報道関係者各位
プレスリリース

令和2年8月吉日
株式会社マックアースリゾート福島

福島県の大自然を眺めながら地元の「おいしい」を満喫！！

“スーパー手ぶら”で楽しむ
猪苗代の

絶景 ＆ 魅惑の デイキャンプBBQ がオープン！

～「マックアースリゾート福島」＆「デジサーフ」が初コラボ！ ～

福島県にある猪苗代スキー場【中央×ミネロ】を運営する、株式会社マックアースリゾート福島（〒969-3102 福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105／代表
取締役 一ノ本達己）と従来収益化が難しいと思われてきた公園等に話題性の高い施設を展開し、事業化に成功してきた、株式会社デジサーフ（〒251-0041
神奈川県藤沢市辻堂神台2-2-1 アイクロス湘南8階／代表取締役社長 高橋佳伸）が、8月1日(土)より3密を回避した夏のレジャーとしてのバーベキュー事業
をオープンしますので、ご報告いたします。
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： THE GELÄNDE BBQ iNAWASHiRO（ザ ゲレンデ バーベキュー イナワシロ）
： 2020年 8月 1日(土) ～ 2020年10月31日(土) ※荒天時中止
： 平日 11:00am ～ 3:00pm(4時間)／土日祝 1部 9:00am ～ 12:00pm(3時間)／2部 1:00pm ～ 4:00pm(3時間)
※平日の2部はございません。
： 15サイト 120名席(1サイト 8名席) ※3名様より予約受付(幼児も含む)
： デイキャンプ・スタイル かまぼこテント【GranQ】／2バーナーガスグリル【ウェーバーグリル】
： 大人 2,000円(税別) 小学生 1,000円(税別) 幼児 無料 ※BBQに必要な機材代と消耗品代は含まれています。
※タープとクーラーBOXは有料
： 50種類のドリンクと3種類の飲み放題メニュー スタンダード 1,200円(税別) プレミアム 1,500円(税別) ソフトドリンク 500円(税別)
： こだわり食材セット予約可能(有料) ※下記「BBQ食材メニュー」参照。 持ち込みも可。
： https://digiq.jp/inawashiro

THE GELÄNDE BBQ iNAWASHiRO イメージ

～ BBQ食材メニュー(一部) ～
【ライトセット】
お手頃セットでもスイーツまでついて内容は充実！
・US漬込み牛カルビ 125g
・ジャンボマシュマロ
・鶏もも肉 100g
・骨付きソーセージ 1本
・BBQグリル野菜 1人前
・焼きおにぎり 1個

1個

【レギュラーセット】
牛、豚、鶏の定番のお肉3種類が食べれらるBBQ基本のセットです。
お肉だけで325gとボリュームもたっぷり！
・US漬込み牛カルビ 125g
・BBQグリル野菜
・US豚ロース塩 100g
・枝豆 30g
・鶏ももバジルソース 100g
・焼きそば 1人前

【キッズセット】
カルビはもちろんお子様に大人気のキャンデイタイプのうずまき
ウインナーをご提供。焼きそばもついてボリューム感もばっちり。
・US牛カルビ 125g
・焼きそば 1人前
・ぐるぐるウインナー 60g
・コーン 1カット
・ジャンボマシュマロ 1個

【バックリブBBQセット2人前】
スペアリブより脂肪が少なく柔らかいバックリブをトマトベースの
BBQソースに漬込みました。
・USバックリブ 500g
・BBQグリル野菜 2人前
・US牛カルビ 125g×2
・ジャンボマシュマロ 4個
・ガーリックバケット 1本
・枝豆 60g

【ステーキBBQセット】
牛と鶏のWステーキの饗宴。
牛はステーキの王様サーロインステーキをご用意。
鶏は福岡県の銘柄鶏「華味鶏」をシンプルなステーキでご賞味下さい
・CAサーロインステーキ 150ｇ・博多華味鶏ももステーキ 100ｇ
・骨付きソーセージ 1本
・BBQグリル野菜 1人前
・ガーリックバケット 1本
・枝豆 30g
・ジャンボマシュマロ 1個

