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第１年度鶏ちゃん合衆国活動報告 

(24.7.20～25.7.19) 

Ⅰ 行事・イベントの実施 

（１）鶏ちゃん合衆国議会～国民大交流会 

鶏ちゃんのコアなファンを着実に増やしていく目的で、「鶏ちゃん合衆国議会～国民大交流会」

と称し、県内外各地で鶏ちゃんを食べる会を開催しています。 

 

＜これまでの実績＞ 

（定例会） 

第１回：８月２日（木）古風人長良店（岐阜市）３０名 

 第２回：１１月２６日（月）手ごね家八兵衛（岐南町）２１名 

（特別会） 

   １１月２４日（土）湯の花芸妓鶏ちゃんフェア（下呂市・ピアショッピングセンター） 

１２月２０日（木）下呂金山・湯ったり館「石鍋塩けいちゃん会席」（下呂市） 

（その他） 

   １０月１２日（金）岐阜駅前ゲリラ鶏ちゃんサロン（岐阜市・ＪＲ岐阜駅）２３名 

   １０月１９日（金）恵那山麓博覧会（恵那市・チキンハウス恵那店）２９名 

   １１月１８日（日）各務原市ライフデザインセンター講座（河川環境楽園）３０名 

１２月１８日（火）鶏ちゃん合衆国大忘年会（岐阜市・グランヴェール岐山）７７名 

    １月３１日（木）鶏ちゃん食べ比べ交流会 女史集まれ（岐阜市・市橋コミセン）３０名 

    ２月１７日（日）ｃｏｃｏ壱番屋の鶏ちゃんカレーを楽しむ集い 

（一宮市・ココイチ本社）３０名 

    ２月２４日（日）鶏ちゃんシュウマイをつくろう＆オモシロ鶏ちゃん食べつくし ４名 

（郡上市・道の駅みなみ） 

    ５月２４日（金）初夏の大交流会＆鶏ちゃん夏コレクション 

（岐阜市・グランヴェール岐山） 
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（２）イベントへの出店 

鶏ちゃん合衆国に対して出店の要請があ

った各種イベントについて、皆さまに出店

のご希望をとり、ご希望があった場合には

事務局において抽選、選定のうえ、ご出店

いただいております。 

また、その際には、鶏ちゃん合衆国のの

ぼりを立てるなどしていただく一方、出店

経費、仕入れ経費等は全て出店者にご負担

いただく代わりに、合衆国として、手数料

等は一切いただかず、売り上げや利益は全て出店者に得ていただくこととしております。 

 

＜これまでの実績＞ 

○９月１日（土）～３日（月） 

 おわら風の盆（富山市八尾町） 

 （出店者）飛騨古川来度（天狗の鶏ちゃん） 

○９月１６日（日）・１７日（祝） 

ぎふエキマエ国体まつり（JR 岐阜駅前・信長広場） 

（出店者）トーノーデリカ（恵那どり鶏ちゃん）、飛騨古川来度（天狗の鶏ちゃん） 

○９月２９日（土）～１０月１５日（月） 

ぎふ清流国体、清流大会清流ミナモ広場（岐阜メモリアルセンター芝生広場） 

（出店者）グーテライゼ（鶏ちゃん、鶏ちゃんからあげ） 

○１０月２７日（土）、２８日（日） 

岐阜県農業フェスティバル（岐阜県庁周辺） 

    （出店者）萩原チキンセンター（萩屋の鶏ちゃん）、村山チキンセンター（カネトの鶏

ちゃん、鶏ちゃんからあげ）、丸忠精肉店（スタミナ鶏ちゃん主、鶏ちゃん焼き）、

牧歌の里（塩バジル鶏ちゃん）、麺屋白神・麻麻（鶏ちゃんラーメン）、手ごね家八

兵衛（鶏ちゃんネギマ串）、たまやき本舗（鶏玉、鶏ちゃん焼きそば）、郡上鶏ちゃ

んチキン野郎（鶏ちゃん焼きそばトルティーヤ）、モールデック（鶏ちゃんパック） 

 ○１１月１０日（土）、１１日（日） 

実りのフェスティバル（東京・日比谷公園） 

（出店者）グーテライゼ（鶏ちゃんからあげ、鶏ちゃん焼き） 

  ○１１月２５日（日） 

   Get in touch! 柳ケ瀬（岐阜市柳ヶ瀬商店街） 

   （出店者）たまやき本舗（鶏玉） 

  ○１２月８日（土）～９日（日） 

   ぎなんフェスタ＆全国ねぎサミット２０１２（岐南町町民体育館周辺） 

   （出店者）手ごね家八兵衛（鶏ちゃんネギマ串）、グーテライゼ（鶏ちゃん唐揚げ、鶏

ちゃんラーメン、鶏ちゃん焼き）、ｃｏｃｏ壱番屋岐南店（鶏ちゃんカレー、鶏ちゃ
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ん焼きそば） 

