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● 2012 年 1月 20日（金）に上野駅にオープンした地産品ショップ『のもの』では、地域の生産者や行政と連

携しながら、「旬のもの、地のもの、縁
ゆかり

のもの」といった各地域ならではの地産品を販売しています。 

● 今回は、2月 10日（金）から 28日（火）までの約 3週間、茨城県にスポットを当て茨城県産の新鮮な野菜

や果物をはじめ、加工品、スイーツ、地酒など「茨城県のもの」を取り揃え、茨城の魅力を発信していきま

す。これは、東日本大震災の影響を受け一時閉園をしていた水戸偕楽園が、2012 年 2 月 7 日（火）に全

面開園となり、春の訪れを告げる水戸の梅まつり（2 月 18 日（土）～3 月 31 日（土））が開催される時期と

合わせて実施するものです。 

 

 

 

○日 時：2012 年 2 月 10 日（金）～2月 28 日（火） 

○主 催：茨城県、㈱常陽銀行、東日本旅客鉄道㈱、 

㈱ジェイアール東日本商事 

○オープニングプレゼント： 

「のもの」でお買い上げいただいたお客さま（先着 50 名）に、 

「笠間焼きミニミルクピッチャー」をプレゼントします。 

○ オープニングセレモニー： 

 2 月 10 日（金） 10 時 30 分～11時 30 分 上野駅中央改札外グランドコンコース 

  梅まつりの雰囲気を演出し、琴の演奏を行います。また、水戸の梅大使が「梅枝」等をプレゼントします。 

○ 観光キャンペーン： 

2 月 18日（土）～26日（日） 12 時～19時（土日は 10時～17時） 上野駅中央改札外グランドコンコース 

  梅まつり会場をイメージしていただけるよう、偕楽園の風景パネル等を掲出し、観光 PR を実施します。 

 

 

 

 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
～ 旬のもの、地のもの、縁（ゆかり）のもの ～ 

「茨城のもの 2.10-2.28」の開催 

上野駅地産品ショップ『のもの』で 

「茨城のもの」はじまります！ 

売場では、茨城県と常陽銀行のスタッフが 
お客さまに地元の魅力をお伝えします。 

笠間焼きミニミルクピッチャー 

高さ 約 5.5cm×直径 約 3.3cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

「のもの」の店頭に、水戸市・つくば市にある農産物直売所『みずほの村市場』で販売されている旬の野菜・

果物やこだわりの養鶏卵等が並びます。また、落花生の詰め放題も行います。 

期 間：2 月 10 日（金）～2 月 28 日（火） （各日商品が無くなり次第終了）   

 

 

 

 

 

＜「茨城のもの」商品例＞ 

「茨城のもの」マルシェ 

純米吟醸「一品」 
＜吉久保酒造＞  
酒造に適した米『山田
錦』を使い、きめこま
やかな風味で薫り高
い純米吟醸酒です。 

＜みずほの村市場＞          

                         “農 家が価格を決めて農家が品質の責任を持つ”というルールのもと、 

徹底した品質を追究し、「味 の良い安全な農産物 を新鮮なうちに

味わってほしい」という農業経営者の思いが集まった農産物

直売所です。 

「のし梅」 
<亀印製菓>  
梅本来の酸味と甘みの
バランスが絶妙なゼリ
ー風のお菓子。昔なが
らの竹皮で包みまし
た。 

「かりんとう」 
＜かりんとう本舗＞  
牛久市にある専門店の味 
を 6 種類取り揃えました。 
日本茶だけでなく、紅茶や 
コーヒーにも合う、新感覚 
のかりんとうです。 

「えびす揚納豆味」 
＜煎餅屋仙七＞  
外はカリカリ、中はさっく
さく。香り、味はもちろ
ん、納豆の旨みのある
「ネバネバ」が感じられ
る揚げもちです。 

「丸干し ほしいも」 
<幸田商店>  
茨城ひたちなか市の太 
陽と大地が育てたしっと 
りもちもちの干し芋。自 
然の甘さで飽きることなく
食べられます。 

「ゆず大根」 
＜菜香や＞  
採れたての大根を使い、
甘酢漬けをベースに香り
高い柚子をちりばめまし
た。歯ごたえのある食感
とさっぱりとした後味が
特徴です。 
 

