
11：00～21：00（日・祝日は～20：00）※宴会は0：00まで
0154-32-2040 火曜日・不定休休

¥1,000（税込）
カエデやリンゴの木のチップで燻されたチーズ３
種を日替わりで。店主おすすめワインを合わせて
工房ごとの特徴を愉しんでみては。

燻製チーズの盛り合わせ
～2種のドライフルーツを添えて

釧路市川上町4-1-5（赤ちょうちん横丁内）
18：00～24：00（L.O.23：30）
090-5957-3192 水曜日休

癒し酒場 POTION
［酪楽館］［おおともチーズ工房］［森高牧場］ほか、チーズ使用

¥750（税込）

厚岸産アサリやベーコンなどの旨みの溶けだした
ソースが、食材をより一層引き立たせます。温か
いスープの最後の１滴までお愉しみください。

おおともさんのカマンベールを
使ったクラムチャウダー

釧路市末広町5丁目5番 末広ビル1F
18：00～23：30（L.O.23：00）
0154-65-6262 日曜日（祝日の前日は営業）休

¥1,023（税込）

イタリア料理 チェントット
［長坂牧場チーズ工房］のチーズ使用

チーズ好きにはたまらない！バランスにもこだわ
った、4種チーズの芳醇ピザ。はちみつの甘さが、
まろやかな味わいを際立たせます。

長坂牧場のこのみを使った
クアトロフォルマッジ

釧路市浪花町12-1-16 富士マンション浪花1F
ランチ11：00～15：00、ディナー17：00～21：00
0154-68-5554 月曜日（祝日の場合営業、翌日休み）休

¥1,400（税込）

創作わしょく・わいん mosaique

酪恵舎モッツァレラと
うにの茶碗蒸し

［白糠酪恵舎］のチーズ使用

和と洋、海と山の意外な食材の組み合わせが織り
なす人気の一品。和風だしに包まれた伸びの良
いチーズが食べる楽しみも演出。
釧路市栄町2-1-1（ホテルパコ向かい）
18：00～1：00（L.O.0：30）
090-1306-7838 不定休休

¥750（税込)

［酪楽館］のチーズ使用

［おおともチーズ工房］のチーズ使用

カフェアンドレスト ハートンツリー

レストラン＆コミュニティー イオマンテ

厚岸森髙牧場チーズと
摩周そばのガレット・コンプレ

しっとりやわらかな口当たりのスイーツ。焼き目を
つけることでチーズの芳醇な香りもより感じられ、
お酒とも楽しめる一品。
釧路市川上町4-1-5（赤ちょうちん横丁内）
17：00～1：00（L.O.0：00）
080-1867-0153 月曜日休

BISTRO TAKKE

¥500（税込）

［白糠酪恵舎］のチーズ使用

モンヴィーゾを使用した
バスク風チーズケーキ

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、フェアの内容を変更、または中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。

期間中、フェア参加店で対象メニューを
食べてSNSに投稿すると、抽選で10名様に

特製「くしろチーズBOX」を
プレゼント！

チーズなフェア
特設サイトはコチラ
http://www.info946.com/cheesefair/

Youtubeにて
コラボ企画配信！
＜どゆことらいふ／ayaの日常＞チャンネル内
https://www.youtube.com/c/ayakushirotv

参加特典

お問い合わせ／チーズなフェアinくしろ事務局（北日本広告社 釧路支社内）　TEL／0154-22-0211  受付時間／AM10：00～PM5：00（土・日・祝を除く）　主催／北海道釧路総合振興局

10
名様

※祝日のランチ営業は
　行っておりません。

・Wine Bar Casetta ino
・隠れ家ダイニング カンティーナ
・炉ばた居酒屋 はたご家
・釧路センチュリーキャッスルホテル
・フランス料理 楡金
・デルナード　　　　　・ARUGO
・レストランはまなす      ・旬料理「心」
・Farm Restaurant Cuore （クオーレ）

#チーズなフェア で投稿！
ほか（順不同）

※フェア参加特典の対象外となります。