  ○２月９日（土） 

   長良川まんぱくオープニングイベント（ＪＲ岐阜駅前・信長広場） 

   （出店者）道の駅みなみ（暴れん棒鶏ちゃん、カレー鶏ちゃん）、しょうりゅう（鶏ち

ゃんシュウマイ） 

  ○３月６日（水）～１１日（月） 

   じゃらんご当地グルメフェア（ＪＲ大阪三越伊勢丹） 

   （出店者）杉の子 

  ○３月中の週末 

   春の台所・旅するマルシェ（三重県・御在所ＳＡ） 

   （出店者）グーテライゼ 

  ○５月３日（金・祝） 

   日本昭和村「春の食祭り」～昭和の食文化「鶏ちゃん屋台村」 

   （出店者）萩原チキンセンター（鶏ちゃん焼き）、村山チキンセンター（からあげちゃ

ん）、たまやき本舗（鶏玉）、飛騨古川来度（鶏ちゃん焼きそば） 

  ○５月１２日（日） 

   かも１グランプリｉｎ美濃白川（白川町・クオーレの里） 

   （出店者）白草 

  ○７月１４日（日） 

   ひまわりまつり＆きもちいっぱいフェスティバル（下呂市金山町） 

   （出店者）たまやき本舗、ひだ寿庵（鶏ちゃんせんべい）、杉の子（鶏ちゃん旨みダレ）、

丸昌醸造場（鶏ちゃんみそ） 

 

（３）鶏ちゃんツアー 

  鶏ちゃん文化のある地域を訪れ、鶏ちゃんを楽しむとともに、地域の観光をセットで実施する

鶏ちゃんツアーを実施しています。このツアーは、鶏ちゃん合衆国「羽―鶏（はーばーど）大学」

の活動としても位置付けており、参加者は全て国民となっていただくとともに、バス車中で鶏ち

ゃんについての講義を行い、ツアー終了時には「卒業証書」と「学士号授与」を行うこととして

おります。 

 ＜第１回ツアーの実績＞ 

（期日）１１月４日（日） 

 （定員）８０名 

 （旅行代金）大人５０００円、子ども３０００円 

 （旅程）大垣・岐阜駅発－バス車中で鶏ちゃんの講

義－下呂・菅田庵で昼食（鶏ちゃん定食）－下

呂・水明館で温泉入浴＆鶏ちゃんまん試食－郡

上美並・道の駅（鶏ちゃん詰め合わせ買い物）

－岐阜・大垣駅着 

  ※岐阜新聞、岐阜放送との連携企画として実施。 
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（４）鶏ちゃん新作コレクション 

  鶏ちゃん合衆国は鶏ちゃんをアレンジした新たな料理の開発を推進しています。定期的に、新

作の鶏ちゃん関連商品をとりまとめた「鶏ちゃん新作コレクション」を開催し、鶏ちゃんの可能

性の奥深さを追及しています。 

 

 ＜鶏ちゃん夏コレクションの実績＞ 

 ○５月２４日（金）岐阜市・グランヴェール岐山で開催 

  ・鶏ちゃんウィンナー（萩原チキンセンター（下呂市）） 

・鶏ちゃんコロッケ（杉の子（下呂市）） 

・カネトのから揚げちゃん（村山チキンセンター（下呂市）） 

・鶏ちゃんしゅうまい（しょうりゅう（郡上市）） 

・鶏ちゃんまぜそば（萬天龍（岐阜市）） 

・鶏玉（たまやき本舗（岐阜市）） ※人気投票２位 

・鶏ちゃんベーグル（エルクアトロギャッツ（大垣市）） 

・牧歌の里塩鶏ちゃんバジル風味パスタ（牧歌の里（郡上市））  ※人気投票１位 

・鶏ちゃん唐揚げ（牧歌の里（郡上市）） ※今回限定 

・鶏ちゃんキャラメル（丸昌醸造場（郡上市）） 

・鶏ちゃんせんべい（ひだ寿庵（下呂市）） 

・鶏ちゃん串（まり屋（岐阜市）） 

 

