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国産食材を応援します！

「#元気いただきますプロジェクト」に参画
浅草今半グループ(株式会社今半、代表取締役社長：澤井映子)は、2021 年 1 月 18 日(月)より 1
月 31 日(日)までの期間、農林水産省の「#元気いただきますプロジェクト」に参画することとな
りました。浅草今半グループの各部門でコロナ禍により大きな打撃を受けた兵庫県宍粟(しそう)
市の食材を使用し、国内消費拡大に向けた取組みを行います。

国際通り本店 コースメニュー(イメージ)

宍粟市「谷口牧場産」神戸ビーフ(イメージ)

※宍粟市「谷口牧場産」姫路和牛・宍粟サーモン 使用

【「#元気いただきますプロジェクト」とは？】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛や輸出の停滞などの影響で、牛肉、水産物、野
菜・果物、花などをはじめとした農林水産物の在庫が増加し、価格の低下が問題となっています。
「#元気いただきますプロジェクト」は、地方公共団体や民間企業などが、生産者が手間暇かけ
て育てた農林水産物の販売促進活動を行うことで消費拡大を支援し、今後の農林水産業を支える
ことを目的としています。
【浅草今半グループの取組みについて】
浅草今半グループは、コロナ禍による外出自粛やインバウンド
需要の激減により大きな打撃を受けた「国産牛肉(黒毛和牛)」を
中心に、消費拡大のキャンペーンを行います。当社の契約牧場「谷
口牧場」がある兵庫県宍粟(しそう)市を支援すべく、宍粟市農業
振興課と連携を図り、兵庫県宍粟市の「谷口牧場産の黒毛和牛(神
戸ビーフ、姫路和牛)」と「宍粟サーモン」、そしてその他宍粟市
の特産物を浅草今半の商品を通して PR し、安定的な国内消費を創
出していきます。
浅草今半グループでは、弁当製造販売・精肉販売・飲食(レスト
ラン)・通信販売(オンラインショップ)の 4 部門で、2021 年 1 月
18 日(月)～1 月 31 日(日)の 2 週間のキャンペーンを行います。

しそう

＜兵庫県宍粟市とは＞
宍粟市は兵庫県の中西部に位置し、北は鳥取県、西は岡山県とも接しています。広大な森林に
囲まれ、清流の源泉が流れる宍粟市では、その豊かな自然資源からなる最高品質の特産品が数多
く生み出されています。
＜谷口牧場(代表：谷口隆博 氏)とは＞
兵庫県宍粟市で、3 代にわたり 50 年以上続いている肥育農家。神戸ビーフをはじめとした但馬
牛を中心に肥育しています。良い空気と水の美味しい宍粟市の自然の中で愛情豊かに育まれ、独
自配合の餌を与えられた「神戸ビーフ」は、品評会で名誉賞・最優秀賞を数多く受賞しています。
浅草今半は 2010 年に神戸ビーフ指定取扱店として認定され、2015 年から谷口牧場が当社契約牧場
となり、現在では谷口牧場産の「神戸ビーフ」のほか「姫路和牛」も「浅草今半 国際通り本店」
のレギュラーメニューとして取り扱っております。

■浅草今半：弁当製造販売■
＜浅草今半弁当売場(百貨店 10 店舗、エキナカ施設 5 店舗)＞では、2021 年 1 月 18 日(月)から
1 月 31 日(日)まで、兵庫県宍粟市の自然が生み出す、浅草今半契約牧場・谷口牧場産の【神戸ビ
ーフ】
【姫路和牛】と、宍粟の森林から生まれた「宍粟サーモン」を使用した弁当を期間限定で販
売します。
また、定番のお弁当が【神戸ビーフ】を使用でバージョンアップし登場。特別な商品を、＜宍
粟市応援特別価格＞にて販売します。
※すべての弁当は、数量限定・期間限定販売です。
●「宍粟サーモン ×
神戸ビーフすき焼弁当」
価格：2,700 円(税込)

販売店舗：2 店舗
東京駅グランスタ・三越日本橋本店

●「宍粟サーモン ×
神戸ビーフモモステー
キ弁当」
価格：2,700 円(税込)

販売店舗：1 店舗

●「宍粟サーモン×牛肉重」
価格：1,458 円(税込)

「宍粟サーモン×牛肉重」
販売店舗：14 店舗

※牛肉は、宍粟市谷口牧場産の
【神戸ビーフ】または【姫路和牛】を
使用。

●「神戸ビーフ重ねすき焼弁当」
価格：2,160 円(税込)

浅草鉃板亭

三越日本橋本店・三越銀座店・伊勢丹新宿店・
小田急百貨店新宿店・東武百貨店池袋店・
松坂屋上野店・渋谷ヒカリエ ShinQs 店・
伊勢丹浦和店・東武百貨店船橋店・
エキュート立川・エキュート上野・
東京駅グランスタ・ 小田急百貨店町田店・
エキュート品川サウス

販売店舗：3 店舗
小田急百貨店新宿店・渋谷ヒカリエ ShinQs 店・
エキュート立川

販売店舗：12 店舗

●「神戸ビーフ重」
価格：1,512 円(税込)