【メガ盛りセット4人前】
お肉だけで驚きの1.8キロ!! 1人450gで大満足間違いなし！
定番のカルビと銘柄鶏のつくねに加え牛赤身は珍しい腕肉を塩?に
漬けあっさりと仕上げました。コスパNO.1セットです！
・US牛カルビ 500g
・牛赤身塩麹 400g
・博多華味鶏つくね 400g
・鶏もも肉 500g
・BBQグリル野菜 4人前
・焼きそば 4人前
・枝豆 500g
・ジャンボマシュマロ 4個

【トマホークBBQセット4人前】
脂「斧（トマホーク）」の形に似ているので名づけらたワイルドな骨
つき牛肉は映えること間違いなし！！みんなで盛り上がりましょう！
肉自体も旨味が濃く赤身の美味しさを味わえます。
・トマホーク 500g
・BBQグリル野菜 4人前
・US豚ロース塩 100g×4
・ジャンボマシュマロ 4個
・焼きそば 4人前
・枝豆 500g

【極みセット2人前】
生産が少なく希少なブランド牛「極黒牛」とブランド豚「TOKYO X」
を贅沢にメニューに加えました。アメリカのミシュラン星付きレスト
ランでも提供された「極黒牛」はサシが程よく入った赤身肉です。
・極黒牛ステーキ 150g×2
・魚介セット 各2個
・TOKYO X豚ロース厚切ステーキ140g・博多華味鶏つくね 200g
・ガーリックバケット 2人前
・BBQグリル野菜 2人前
・枝豆 60g

企業名
所在地
TEL
HP

：
：
：
：
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～ BBQ予約のコンセプト開発のキーワード ～
【 デジサーフBBQの特徴 】
デジキューはBBQ食材、ドリンク類、お惣菜やデザートまで持ち
込み可能。皆様それぞれが、それぞれの思いでBBQ料理を楽しめ
ます。
館内のスーパー、食品フロアなどで購入し、そのままカートで
持ち込み来場が可能な会場もあります。
食材購入による「BBQ利用料金の割引サービス」もあったりと、
うれしい特典付きの会場も。
もちろんBBQソースや基本調味料はしっかりご用意してあります。

手ぶらでもOKAY！ 手軽に楽しめるBBQが人気！
現地の猪苗代でしか味わえない至福のBBQ食材でおもてなし！

手間を抑えながら
個性的で、贅沢な
BBQを開発！！

地元農家と連携し
地産地消を体験

お客様が運ばす
簡便オペレーション

簡単に手軽にご利用されたい方は、飲み放題や事前予約食材で
完全手ぶらBBQもおすすめです。

●食材は極力地元で購入。
●新鮮な朝どれ食材をBBQに。
●地元のお酒で、至福のひとときを。

●福島県ならでの食材で！
●炭火が素材の美味しさを引き出す！
●デジキューオンライン予約システム
を活用し、在庫リスクを削減。

●BBQ利用は、セルフが基本！
広い敷地でも配膳、ゴミ回収など
オペレーションが軽減される。
●配膳は、ソフトクーラーや
専用プラスチックケースを使用。

～ マックアースリゾート福島 & デジサーフが提案する持続型送客モデル ～

【 従来型の集客モデル 】

【 デジサーフスタイルの送客モデル 】
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「画一的・静的・停滞」
どこの地方へ行っても同じ施設が
建ち並び、一度集客したら終わり

「多様性・動的・持続」
その土地ごとに異なる街づくりで
人の流れを生み出す持続型モデル

THE GELÄNDE BBQ iNAWASHiRO イメージ
～ アクセス ～
東京から
川口JCT ～ 東北自動車道（約2時間50分）～ 郡山JCT ～ 磐越自動車道（約20分）～ 猪苗代磐梯高原I.C
JR 東京 ～ 東北新幹線（約1時間30分）～ 郡山 ～ 磐越西線（約40分）～ 猪苗代
車

水戸から
水戸I.C ～ 常磐自動車道（約1時間05分）～ いわきJCT ～ 磐梯自動車道（約1時間15分）～ 猪苗代磐梯高原I.C
JR 水戸 ～ 水郡線（約3時間30分）～ 郡山 ～ 磐越西線（約40分）～ 猪苗代
車

新潟から
新潟中央JCＴ ～ 磐越自動車道（約1時間30分）～ 猪苗代磐梯高原I.C
JR 新潟 ～ 磐越西線（約2時間30分）～ 猪苗代
車
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