（５）鶏ちゃん合衆国商品の販売拠点の設置 

  鶏ちゃん合衆国加盟の様々なメーカーの商品が一度に入手できる拠点が広がっています。これ

らの店では、鶏ちゃん合衆国が開発した保冷袋に貼るステッカーを準備し、セット販売の際に活

用していただけるようにしております。 

＜現在販売されている店舗と扱われている鶏ちゃん＞ 

○道の駅みなみ（郡上市美並町） 

  フクハチ食肉店、鳥信商店、しょうりゅう、八福、明宝家、

丸忠精肉店、わさび屋 

○岐阜中津川・ちこり村（中津川市） 

  萩原チキンセンター、村山チキンセンター、ミズホ食品、

イトー食肉センター、天狗、牧歌の里、道の駅古今伝授の

里大和、郡上八幡福祉事業協同組合、フクハチ食肉店、ダ

イナランド、明宝家、三島酒店、トーノーデリカ、丸昌醸

造場 

＜セット商品のイベント販売実績＞ 

○ぎふエキマエテント村（ＪＲ岐阜駅前）９月２２日（土）～１０月１６日（火） 

  萩原チキンセンター、村山チキンセンター、菊の井ミート、天狗、道の駅古今伝授の里

やまと、八福、牧歌の里、トーノーデリカ 
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（６）コンビニとのコラボ商品 

  これまでにファミリーマート、サークルＫ、ローソンから、鶏ちゃん合衆国との期間限定のコ

ラボ商品が販売されました。それぞれ、鶏ちゃん合衆国のロゴ、名称をラベルに印刷していただ

いており、鶏ちゃん及び鶏ちゃん合衆国のＰＲにご協力いただいております。 

 

 ＜これまでの実績＞ 

○ファミリーマート 

 ①９月１０日（月）～１０月１５日（月） 

岐阜、愛知、三重、静岡の７３０店舗 

   鶏ちゃん焼き弁当、鶏ちゃん焼き和パス  

タ、鶏ちゃん焼き、鶏ちゃん焼きドッグ、 

鶏ちゃん焼きおむすび 

   ②１１月２０日（火）～ 岐阜県、愛知県、 

三重県、静岡県西部の８７１店舗 

     鶏ちゃん焼き重、鶏ちゃん焼きおむすび、レンジ鶏ちゃん味噌豚骨ラーメン、 

鶏ちゃん焼きそば 

○サークルＫサンクス 

９月２５日（火）～１０月９日（火）岐阜、愛知、三重、和歌山の１５８０店舗 

     鶏ちゃん焼き弁当、鶏ちゃん風味噌スープごはん 

○ローソン 

    ９月２５日（火）～１０月９日（火）岐阜、愛知、三重、静岡の７５０店舗 

     麺屋白神監修「鶏ちゃん焼きラーメン」 

 

（７）鶏ＣＩＡ活動 

   鶏ちゃん合衆国のメンバーで各地の鶏ちゃん店を訪問   

し、味についてのこだわりや歴史などをうかがい、実際に 

食べて楽しむという「調査」である「鶏ＣＩＡ」活動を不 

定期に行っています。 

ここでの調査活動を踏まえて、鶏ちゃん文化の伝承者と     

しての称号である「鶏ちゃん合衆国人間国宝」の認定を行 

います。 

 ＜これまでの訪問先＞ 

○白草（加茂郡東白川村）(8/31) 

○まるはち食堂（下呂市）、うめもと食堂（下呂市）(9/13) 

 

（８）鶏ちゃん合衆国立「羽―鶏（はーばーど）大学」活動 

・「文化学部」の活動として、鶏ちゃんの歴史や文化についての講義＋食べ比べ会を開催して

います。終了時に、全員に卒業証書を授与しており、現在、「卒業生」は１３６人となって

おります。 
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 ＜これまでの実績＞ 

○鶏ちゃんツアー（１１月４日） 

 下呂市、郡上市をめぐるバスツアー ７４名卒業 

○羽―鶏大学川島キャンパス（１１月１８日） 

  各務原市川島ライフデザインセンターの短期講座の 1 つ   

で、親子で鶏ちゃんを楽しむ会として開催 ３０名卒業 

  ○「鶏ちゃん食べ比べ交流会」（１月３１日） 

    子育てママの支援を行うＮＰＯクローバ！との合同企画 

   ３２名卒業 

 

