
 
 
 
 
 
 
 

   ２０１１年７月６日 
東日本旅客鉄道株式会社 

「日本を元気に」を合言葉に、 

“食の応援プロジェクト”第二弾 を実施中 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“食の応援プロジェクト”第二弾 

■期間：2011年 7月 1日（金）～9月 30日（金） 
 ※ホテル、店舗、メニューにより実施期間が異なります 

 

 

 

 

 

 

 

・ ホテルメトロポリタン（池袋） 

・ ホテルメトロポリタン エドモント（飯田橋） 

・ ホテルメトロポリタン丸の内（東京） 

・ ホテルメトロポリタン長野 

・ ホテルメトロポリタン仙台 

・ ホテルメトロポリタン山形 

・ ホテルメトロポリタン盛岡 

・ ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング 

・ ホテルメトロポリタン秋田 

 
 

 

 

JR 東日本グループでは、「日本を元気に」を合言葉に、『応援産直市』や『東北応援駅弁大会』など
東日本大震災からの復興に向けて様々な取組みを実施しております。 
その一環として、被災地域や東北各県の四季折々の食材を使った料理や地酒などをご提供する “食
の応援プロジェクト”を実施しております。 
第一弾は、東京地区の3つのホテルメトロポリタンで「岩手・青森」を中心とした食材を用いた特別
メニューをご提供しました。 
この度、第二弾として実施箇所を拡大し、9つのホテルメトロポリタンで7月から9月末までの期間、
「宮城・福島」を中心とした食材を用いた特別メニューをご提供します。なお、第一弾に引き続き、売
上げの一部を被災地支援のための義援金として寄付させていただきます。 
 

「宮城・福島」を中心とする、 
東北各県の食材を使用した料理や地酒を提供 

写真はイメージです 



 
対象メニュー（★）の売上げの一部を被災地支援のための義援金として寄付させていただきます 

 

ホテルメトロポリタン（池袋）       7月1日（金）～ 9月30日（金） 
オールデイダイニング「クロスダイン」 
★「日本を元気に」東北ランチビュッフェ               ¥3,180 
棒鱈 山椒煮/会津がんこ米ちらし寿司/宮城県産鶏肉のウスター炒め/他 

 
日本料理「花むさし」 
★「日本を元気に」東北ランチ「花御膳」               ¥3,150 
【先付】白アスパラ胡麻豆腐 じゅん菜 美味出汁／【造り】二点盛り 芽物／ 
【八寸】ヤーコンと水菜の煮浸し ゴーヤおかか和え 人参カステラ 海老芝煮 若桃蜜煮 枝豆 酢取茗荷／ 
アスパラ（福島）ベーコン巻 市松苺ロール 小玉葱チーズ焼 陸蓮根包み揚 焼玉蜀黍（福島）／ 
【串刺し】鶏松風 胡瓜（宮城） 雲丹板 一口茶蕎麦／【焼物】銀鮭照焼 新生姜漬 青唐／ 
【冷煮物】茄子（宮城） 冬瓜 干海老 生姜／【食事】白御飯（福島がんこ米） 味噌椀 香の物／【デザート】季節のプリン 

 
日本料理「花むさし旬香」 
★「日本を元気に」東北ランチ「炙りコース」             ¥3,600～ 
【先付】手作り豆腐／【造り】本日の鮮魚三種／【焼物】炙り魚二種と各種肉料理（うつくしまエゴマ豚 他）／ 
【食事】御飯（福島がんこ米） 味噌椀 香の物／【デザート】本日のプリン 

 

 
中国料理「桂林」 
★「日本を元気に」東北ランチ「桂林山水コース」           ¥3,360 
福島県産伊達鳥の棒々鶏入り前菜三種／三陸産わかめ入りふかひれスープ／ 
牛肉と宮城県産四川胡瓜のオイスターソース炒め または 紋甲いかと宮城県産四川胡瓜のオイスターソース炒め／ 
揚げ物二種（魚すり身鹿の子揚げ・海老入り湯葉巻き揚げ）／宮城県産茄子と挽肉ガーリック煮込み／ 
福島県産こしひかりの桜海老炒飯 または 五目野菜あんかけ焼きそば／フルーツ入り杏仁豆腐 

 
キュイジーヌ「エスト」 
★「日本を元気に」東北ランチ「Pranzo B」              ¥5,400 
一口前菜／帆立貝のポワレ カレー風味 アーティーチョークフリット添え／冷製カッペリーニ 季節野菜とバーニャ・カウダソース／ 
宮城県産平目のポワレ 大葉風味 サラダ菜のスキウーマ／福島県産牛サーロインのグリル ジンジャーソース／本日のデザート／ 
コーヒーと小菓子 

