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   ○開催期間 ：5 月 9 日（水）～5 月 29 日（火） 

○主   催 ：東日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール東日本商事 

新潟県、㈱北越銀行 

開催期間中、「のもの」でお買い物をしていただくと、先着50名様に 
新潟県オリジナルグッズをさしあげます。 

 

 
 
 

         

  

                     

○ガンジー牛乳ソフトクリーム 
  加勢牧場のガンジー牛乳を使用した濃厚なソフトクリームです。 
○ECI★TACO 米粉とおからのトルティーヤチップス   
「かんずりタルタルディップ」と「からいすけタルタルディップ」を選べます。 
かんずり・・・唐辛子を雪にさらし、麹、柚子、塩を加えて仕込んだ雪国妙高の香辛調味料 

からいすけ・・・ご当地唐辛子のかぐら南蛮と自家製味噌を調合した雪国湯沢の伝統自然食品  

○栃尾の油揚げ 
 新潟県産大豆 100%で作られた大豆のうまみを楽しめるジューシーな油揚げです。 
○ 地酒 
新潟県の酒蔵「朝日酒造」、「八海醸造」、「菊水酒造」のお酒を利き酒セットでお楽しみいただけます。  

 

 
＜雪国食文化研究所＞  
雪国の食文化を守り伝えるために立ち上げられた「雪国食文化研究所」から、新鮮な地場野菜をお届けします。 

期間：5 月 9 日（水）～29 日（火） （各日、商品がなくなり次第終了）  

   

 

 

 

 

「「「新新新潟潟潟のののもももののの   555...999   ---   555...222999」」」   ののの開開開催催催   

ＪＲ東日本では4月1日～6月30日まで、地元と連携のもと「うまさぎっしり新潟・きらきら日本海」春の観光キャンペ

ーンを開催中です。これにあわせ、上野駅では5月9日（水）より、豊かな自然に恵まれ海の幸や山の幸など食の宝

庫、新潟県の魅力を発信します。地産品ショップ「のもの」では、5月9日（水）より3週間、新潟県にスポットを当てた

「新潟のもの」を開催し、新鮮な野菜や果物をはじめ銘菓、地酒等、新潟県の「旬
しゅん

のもの、地
じ

のもの、縁
ゆかり

のもの」を

販売します。また、グランドコンコースでは5月10日（木）から3日間「新潟産直市」を開催し、地産品の販売に加え、

観光ＰＲや伝統芸能の紹介を通して地域の魅力を発信します。 

上野駅地産品ショップ『のもの』と産直市で 
新潟のおいしいもの始まります！ 

「新潟のもの」メニュー例 

◆「のものＣＡＦＥ」  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。 

営業時間 ：物販 11：00～22：00（土休日 10：00～21：00）    

カフェ 7：00～22：00（土休日 7：00～21：00） 

◆「のものマルシェ」開催  こだわりの野菜やその加工品を販売します。 

※写真はすべてイメージです。期間・販売商品は変更になる場合があります。

 
雪の中で越冬する事で 
糖度や香りが増すと 
ともに、みずみずしく、 
歯切れの良い食感が
楽しめます。 
 

天然のこごみ、うど、こし
あぶら他。雪解けが遅く
この時期、一気に芽吹く
ため、新芽が大変やわら
かいのが特徴です。 

産直市 

有機栽培の魚沼コシヒカリを
「袋売り」と「枡で量り売り」致
します。量り売りのお米は、そ
の場で精米をすることができ
ます。五分づきなど精米度も
ご自由にお選び頂けます。 

栃尾の油揚げ＜豆撰＞

日本では加勢牧場の 18 頭を含め、わずか
200～300 頭しかいない希少なガンジー牛。
ガンジー牛乳は欧米では『貴族の牛乳』と 
して賞賛されています。 

トルティーヤチップス＜小国製麺＞ 

【雪下にんじん（津南町）】【天然の山菜（十日町）】【有機栽培のコシヒカリ（十日町）】 
 

のもの 中
央
改
札

JR 上野駅 



 

 

   「地域再発見アプリ」で新潟県のご当地キャラクター「レルヒさん」を 5 種類そろえて、「のもの」で画面をご提示

いただくと、「新潟のもの」期間中、先着 50 名様に新潟県オリジナルグッズをさしあげます。  

   「レルヒさん」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」ホームページをご覧ください http://www.jreast.co.jp/nomono/  

※ 「地域再発見アプリ」は iPhone、Android に対応しております。 

 

 