（９）商品監修、企画・事業協力 

○鶏ちゃんに合う焼酎「岐阜県民・鶏ちゃん」 

  下呂市金山の高木酒造で、長尾大統領が为宰する「鶏ちゃんで笑え倶楽部」の企画・監修

により、鶏ちゃんに合う焼酎が開発され、販売が始まっています。 

 

○鶏ちゃん踊り 

  下呂温泉の芸妓さんのご協力で、国歌「鶏ちゃんの歌」に振りをつけていただきました。

１１月２４日に開催された下呂ピア・湯の花芸妓鶏ちゃんフェアで披露されました。

 

○下呂温泉「まちなみ楽習てくてくツアー」 

    下呂温泉の魅力を街歩きガイドが案内する＜まちなみ楽習てくてくツアー＞（下呂市観光

課为催）の第３回目のツアーとして、６月１６日（日）に「下呂温泉のまん中で鶏ちゃんを

語る」が開催され、長尾大統領が語り部として参加しました。 

 

○益田清風高校、道の駅「かれん」との鶏ちゃん新商品開発 

    鶏ちゃん合衆国のコーディネートにより、道の駅「かれん」（下呂市金山町）、益田清風

高校、村山チキンセンターがコラボした新たな持ち帰り鶏ちゃんの商品開発が進められてい

ます。 
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Ⅱ ＰＲアイテムの制作 

（１）のぼりの制作 

・これまでに赤白８０セット・１６０枚を制作し、合衆国

加盟州において活用していただいています。 

（２）イベント用ＰＲアイテムの制作 

・イベント時の貸し出し用として、ターポリン幕、複合  

版パネル各１枚を制作しました。 

  ・イベント出店の際にご利用いただけるように貸出しを行

っております。 

（３）鶏ちゃん合衆国スマートフォンアプリの開発 

・７月１２日に、鶏ちゃん合衆国 iPhone アプリがリリースされま

した。鶏ちゃん合衆国メンバーのお店情報、鶏ちゃんパックの販

売情報などが簡単に検索できるだけでなく、合衆国のホームペー

ジとも連動し、合衆国の情報に手軽にアクセスできるようになっ

ています。 

・このアプリは、岐阜県のスマートフォンアプリ開発人材の育成事

業のＯＪＴの一環として、岐阜県庁、（株）パソナテックと連携

して開発されました。 

（４）イベント用ＰＲチラシの制作 

・鶏ちゃんの知名度が低い地域でのＰＲ用にチラシを制作しました。 

・試験的に３０００枚を作成し、東京・実りのフェスティバルに参加されたグーテライゼさん

にご利用いただきました 

（５）鶏ちゃん詰め合わせセット用ステッカーの制作 

・鶏ちゃん詰め合わせ販売時に保冷袋に貼るステッカーを制作しました。これは、ぎふエキマ

エテント村の事業費を活用させていただき、無料で８００枚を制作し、エキマエテント村、

農業フェスティバル、鶏ちゃんツアーの際のセット販売のほか、道の駅美並で実験的に利用

していただいています。 

 

Ⅲ 州などにおける協力事業・イベント等の実績 

（１）「鶏ちゃんの日」に合わせたセール等の実施 

   ・道の駅古今伝授の里やまとでは、毎月２０日に鶏ちゃん主セットの割引きやパック鶏ちゃ

んの特価販売などが行われています。 

   ・牧歌の里では、毎月２０日に合わせて、クーポン付のメルマガを発行し、「鶏ちゃんの日」

をＰＲするほか、鶏ちゃん定食やパック鶏ちゃんの割引き等を実施しています。 

（２）県内有名ラーメン店での「鶏ちゃんコラボフェア」 

   ・鶏ちゃん合衆国の建国に合わせ、７月２０日（金）～８月２０日（月）に、鶏ちゃん合衆

国に州などとして参加する県内の有名ラーメン店５店がコラボし、鶏ちゃんを組み合わせ

たオリジナルラーメンを提供するフェアが開催されました。 
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（３）東海麺友会との「鶏ちゃんコラボラーメンフェア」 

