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平田牧場、直営店舗各店で販売する、2021年夏の限定商品はお得で美味しさ満載です。

株式会社 平田牧場
山形県酒田市みずほ2丁目17-8

www.hiraboku.info

2021年7月20日

株式会社平田牧場（山形県酒田市/代表取締役 新田嘉七）が運営する、直営店舗各店（レストラン・物
販・通販）では、この夏限定で、ご自宅でのスポーツ観戦などにおススメのお得な「おうち観戦」セット
や、直営レストラン全店でとってもやんちゃな辛ウマメニューも期間限定で登場に加え、東北地区のレスト
ラン限定で「平田牧場金華豚」を使った人気メニューを特別価格でご提供します。

　夏と言えば、野球などスポーツ観戦が定番のレジャーですが、この夏は国際的なスポーツ大会が国内
で開催されることもあり、多くのスポーツ中継がテレビ放映やネット配信されることが決まってます。現
在、コロナ禍の影響で、無観客での開催なども多く、直接会場などに足を運ぶよりも、ご自宅などでご
家族など親しい仲間と「おうち観戦」を予定してる方も多いのではないでしょうか。そこで、お食事を作
る手間と時間を短縮して、ゆっくりと「おうち観戦」を楽しんで頂ける各種セット商品をこの夏限定で販
売いたします。
　レストラン店ではお得なテイクアウトメニュー、物販店ではお得なセット惣菜、通販店では簡単調理セ
ットや平田牧場オリジナル日本酒「17代」がセットになったおつまみセットなど、ご利用店舗にあわせ
て各種商品をご用意致しました。
また、直営レストラン全店舗で普段はまじめなイメージの強い平田牧場のメニューとは違い、ヒラボク
ならぬブラボク（ブラックヒラボク）と題して、平田牧場では初めて登場となる、とってもやんちゃな辛ウ
マメニュー「ブラボク・辛ウマ三元豚ロースかつ」を数量ならびに期間限定でご用意致しました。
　夏は暑さでどうしても食欲が落ちる季節です。夏バテ対策に効果的なビタミンB群がたっぷり含まれ

ご自宅でのスポーツ観戦などにおススメのお得な「おうち観戦」セットの販売や、
とってもやんちゃな辛ウマメニューも期間限定で登場します。
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平田牧場特別企画
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株式会社平田牧場（山形県酒田市/代表取締役 新田嘉七）が運営する、直営店舗各店（レストラン・物
販・通販）では、この夏限定で、ご自宅でのスポーツ観戦などにおススメのお得な「おうち観戦」セット
や、直営レストラン全店でとってもやんちゃな辛ウマメニューも期間限定で登場に加え、東北地区のレスト
ラン限定で「平田牧場金華豚」を使った人気メニューを特別価格でご提供します。

　夏と言えば、野球などスポーツ観戦が定番のレジャーですが、この夏は国際的なスポーツ大会が国内
で開催されることもあり、多くのスポーツ中継がテレビ放映やネット配信されることが決まってます。現
在、コロナ禍の影響で、無観客での開催なども多く、直接会場などに足を運ぶよりも、ご自宅などでご
家族など親しい仲間と「おうち観戦」を予定してる方も多いのではないでしょうか。そこで、お食事を作
る手間と時間を短縮して、ゆっくりと「おうち観戦」を楽しんで頂ける各種セット商品をこの夏限定で販
売いたします。
　レストラン店ではお得なテイクアウトメニュー、物販店ではお得なセット惣菜、通販店では簡単調理セ
ットや平田牧場オリジナル日本酒「17代」がセットになったおつまみセットなど、ご利用店舗にあわせ
て各種商品をご用意致しました。
また、直営レストラン全店舗で普段はまじめなイメージの強い平田牧場のメニューとは違い、ヒラボク
ならぬブラボク（ブラックヒラボク）と題して、平田牧場では初めて登場となる、とってもやんちゃな辛ウ
マメニュー「ブラボク・辛ウマ三元豚ロースかつ」を数量ならびに期間限定でご用意致しました。
　夏は暑さでどうしても食欲が落ちる季節です。夏バテ対策に効果的なビタミンB群がたっぷり含まれ

る豚肉を使い、食欲をそそる旨辛な味付けにした逸品、「ブラボク・辛ウマ三元豚ロースかつ」を是非
この機会にお召し上がり下さい。
なお、東北地区限定で、全てのスポーツ選手の金獲得を応援し「平田牧場『金』華豚」を使ったメニュ
ーを特別価格による販売も同時開催いたします。