   「のもの」に関する公式 Facebook ページと公式 Twitter アカウントで情報発信を始めました。 

「地域再発見プロジェクト」イメージキャラクター犬     と 「のものくん」    がお勧め商品等の情報を発信

しています。旬な情報を入手して「のもの」にお出かけ下さい。 

 【検索ワード】 Facebook：「のもの」、Twitter：「nomonokun」 

 

  

 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

 

◆スマートフォン専用「地域再発見アプリ」 

※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。

 

清酒「八海山」の淡麗な味わいを出
すために造られた米麹を使用して
います。磨き抜かれた米でつくられ
ているため、雑味がなく、上品な味
が特徴です。 

塩こうじ 
＜八海山＞ 

砂糖等の甘味料を一切

使用せず、麹が造りだす

天然の甘味を活かした

甘酒です。雑味となる脂

肪酸等を取り除くことで

生まれた上品な味と香り

が特徴です。 

◆Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ 

純米菊水 純米大吟醸
＜菊水酒造＞ 

食べごたえのあるもっちりとした平

たく長い帯状の米粉入り生パスタ

です。茹で上がりも艶やかで、な

めらかです。 

米粉入り生パスタ タリアテッレ
＜小国製麺＞ 

塩せんべい
＜岩塚製菓＞ 

笹団子（粒餡入り） 
＜ゆのたに＞ 

のっぺ 
＜朝日商事＞ 

佐渡バター
＜佐渡乳業＞ 

麹と米でつくったあまさけ 
＜八海山＞ 

ヤスダヨーグルト
＜ヤスダヨーグルト＞ 

一度途絶えてしまったま

ぼろしの酒米「菊水」を、

わずか25粒の種籾から

復活させ、芳醇な香りと

深くやわらかな辛口の

純米大吟醸酒を製造し

ました。 

厳選した佐渡産生乳と佐渡海

洋深層水100%で造られた食塩

を使用しています。成型も一つ

ずつ手作りで行うこだわりのバ

ターです。 

新潟の郷土料理の代表で

す。水で戻した貝柱の出汁

をベースとして、里芋、人

参、蓮根、ごぼうなどをたっ

ぷりと入れたヘルシーで体

に優しい料理です。 
 

絞りたての生乳を使

い、製造しました。濃厚

なコクが楽しめる、世界

が認める商品です。 

（モンドセレクション最

高金賞受賞・国際優秀

品質賞受賞） 

原材料は米と塩のみ。食べ

たときのパリッとしたせんべ

い本来の歯応えがありなが

ら、その後で口の中でとける

様なソフトな食感が特徴で

す。地元長岡市の昔ながら

の手焼せんべいの味を再現

しました。 

新潟名物の笹だんご

です。お土産としては

定番中の定番。笹の

葉でよもぎ団子を包ん

だ香り豊かな餅菓子

です。 

◆おすすめ商品例 

雪を利用した貯蔵庫「雪室」

でゆっくり眠らせ、まろやかさ

を引き出した新潟のこだわり

の食材を「越後雪室屋」から

お届けします。 

越後雪室屋 

【出品商品例】 

雪室珈琲、雪室緑茶、雪室ゆ

きそうめん、越後雪室屋こし

ひかり、雪室熟成豚、雪室熟

成ほぅ味みそ、雪室珈琲ジェ
ラートほか 

県外初出品 

レルヒさん 



 

  

 

 

鹿児島のもの： 5/30（水）～6/19（火）     山  形のもの： 6/20（水）～7/10（火） 

北海道のもの： 7/11（水）～7/24（火）     福  島のもの： 7/25（水）～8/14（火） 

 

 

「のもの」と連動して首都圏主要駅の NEWDAYS 9 店舗でも新潟県ならではの地産品の販売を行います。 

期間：5 月 13 日（日）～6 月 9日（土） 

店舗：ｅｃｕｔｅ上野公園通路店、ｅｃｕｔｅ上野大連絡橋店、有楽町店、品川店、川崎東口店、戸塚店、      

池袋西口店、大宮店、新浦安店 

 

 

 

○開催日時 ： 5 月 10 日（木）～12 日（土） 11：00～20：00  ※最終日のみ 10:00～16:00 

○主   催 ： 東日本旅客鉄道㈱ 

○共   催 ： 新潟県、公益社団法人新潟県観光協会 

○運 営 者 ： ㈱トッキー 

○出 店 者 ： ㈲坂井ファームクリエイト、㈲板屋農産、パティスリー リ・リ、新潟県酒類販売㈱、㈱京佑 

○内   容  

【産 直 市】 ： 旬の山菜をはじめ、新鮮な野菜や「越後姫（いちご）」などの果物、新潟を代表する地酒や 

B 級グルメ等の加工品、銘菓・スイーツ等を販売します。  

【観光 ＰＲ】 ： 産直市会場内にて、十日町市（大地の芸術祭）、長岡市（長岡花火）、佐渡市（世界農業遺産）

等をメインに、新潟県内の観光名所をご紹介します。          

【ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ】 ： 5 月 10 日（木）11:00～  

 