   ・麺屋白神さんがメンバーとなっている東海麺友会では、９月４日（火）～９月３０日（日）

に、東海地区の有名ラーメン店２０店舗において、鶏ちゃんを用いた各店オリジナルのラ

ーメン、つけ麺、まぜそばなどを販売するフェアが開催されました。 

（４）「麺屋白神」が東京・池袋で鶏ちゃんラーメンを販売 

・「ラーメン王」として知られる石神秀幸さんがプロデュースする「厳選 極み麺 selection｣

というプロジェクトの一環で、３月１日より７ヶ月間限定で、東京・池袋に出店。メニュ

ーの一つとして、「岐阜スタミナラーメン」の名称で鶏ちゃんラーメンを販売中。 

（５）「鶏ちゃん土鍋」 

多治見市の丸志げ陶器さんが、鶏ちゃんを蒸し焼き風に調理できる専用土鍋「鶏ちゃん土

鍋」を開発されました。 

 

 

 Ⅳ マスコミ等掲載・放映実績 

７月２１日 新聞：岐阜、中日、毎日、読売、朝日、テレビ：ＮＨＫ、岐阜、中京（建国記念

式典・祝賀会） 

７月２５日 ＣＢＣイッポウ（合衆国特集） 

食品新聞（合衆国紹介） 

８月 ４日 Ｃｈｕ－ｔａ（建国記念式典） 

８月１３日 飛騨高山ヒッツＦＭ（合衆国紹介・長尾大統領出演） 

８月１５日 鶏鳴新聞、全国食鳥新聞（合衆国紹介） 

８月２５日 定例議会（情報誌「こるも」） 

９月 ５日 中日新聞（東海麺友会とのコラボフェア） 

      中部経済新聞（鶏ちゃん土鍋の発売） 

９月１７日 メーテレ「Ｕｐ！」（合衆国特集） 

       岐阜新聞（ファミリーマートコラボ商品） 

９月２１日 岐阜新聞（ローソンコラボ商品） 

９月２４日 中日新聞（サークルＫサンクス・ローソンコラボ商品） 

９月２５日 aun（合衆国特集） 

岐阜新聞（サークルＫサンクスコラボ商品） 

１０月２８日 岐阜新聞（農業フェスティバル） 
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１０月２９日 しんきん経営情報（合衆国紹介） 

１１月 ５日 岐阜新聞（鶏ちゃんツアー） 

１１月１１日 ぢねった（鶏ちゃんツアー） 

１１月２５日 岐阜新聞（下呂・湯の花鶏ちゃんフェア） 

１２月３１日 ＮＨＫラジオ第一放送特番「ふるさと＆つながるラジオおおみそかスペシャル」 

       （郡上・牧歌の里） 

１月２０日 中京テレビ「ＰＳ愛してる」（居酒屋あさこ） 

２月１８日 中京テレビ「キャッチ」（長良川まんぱくイベント） 

５月２１日 ぎふチャンラジオ（月～金ラジオ２時６時・長尾大統領出演」 

５月２６日 岐阜新聞（初夏の国民大交流会） 

５月２７日 ぎふチャンテレビ（ニュースプラス５・初夏の国民大交流会） 

５月２８日 毎日新聞（コラム「起承転転」） 

５月３０日 朝日新聞（初夏の国民大交流会） 

５月３１日 食品新聞（初夏の国民大交流会） 

５月３１日 東海版ぴあ「おいしいご当地たび２０１４」（ぴあＭＯＯＫ中部） 

６月 ５日 全国食鳥新聞（初夏の国民大交流会） 

６月１４日 岐阜新聞（益田清風高校・鶏ちゃんコラボ） 

６月１９日 中日新聞（鶏ちゃん合衆国新商品） 

６月３０日 「全国ご当地やきとり紀行」（はんつ遠藤著） 

７月 ３日 ぎふチャンラジオ（ビビッと！モーニングワイド・日下部商務長官） 

７月 ６日 恵峰ホームニュース（ちこり村・鶏ちゃん合衆国コーナー） 

７月１５日 岐阜新聞（鶏ちゃん合衆国アプリ） 

 