「ねぎ鯖缶詰」 
＜高木商店＞  
茨城のこだわり缶詰。
脂ののった極上さばに
ねぎを加えた自信のさ
ば缶詰です。 

「いもせんべい」 
＜松浦食品＞  
茨城産紅あずまを使
用。芋そのものの糖度
を生かし少なめの砂糖
と水飴を絡め、パリッと
した食感です。 

「常陸秋そば」 
＜伊勢又米穀製粉＞ 
香り・風味・甘味の強さが 
自慢の「常陸秋そば」。 
そばの種子の管理までこ 
だわったブランド蕎麦です。 

純米吟醸「月の井」 
＜月の井酒造＞  
『山田錦』を、大吟醸クラス 
ぎりぎりの 50％まで磨き、 
昔ながらの手造りにこだわ 
った純米吟醸です。 

「わら納豆」 
＜だるま納豆＞  
昔ながらの手作りによ
る本場水戸のわら納豆
です。 

「経木
きょ うぎ

納豆」 

＜だるま納豆＞  
松の木の皮（経木）に包 
まれ、その香りが風味を
引き立てる納豆です。 

「そぼろ納豆」 
＜だるま納豆＞  
切干大根が入ってお
り、醤油とみりんで味 
付けされた納豆です。 

「常陸
ひ た ち

野
の

ネストビール」 

＜木内酒造＞ 
180 年以上もの間、酒造りに使用されて 
きた那珂川水系の井戸水と、英国やアメリカ
から選りすぐった最上級品の麦・ホップを使用
しています。 

「つむぎ野のむす」 
＜野村醸造＞  
みかん、いちご、ブルー
ベリーなどの果実をリキ
ュールに仕立て、酢酸菌
で醗酵させた醸造酢で
す。そのまま飲むことも 
できますし、ドレッシング
としてもお使いいただけ
ます。 

「コーヒー豆チョコ」 
＜サザコーヒー＞  
サザコーヒー豆を上質な
チョコレートでつつみまし
た。カリカリっとした食感 
で甘いチョコレートとほろ
苦いコーヒーがコラボレ 
ーションしています。 

「亜麻ラスク」 
＜洋風笠間菓子  

グリュイエール＞  
深いコクが特徴の
「亜麻」という名の高
級砂糖と特選バター
を使用して一枚一枚
丁寧に焼き上げたラ
スクです。 

上記以外にも個性的な商品を多数取り揃えています。 



＜商品例＞ 

 ほうれんそう、大根、水菜、人参、れんこん、落花生、干し芋、自然薯、 

お米など、茨城の大地の恵みが種類豊富に登場します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

茨城県内各地域の市町村が「いちおし」商品の販売や観光 PR を行うコーナーです。 

＜期間中のスケジュール＞ 

展開期間 市 内容 

2/10（金）～13（月） 水戸市 吉原殿中、水戸の梅、いも羊かん、のし梅、かりんとうまんじゅう：亀印製菓（株） 

2/14（火）～17（金） 笠間市 すいーとぽてと、ドレッシング：㈲ナガタフーズ 

こざわの焼き栗：小澤栗園（小澤一男） 

2/18（土）～21（火） 常陸太田市 米菱醤油、田舎醤油、常陸丸大豆醤油：ヨネビシ醤油（株） 

常陸秋そば、石臼びき 常陸秋そば、そば茶：伊勢又米穀製粉㈱ 

2/22（水）～25（土） 日立市 大みか饅頭、十三まいり、ほしいも羊羹、うめ羊羹：（有）運平堂本店 

2/26（日）～28（火） 行方市 漬物（茨城牛蒡風味漬、昆布入りれんこん、梅れんこん、他）：方波見漬物店 

漬物（胡瓜のてっぽう漬、甘らっきょう、しそ風味胡瓜漬等）：大平漬物食品 

 
 
 

「がんばっぺ！茨城」と題し、生産者が茨城県産品の魅力を直接伝えるコーナーです。 

＜期間中の展開スケジュール＞ 

展開期間 メーカー 内容 

2/10（金）～13（月） （有）菜香や 

（株）髙木商店 

漬物（茄子田舎漬、赤いトマトのお漬物、はりはり漬等） 

ねぎ鯖醤油だれ、ねぎ鯖塩だれ、ねぎ鯖味噌だれ、いわし梅酢煮 

2/14（火）～17（金） （有）なかのきのこ園 

（有）煎餅屋仙七 

（株）志ち乃 

原木しいたけ 

ぬれやき煎詰合せ、えびす揚七味醤油、えびす揚昆布入り塩味、昆布だしわりやき 

どら焼き（バタどら、梅どら、栗どら等） 

2/18（土）～21（火） （有）内山味噌店 

かりんとう本舗（染谷清賢） 

みそプリン、しょうゆプリン、のっけ味噌シリーズ、味噌クッキー 

フレーバーかりんとう（黒糖、いちご、カフェ等） 

2/22（水）～25（土） （有）菊地煎餅店 

（株）吉田屋 

揚げおかき、揚げもち 

こだわりの梅干 八代目、スイート梅、そぼろ納豆、はちみつ梅 

2/26（日）～28（火） 野村醸造（株） 

松田製茶 

（株）大倉商事 

コンフィチュール（ブルーベリー、いちご、福来みかん等）、つむぎ野杵つきミニどんと 

お茶（「名人」「緑茶ラテ」「さしま茶」等） 

焼いも 

 