 
ダイニング＆バー「オーヴェスト」 
★「日本を元気に」東北ランチ「シェフのおすすめランチコース」    ¥3,500 
（※前菜、パスタ、メインディッシュ、デザートをそれぞれ一種お選びいただけます。） 
【前菜】／【パスタ】／【メインディッシュ】鮮魚のグリル バルサミコソース、和牛と銘柄豚のハンバーグ フレンチフライドポテト 
福島県産伊達鶏胸肉の低温調理ともも肉のグリル ヴェルジュの香るソース、宮城県産もち豚 低温調理のグリル オリエンタル風ラタトゥイユ 
福島県産牛サーロインのグリル ジンジャーソース、他／【デザート】 

 
 
ホテルメトロポリタン エドモント（飯田橋） 7月1日（金）～ 9月30日（金） 
日本料理「平川」 
★「日本を元気に」東北ランチ「週替り定食」             ¥3,000 
梅しらすご飯／本日の小鉢／茶碗蒸し／白身魚の蕎麦巻き揚げ出汁 地鶏の筑前煮／トマトと湯葉のサラダ／ 
香の物／けんちん汁／氷菓子 

 
★「日本を元気に」東北ディナー「特別会席」            ¥12,000 
【先付】鮑 甘海老 雲丹 肝ソース 胡瓜みぞれ らっきょう／【吸物】清汁仕立て 鱧吉野煮 冬瓜 早松茸／ 
【造り】旬の鮮魚盛合せ／【煮物】宮城県産きんきの揚げ煮 伊勢海老 旬野菜の浸し／ 
【焼物】福島県または宮城県産牛フィレ肉の石焼 季節野菜添え／【食事】会津そば 天麩羅盛合せ／【水菓子】季節の盛合せ 

 
★「日本を元気に」東北地酒                   一合¥1,400～ 
國権
こっけ ん

 純米酒／一ノ蔵 有機米仕込 特別純米酒／末廣 亀の尾 純米大吟醸 

 

【別紙】 

オールデイダイニング 
「クロスダイン」 

日本料理「平川」 

 

日本料理「花むさし」 

 

日本料理「花むさし旬香」 

中国料理「桂林」 

 



ホテルメトロポリタン丸の内（東京）    7月1日（金）～ 9月30日（金） 
ダイニング＆バー「テンクウ」 
★「日本を元気に」東北ディナーコース               ¥10,000 
アミューズブーシュ／玄米入り米麺を使ったメイプルサーモンとフルーツトマトの冷製パスタ／ 

青森県産天然平目と油麩のソテー 干し貝柱とキャベツのブイヨンと共に／福島県産「会津高田梅酒」のグラニテ／ 

宮城県産漢方和牛ロースの炭火焼き 赤ワインソース／会津地鶏のコラーゲンスープ茶漬け／桃のスープ／ 

福島県産若桃のコンポートとタヒチ産バニラのアイスクリーム添え／スペシャルティコーヒーと小菓子 

 
 
ホテルメトロポリタン長野        7月11日（月）～ 9月30日（金） 
日本料理「しなの」 
★特製牛タンごはん 仙台味噌仕立て                 ¥1,700 
たっぷり彩り野菜と牛タンステーキ仙台味噌ソース/五穀米/冷製スープ/デザート 

 
★東北の日本酒セット（上記+東北地方の日本酒90ｍｌ付）       ¥2,000 
 

 

ホテルメトロポリタン仙台     ※レストラン、メニューにより期間が異なります 
日本料理・鉄板焼「はや瀬」 
7月1日（金）～8月31日（水） 
・「日本を元気に」伊達『絆』米麺膳（ランチ）            ¥2,500 
【小鉢】季節の物／【焼物】牛タン焼き 南蛮味噌漬け／【米麺】厚焼き玉子 笹かま天婦羅 トマト 焼き油あげ 黄彩パプリカ 

花茗荷 蛇の目胡瓜 若布 青紅葉 醤油たれ 胡麻たれ／【薬味】山葵 なめこ オクラ／【ご飯物】葱トロ丼 お新香 

 
旬菜グリル＆カフェ「セレニティ」 
7月23日（土）～8月21日（日） 
★「日本を元気に」ﾌﾟﾘﾌｨｸｽ&ﾋﾞｭｯﾌｪﾃﾞｨﾅｰ            大人¥5,000 お子様¥3,200 
 
旬菜グリル＆カフェ「セレニティ」/日本料理・鉄板焼「はや瀬」/中国料理「桃李」 
7月16日（土）～7月18日（月） 
★東北六魂祭ディナー 魂 CHIKARA                  ¥5,000 
東北6県の食材を使用したディナーコース 