三越銀座店・伊勢丹新宿店・小田急百貨店新宿店・
東武百貨店池袋店・松坂屋上野店・渋谷ヒカリエ
ShinQs 店・伊勢丹浦和店・東武百貨店船橋店・
エキュート立川・エキュート上野・小田急百貨店
町田店・エキュート品川サウス

■浅草今半：精肉販売■
＜浅草今半精肉売場 4 店舗(全て百貨店内店舗)＞では、2021 年 1 月 18 日(月)から 1 月 31 日(日)
まで、兵庫県宍粟市の自然が生み出す、浅草今半契約牧場・谷口牧場産の【神戸ビーフ】
【姫路和
牛】のキャンペーンを大々的に実施します。期間・数量限定のセット商品のほか、店頭のケース
では、谷口牧場産の【神戸ビーフ】【姫路和牛】を中心に展開、最上級の【神戸ビーフ】【姫路和
牛】を＜宍粟市応援特別価格＞にてご提供します。
●谷口牧場産【姫路和牛】
販売店舗：4 店舗
バラエティパック（400g）5,400 円
すき焼(肩・肩ロース)／
しゃぶしゃぶ(モモ)／
焼肉(肩・バラ・モモ) の
3 種類で展開

(税込)

●谷口牧場【姫路和牛】
バラエティギフト（800g）10,800 円
※木箱入り
すき焼(肩・肩ロース)／
しゃぶしゃぶ(モモ) の
2 種類で展開

三越日本橋本店・小田急百貨店新宿店・
京王百貨店新宿店・渋谷東急フードショー

(税込)

期間中、精肉店舗にて「バラエティパック」・
「バラエティギフト」をお買い上げのお客様
には、オリジナル保冷バッグをプレゼント！
（数量限定、なくなり次第終了）

※その他、店頭ケース内の量り売り商品も、特別価格で販売致します。

■浅草今半：飲食(レストラン)■
＜浅草今半 国際通り本店＞では、2021 年 1 月 18 日(月)から 1 月 31 日(日)まで、兵庫県宍粟市
の自然が生み出す、浅草今半契約牧場・谷口牧場産の黒毛和牛と、宍粟の森林から生まれた「宍
粟サーモン」を使用したメニューをご提供します。
ランチタイムには、谷口牧場産の黒毛和牛（【神戸ビーフ】もしくは【姫路和牛】）と「宍粟サー
モン」を使用した「ちらし寿司」を期間限定で提供。また、レギュラーメニューも、谷口牧場産
の【神戸ビーフ】や【姫路和牛】、そして「宍粟サーモン」を使用した特別バージョンにて展開し
ます。宍粟市で作られた「さんしょ醤油」や宍粟市の地酒などのご提供も行い、様々な切り口か
ら宍粟市を応援します。

●谷口牧場産黒毛和牛の

●谷口牧場産黒毛和牛の

●谷口牧場産黒毛和牛の

ローストビーフと宍粟サーモンのちらし

牛肉づくし

ローストビーフサラダ

＜ランチ限定＞ 3,850 円(税込)

4,620 円(税込)

2,200 円(税込)

※その他、ご提供のコース料理の前菜には、宍粟サーモンを使用したメニューを盛り込みます。
※谷口牧場産【神戸ビーフ】の精肉も各種販売致します。(持ち帰り・配送)
※お一人様 5,000 円以上のご飲食は、サービス料 10％を頂戴致しております。

■浅草今半：通信販売(オンラインショップ)■
「浅草今半 オンラインショップ」では、宍粟市谷口牧場産【神戸ビーフ】の特別セットを期間
限定・数量限定＜宍粟市応援特別価格＞で販売致します。ご自宅で最高級の谷口牧場産【神戸ビ
ーフ】がお楽しみいただけます。
●谷口牧場産【神戸ビーフ】精肉セット

（全て送料込・保冷バッグ付き）

【神戸ビーフ】
モモしゃぶしゃぶ用
(ぽんず付き 500g)
10,800 円(税込)

【神戸ビーフ】
ロースすき焼用
(わりした付き 500g)
16,200 円(税込)

【神戸ビーフ】
サーロインステーキ
(4 枚 680g)
21,600 円(税込)

【神戸ビーフ】
ローストビーフ
(本わさび・タレ付き 600g)
16,200 円(税込)

【神戸ビーフ】
ロースしゃぶしゃぶ用
(ぽんず付き 500g)
16,200 円(税込)

期間中、オンラインショップにて
対象商品をお買い上げのお客様
には、オリジナル保冷バッグを
プレゼント！

※数量限定販売です。品切れの際はご了承ください。
※保冷バッグのプレゼントは、なくなり次第終了となります。
＜会社概要＞

浅草今半グループ（株式会社 今半／株式会社 高伴）
【所在地】東京都台東区西浅草 2-17-4
【創業】明治 28(1895)年 4 月
【資本金】株式会社 今半 1,000 万円／株式会社 高伴 1,000 万円
【事業内容】牛肉佃煮製造販売 精肉加工販売 弁当製造販売 レストラン事業 他
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社今半 広報課 武石(タケイシ)・加藤(カトウ)までお願いいたします。
TEL：03-3842-8657 FAX：03-3841-5700 E-mail：pr@asakusaimahan.co.jp