○イ ベ ン ト ： 十日町市、長岡市、佐渡市をメインに伝統芸能やご当地キャラクター紹介等のイベントを実施します。 

             5 月 10 日（木） 11:00、15:00  佐渡おけさ披露 

  13:00      十日町市 PR イベント 

             5 月 11 日（金） 11:00、15:00  佐渡おけさ披露 

13:00      十日町市 PR イベント 

             5 月 12 日（土） 11:00、15:00  長岡市 PR イベント 

                        13:00      十日町市 PR イベント 

 

開催期間 市 内容 

5/9～5/15 十日町市 
周囲を山に囲まれ自然と人間が共に暮らす「里山」が今も残る十日町市から、第５回目

の開催を迎える国際芸術祭「大地の芸術祭」と連動した地産品を紹介します。   

5/16～5/22 佐渡市 
トキの生息地として知られ豊かな自然を守る佐渡市から、世界農業遺産に認定された

豊かな農村環境で育まれた地産品を紹介します。 

5/23～5/29 見附市 
新潟県の中央に位置し、江戸時代から続く六角形の大凧合戦が開催される見附市か

ら、伝統の技を受け継いだ地産品をお届します。 

「「「新新新潟潟潟産産産直直直市市市   555...111000   ---   555...111222」」」   ののの開開開催催催   

◆市町村コーナー 

◆今後のスケジュール 

◆NEWDAYS「のもの」コーナー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

◆おすすめ商品例 

真野鶴 佐渡千年の杉
＜尾畑酒造＞ 

佐渡産のお米をはじめ 
材料は100％新潟県産に
こだわった特別ラベルの
お酒。口に含むと果実の
様な香りが口中で広が
り、淡雪のように消えてい
く、後味の良いお酒。 

とみおかロール 
＜パティスリー リ・リ＞ 

地元の契約農家から 
仕入れた、上越富岡産 
米粉100％で作った 
こだわりのロールケーキ。 
ふんわりもっちりとした 
食感があり、優しいお米 
の風味が広がります。 
 

ふきのとう  
＜（有）板屋農産＞ 

新潟県北、朝日連峰の自然の恵み。 
春一番に頭を出す、ほろ苦い春の味覚。 
アク抜きをして天ぷらや味噌汁などにし
てお楽しみ下さい。 

越後姫（いちご）
＜坂井ファーム＞ 

低温で日照が少ない新潟の気候に合わせ、品
種改良により平成８年に生まれた新潟のブラン
ドいちご。大粒品種で甘みが強く、果肉が柔ら
かいのが特徴。作付面積でみると全国のいち
ご畑の0.8%でしか作られていません。（最大 

勢力のとちお 
とめは30%） 

新潟チップス （ご当地スナック）
＜㈱新潟堂＞ 

お米が原料の新食感チップス！
炊きたてご飯の美味しさや風味を楽しめる
独自製法。都内某所の新潟アンテナショップ
でも売り上げ上位の商品です。 

エチゴビールは日本初の地ビール。飲み
やすいピルスナーは「チェコクラシック」に
こだわり、高貴な薫りと深趣な苦みを実現
したビールです。コシヒカリを使ったもの
等、他の味も取り揃えています。 

ピルスナー 
＜エチゴビール＞ 

元は織物を作るときに糸を固めるために使って
いた海藻の「ふのり」。その「ふのり」をつなぎに
使用した、とても喉越しの良いおそばです。 

１食分からバラで 
お買い求めいた 
だけます。 

小千谷のへぎそば 
＜(有)小千谷そば和田＞ 

カップ酒いろいろ 
 
色々なカップ酒をご用意しています。 
是非飲み比べて好みの１本を探してみてください。 
 
 
 
 
 
 
 
ふなぐち菊水一番しぼり缶 
＜菊水酒造＞ 
目を引くアルミ缶入りのしぼりたて生原酒です。 
 
ふじの井らんま１／２カップ 
＜ふじの井酒造＞ 
佐渡出身の漫画家 高橋留美子によるパンダ柄 
カップ。中身もこだわりの新潟県産米本醸造酒。 
 
北雪金星ワンカップ 
＜北雪酒造＞ 
辛口ですっきり。 
新潟日本酒のイメージ通りきりっとした一本です。 
 
朝日山百寿盃カップ 
＜朝日酒造＞ 
朝日山の持つ、品のあるマイルドな香味をカップで 
気軽にお楽しみ下さい。 

※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。