 
宴会 
7月16日（土）～7月17日（日） 
★東北六魂祭ランチビュッフェ絆 KIZUNA      大人¥3,000 お子様¥1,500 
和・洋・中ビュッフェ 

 
8月8日（月）～8月12日（金） 
★「SUMMER BEER NIGHT」                      ¥6,000 
日本料理、フランス料理、中国料理、の中からお一人様4品 

 
 
ホテルメトロポリタン山形         7月1日（金）～ 9月30日（金） 
日本料理「最上亭」 
★「日本を元気に」小皿会席 「月替わり」   ランチ¥3,000 ディナー¥5,000 
ランチメニュー 

もろこし豆腐 保夜塩辛 海鮮ゼリー寄せ ゆばとまと 秋田県産とんぶり福島県産野菜和え かつお有馬煮／ 

【造り】鮪・烏賊・芽物一色／【焼付】魳あおさ焼き 山桃 きぬかつぎ 仙台味噌の茄子田楽／ 

【煮物】えごま豚の角煮 里芋 ブロッコリー／【変り鉢】森林どりの南蛮漬け／【食事】変りごはん 穴子ひつま風／ 

【汁物】そば／【香の物】二点盛り／【デザート】チョイススイーツ 

ダイニング＆バー 
「テンクウ」 
 

日本料理「しなの」 

特製牛タンごはん 仙台味噌仕立て

 

日本料理「最上亭」 

日本料理・鉄板焼「はや瀬」 

「日本を元気に」伊達『絆』米麺膳
 

旬菜グリル＆カフェ「セレニティ」 



ディナーメニュー 

もろこし豆腐 保夜塩辛 海鮮ゼリー寄せ ゆばとまと 秋田県産とんぶり福島県産野菜和え かつお有馬煮／ 

【造り】鮪・烏賊・青森県産帆立 芽物一色／【焼付】魳あおさ焼き 山桃 きぬかつぎ 仙台味噌の茄子田楽／ 

【煮物】えごま豚の角煮 里芋 ブロッコリー／【変り鉢】森林どりの南蛮漬け／【蒸し物】茶碗蒸し／ 

【食事】変りごはん 穴子ひつま風／【汁物】そば／【揚げ物】天婦羅／【香の物】二点盛り／【デザート】チョイススイーツ 

 
・「日本を元気に」東北地酒                    一合¥500 
一の蔵・墨廼江／弥右衛門／南部美人／南三陸庄内の風 

 
バー ラビン 
・「日本を元気に」東北ビール                    各¥900 
松島ビール／福島路ビール／月山地ビール 

 
ホテルメトロポリタン盛岡         7月1日（金）～ 9月30日（金） 
チャイニーズダイニングＪＵＥＮ 
★いわて地産コース                         ¥5,500 
ＪＵＥＮ特製オードブル盛り合わせ／気仙沼産フカヒレの姿煮 茶碗蒸し仕立て／車海老と季節野菜のクリーム炒め 

シュリンプドラゴンロール揚げ シェンロンスタイル／“いわて南牛”の黒胡椒ソース 特製蒸し点心添え／ 

平泉町産“ひとめぼれ”の特製チャーハン／フレッシュマンゴープリンと地産地消ロールケーキ 

 
ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング  7月1日（金）～ 9月30日（金） 
ダイニング＆バー ジョバンニ 
★前沢牛100%ハンバーグプレートセット               ¥3,000 
 
フランス料理 モン・フレーブ 
★がんばろう日本コース                       ¥5,000 
本日のキッシュ／彩り野菜とオーロラサーモンの炙り 菜園風／小岩井農場卵とトマトのスープ／ 

帆立貝のソテー 蕪のブルーテソース／盛岡あじわい林檎ポークソテーと盛岡短角牛シチュー／ 

前沢牛ロース肉の溶岩ステーキとひとめぼれリゾット／新鮮野菜サラダ／ 

特製デザートと金のヨーグルトアイスクリーム／コーヒー 

 
日本料理 対い鶴 
★わんこ膳                             ¥5,500 
 
 
ホテルメトロポリタン秋田        8月10日（水）～ 8月14日（日） 
宴会 
・パワーアップ サマーバイキング          【前売】大人¥5,000 お子様¥2,500 
                         【当日】大人¥5,500 お子様¥3,000 
 
 
 
 
 
■ホテル共通事項 
※記載のメニューは一例です。仕入れ等の状況により変更になる場合がございます。 

※料金には、サービス料、税金が含まれています。 
 
 
 
 
 

フランス料理 モン・フレーブ

がんばろう日本コース 

パワーアップ サマーバイキング 

 

チャイニーズダイニングＪＵＥＮ

バー ラビン