店舗
商品
期間

※当日の店頭でのご予約も可能ですが、数に限りがあり品切れや、お渡しまでにお時間がかかる
 　場合などの可能性もございますので、前日までのお電話による予約をお勧めしております。
※上記限定のセット商品以外に通常メニューのテイクアウト商品もございます。
※各店の電話番号は、弊社ホームページをご確認ください。
店舗一覧：https://www.hiraboku.info/shop/

：
：
：

平田牧場　直営レストラン店舗・物販店・通販店
下記一覧（一部紹介）
2021年7月22日（木）より8月31日（火）まで

「おうち観戦」セット / テイクアウト（レストラン・物販）販売

おうち観戦セット/テイクアウト一部紹介 税込価格

金華豚メンチ勝つ
5個パック \ 1,080\ 1,350

本　店

金華豚応援セット
メンチかつ×3/コロッケ×3 \ 1,058\ 1,296

東京ミッドタウン店

金華豚de  GoGoセット
ロースかつ×1/ヒレかつ×1 \ 594\ 1,188

極  K I T T E  丸の内店
金華豚 勝つ盛合せ
ロースかつ×2/ヒレかつ×2 \ 2,000\ 2,500

C O R E D O  日本橋店
金華豚 勝つ盛合せ
ロースかつ×2/ヒレかつ×2
メンチかつ×2

\ 2,600\ 3,100

玉川高島屋 S・C店

金華豚上カルビ丼
二人前 \ 1,200
一人前 \ 700

焼肉・しゃぶしゃぶ 平田牧場
スポーツ応援パック
金華豚ヘルシーかつ×1/メンチかつ×2/
オクラとモロヘイヤのしゃぶかつ×2/
肉巻きオニオンリング×2

\ 1,500

とんや・とん七

金華豚ロース勝つ
3枚パック \ 1,620\ 1,944

鶴岡庄内観光物産館店
金華豚コロッケ
5個パック \ 540\ 1,080

ホテルメトロポリタン山形店
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単  品

テイクアウト 864800 円 円

1000円 円1100

平田牧場オリジナル 3種類の唐辛子・スパイスをブレンドした
辛ウマパウダーたっぷりのとんかつです！

0辛 |ウマ辛

1辛 |辛ウマ

2辛 |  辛 口 

3辛 |  激 辛 

お子様でもお召し上がり
いただける辛さです。

辛さレベル選べます
ご飯セット ご飯 ,味噌汁 ,漬物 550円 税込

税込税別

税込税別

※日曜日を除き、毎日10時までのご注文で、最短2営業日後の発送を承ります。
※製造部門の夏季休業に伴い、8月7日(土)～8月16日(月)期間は商品発送をお休みさせていただきます。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

通販店

通販店限定販売のセット商品一覧 各商品へのリンクは7月22日午前10時より有効です

ご自宅でのスポーツ観戦にピッタリの簡単調理セットやおつまみセットをご注文から最短2営業日で発
送致します。
平田牧場公式オンラインショップ：https://www.hiraboku.com/

調理不要！
おつまみと日本酒のセット

\5,300税込

・平田牧場オリジナル日本酒
　特別純米辛口 十七代
・三元豚ひとくちサラミ
・三元豚極み生ハム
・三元豚ジャーマンサラミ
・三元豚ビアソーセージ
・三元豚ポークジャーキー
・三元豚レバーペースト

720ml×1
50g×2
55g×1
30g×1
70g×1
30g×1
100g×1

冷蔵

調理不要！
そのままおつまみセット

\3,300税込

・三元豚ひとくちサラミ
・三元豚極み生ハム
・三元豚ジャーマンサラミ
・三元豚ビアソーセージ
・三元豚ポークジャーキー
・三元豚レバーペースト

50g×2
55g×1
30g×1
70g×1
30g×1
100g×1

冷蔵

送料
無料

お子様のいるご家庭向け・
夏休みの食事に便利！簡単ごはんセット

\6,000税込

・金華豚特製カレー
・三元豚特製カレー
・三元豚ポークカレー
・三元豚トマトポークシチュー
・こどもカレー
・こどもやさいキーマカレー
・こどもやさいあんかけ丼
・金華豚あぶり豚丼
・三元豚あぶり豚丼
・金華豚生ハム
・三元豚極み生ハム

210g×1
210g×1
180g×1
160g×1
100g×1
100g×1
100g×1
130g×1
130g×1
50g×1
55g×1

冷蔵

送料
無料

夏休みの食事に便利！
簡単ごはんセット

\6,000税込

・金華豚特製カレー
・三元豚特製カレー
・三元豚ポークカレー
・三元豚トマトポークシチュー
・金華豚あぶり豚丼
・三元豚あぶり豚丼
・金華豚生ハム
・三元豚極み生ハム