 

店内のカフェでは、各地域の食材を使用した料理や地酒をお楽しみいただけます。 

今回は「IBARAKI umecafe」として「梅まつり」をイメージした装飾を施すとともに茨城県産品を使用したメニ

ューを提供します。 

市町村コーナー 

※写真はすべてイメージです。販売商品は変更になる場合があります。 

「のもの」カフェ 

プロモーションコーナー 

「紅ほっぺ」 

土づくりからこだわった 
いちごは、最大限に引き出
されたいちご本来の甘さを
お楽しみいただけます。 
 

「干し芋」 

お芋の栽培から加工製
品化まで、一貫して生産
されたこだわりの干し
芋。100％天日干しで乾
燥させた天然のスイーツ
です。 

「ナカテユタカ」（落花生） 

水戸市産の落花生「ナカテ 
ユタカ」は、あっさりした 
甘味のある味が特徴です。 

 

詰め放題 
あり 



 

 

利き酒セット 利き酒師がセレクトした茨城の地酒 3種の飲み比べができます。 

茨城梅ソフトクリーム 常陸太田市特産の梅を使用した「のもの」オリジナルソフトクリームです。 

いわし梅酢煮 平成 22 年茨城県水産製品品評会で茨城県知事賞を受賞した一品です。 

丸干し干しいも 小さい芋を丸ごと乾燥させた干芋です。乾燥に平干芋の 3倍ほどの時間をかけ、やわらかく仕上げています。 

ポケットファームどきどき ソーセージ盛り合わせ 茨城の銘柄豚「ローズポーク」を使用し、工房で職人が 1本 1本手作りしています。 

奥
お く

久慈
く じ

しゃもロール 茨城銘柄地鶏「奥久慈しゃも」で茨城銘柄豚肉「ローズポーク」を包み、特製のタレに漬け込んだ後、焼き上げました。 

 

 

「のもの」と連動して、首都圏主要駅の NEWDAYS でも魅力的な地産品の販売を行います。  

＜2 月 19 日（日）～3 月 17 日（土） ：NEWDAYS「茨城のもの」コーナー展開＞ 

ecute 上野公園通路店、ecute 上野大連絡橋店、品川店、有楽町店、池袋西口店、大宮店、川崎東口店、 

戸塚店、新浦安店 （以上 9 店舗） 

 

 

「地域再発見アプリ」を立ち上げ、アプリ内を動きまわる「ハッスル黄門」を5 種類そろえて、 

「のもの」で提示すると、先着 50 名様に笠間焼きミニミルクピッチャーをプレゼントします！ 

「ハッスル黄門」が現れる駅は、上野・池袋・品川・有楽町・川崎・戸塚・大宮・新浦安の 8 駅です。 

詳細は ＜のものホームページＵＲＬ＞http://www.jreast.co.jp/nomono/ 

※「地域再発見アプリ」は iPhone での対応となります。Android 版は 2月 29 日からサービス開始予定です。 

 
 

東日本エリアを中心に、今後も各エリアにスポットを当て、変化のある売場展開を行います。 

 
 
 
 
 

 
＜ショップ概要＞ 
○店舗名称：『のもの』  
○開業日時：2012 年 1 月 20 日（金） 11：00 
○営業時間：物販 11：00～22：00 （土休日のみ 10：00～21：00） 

カフェ 7：00～22：00 （土休日のみ 7：00～21：00） 
○場   所：上野駅中央改札外グランドコンコース（ガレリア内） 
○運営会社：㈱ジェイアール東日本商事  
○店舗面積：96.7 ㎡（約 29.3 坪） 

 

 

 

 

 

期間 地域 

2/29（水）～3/20（火・祝） 東京都 台東区 

3/21（水）～4/13（金） 栃木県 

4/14（土）～5/8（火） 岩手県 

5/9（水）～5/29（火） 新潟県 

今後のスケジュール（予定） 

スマートフォン専用「地域再発見アプリ」 

NEWDAYS「茨城のもの」コーナー 

地域再発見プロジェクトは、ＪR 東日本グループが
鉄道ネットワークを活かし、地域と一体となって、
「ヒト」と「モノ」の循環を創出するプロジェクトです。  
http://www.jreast.co.jp/saihakken/ 

＜「茨城のもの」メニュー例＞ 
 