210g×1
210g×1
180g×1
160g×1
130g×2
130g×2
50g×1
55g×1

冷蔵

送料
無料

ポイント

10倍

夏にぴったり！ 
簡単調理！ ビールのおともセット

\5,350税込

・特製生ぎょうざ
・特製しゅうまい
・三元豚特製味噌漬け
・金華豚カルビたれ漬け
・豚レバニラ炒め用

(20g×12個)×2
(22g×8個)×2

112g×2
300g×1
190g×1

ポイント

10倍
そば・だし付き！
日本の米育ち金華豚　肉ねぎそばセット

\3,750税込

・金華豚切落し
・とびうおのだし
・長ねぎスライス
・中野俣 清流そば

500g×1
200ml×1
70g×2
200g×2

冷蔵

ポイント

10倍

冷凍
※この商品は、毎週月曜日10時にご注文を締め切
　り、同週の金曜日発送限定商品となります。
※8月13日(金)のみ、発送はお休みとなります。

https://www.hiraboku.com/item/8199PC.html https://www.hiraboku.com/item/8200PC.html

https://www.hiraboku.com/item/8202PC.html https://www.hiraboku.com/item/8203PC.html

https://www.hiraboku.com/item/8803PC.html https://www.hiraboku.com/item/8201PF.html
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通常メニューで大人気の「平田牧場三元豚ロースかつ」をベースに、3種類の唐辛子とクミン、フェンネ
ル、陳皮などのエスニックなオリジナルスパイスを絡め、辛ウマから激辛まで3段階の辛さと、辛い物が
苦手な方でも食べられる0辛も選べるメニューです。人気料理家である副島モウさんと平田牧場の商品
開発チームがタッグを組んで完成させた暑い夏をもっと熱くさせるホットなメニューです！

店舗
期間
価格

：
：
：

平田牧場　直営レストラン店舗・物販店・通販店
2021年7月22日（木）より8月31日（火）
店舗により一部大きさや、価格が異なります。

・スタッフのマスク着用
・スタッフの1日3回の検温、体調管理の徹底
・スタッフの手洗い励行、手指消毒の徹底

・お客様が入店時の検温
・店舗内に手指消毒用アルコールの設置
・現金使用時にキャッシュトレーの利用

・客席のソーシャルディスタンスを確保
・カウンター席へのパーテーションの設置
・店舗内にCO2濃度測定機を設置、換気状況の把握

ブラボク「辛ウマ三元豚ロースかつ」販売概要

期間： 2021年7月23日（金）より8月31日（火）
東北地区の直営レストラン限定「『金』華豚メニュー」特別価格でのご提供

レストラン店舗での新型コロナウイルス感染予防対策

レストラン店舗

ホテルメトロポリタン山形店 / 仙台ファーストタワー店 / 庄内空港店 /
極 KITTE丸の内店 / 東京ミッドタウン店 / COREDO日本橋店 / 玉川高島屋S・C店・・・税込¥1,650
とんや酒田店 / とん七鶴岡こぴあ店・・・税込¥1,540
テイクアウトは全店舗・・・税込¥864

辛ウマ三元豚ロースかつ110g / ご飯 / お味噌汁 / 寒天キャベツ / お新香付き

物販店舗

本店 / 鶴岡店・・・税込¥518
ホテルメトロポリタン山形店・・・税込¥734
東京ミッドタウン店 / エキュート東京店・・・税込¥702
仙台藤崎店・・・税込¥680

辛ウマ三元豚ロースかつ80g 

ご提供例

イメージ画像

金華豚厚切りロース勝つ膳 金華豚汁蒲焼ペアセット
庄内空港店/山形店/仙台FT店…税込\1,980
とんや/とん七…税込\1,870

ヒラボク食堂（鶴岡庄内観光物産館内）
税込\1,700

金華豚 盛り合わせ
焼肉しゃぶしゃぶ平田牧場

税込\1,100

本件に関するお問い合わせ｜平田牧場 産直企画広報課　山本俊介
　　　　　　　　　　　　Mail： PR@hiraboku.co.jp 　/ TEL：0234-26-2361（代表）

売上高 :
従業員数 :

代表 :

143 億円（2020年 3月期）
約 600 名（2020年3月末時点）
代表取締役　新田嘉七

住所 :
設立 :
資本金 :

山形県酒田市みずほ 2-17-8
昭和 42 年 2 月
2 億円

会社概要
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