2015 年 4 月 14 日
東日本旅客鉄道株式会社

「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせ 福島の魅力を発信！

「福島のもの」と「ふくしま産直市」を開催します！
ＪＲ東日本グループでは、2015 年 4 月 1 日〜6 月 30 日まで実施する「ふくしまデスティネーションキャンペ
ーン」に合わせ、福島県にスポットをあてた「福島のもの」及び「ふくしま産直市」を開催します。
●上野駅・秋葉原駅構内で東日本各地域の魅力を発信する地産品ショップ「のもの」では、「福島のもの」を開
催します。今年度は開催期間を拡大し、期間中「桜」「新緑の会津」「涼夏・フルーツ」と順にテーマを変え、

桜を使った菓子・会津の味噌・フルーツを使った冷スイーツ（ゼリーなど）を販売します。
しゅん

じ

ゆかり

福島県の様々なʻ 旬 のもの、地のもの、 縁 のものʼをお楽しみください。

●「生産者」が直接、地元の魅力を紹介し、地産品を販売する「ふくしま産直市」では、水産加工品や地酒等
を販売します。また、会津漆器や赤べこなどの工芸品も取り揃えます。あわせて、各地のキャラクターな
どによる観光 PR も実施します。
「福島のもの」「ふくしま産直市」を通して福島県の魅力を広くご紹介します。是非、この機会に福島へお出
かけください。
【「福島のもの」概要】
上野店
開催期間
営業時間
内容

主催

秋葉原店

2015 年 4 月 15 日(水)〜2015 年 7 月 6 日（月）
物

販：11:00〜22:00（土休日 10:00〜21:00）

2015 年 4 月 16 日(木)〜2015 年 7 月 13 日(月)
物

販：11:00〜21:00

カ フ ェ：07:00〜22:00 (土休日 7:00〜21:00)

キッチン：07:00〜22:00（土休日 8:00〜21:00）

桃加工品や発酵食品など福島県産品を幅広く取

福島県でおなじみの銘菓や加工品など、県を

り扱います。また、「プロモーションコーナー」

代表する逸品やおすすめ商品を厳選し、取り揃

「のもの CAFE」も展開します。

えます。

東日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール東日本商事、福島県、㈱東邦銀行

のもの公式ホームページ http://www.jreast.co.jp/nomono/
＜前回の「福島のもの」の様子＞

※「福島のもの」については開催日（4 月 15 日）より掲載します。

【「福島のもの」詳細】
店内での加工品販売の他、下記コーナーや飲食店等にて福島のおいしい魅力を発信します。
＜上野店＞
◆プロモーションコーナー
期間中、福島県の生産者やメーカーが試食販売・PR を行い、お客さまへ商品の魅力をご紹介します。
※スケジュールは、「福島のもの」期間中に「のもの」公式ホームページでご案内いたします。

◆のものＣＡＦＥ
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。
（メニュー例）

利き酒セット、福島ももジュース、棒たら甘露煮、新かあちゃん漬とキヨばあちゃんのいかにんじん など

＜秋葉原店＞
◆のものキッチン
地域の食材を使用した丼を期間限定で販売します。（5 月 11 日(月）〜）
（販売予定メニュー）

伊達のもつ煮丼

＜NEWDAYS「のもの」コーナー＞
「福島のもの」と連動し、首都圏主要駅の NEWDAYS 8 店舗でも福島県ならではの地産品を販売します。
期間：2015 年 4 月 19 日（日）〜2015 年 7 月 11 日（土）
店舗：ecute 上野公園通路店、ecute 上野大連絡橋店、品川店、池袋西口店、大宮店、市ヶ谷店、
戸塚店、新浦安店
＜かよひ路「福島フェア」＞
和食居酒屋「かよひ路」では、「福島のもの」と連動した「福島フェア」を開催し、福島県の食材を用いたメニュー
や食文化を紹介するメニューを提供します。また、店内では福島県の工芸品なども展示する予定です。
期間：2015 年 5 月 1 日（金）〜2015 年 6 月 30 日（火）
店舗：上野店、日比谷店
（メニュー例）

伊達鶏のカツ餃子、うつくしまエゴマ豚のライスサラダ（福島県のブランド米「天のつぶ」を使用しています。）、
馬モツのポン酢かけ、会津ざくざく煮 など

福島の地酒も揃います。

バラエティ溢れるメニュー
※上記内容や日程、販売商品は予告なく変更となる場合があります。
※,写真はすべてイメージです。

＜「福島のもの」ＭＡＰ＞
■上野駅：中央改札外（ガレリア）

■秋葉原駅：中央改札内コンコース
↑上野方

「のもの秋葉原店」
中央改札

電気街口
改札内

駅
←日暮里方

東京方→

↓東京方

【「ふくしま産直市」概要】
会場

上野駅中央改札外グランドコンコース

開催期間

2015 年 4 月 16 日(木)〜2015 年 4 月 18 日（土）

営業時間

11：00〜20：00（最終日のみ 17：00 まで）

内容

【産 直 市 】
福島デスティネーションキャンペーンに合わせて発売した、純米吟醸酒「會津あかべぇのお酒」を
はじめ、美味しい地酒をご紹介します。
また、福島を代表する銘菓、奥会津やいわき沿岸の地産品など「ふくしま」の自慢の逸品を豊富に
取り揃えます。
【イ ベ ン ト】
オープニングセレモニーをはじめ、「福が満開ふくしま隊」やご当地キャラクターなどによる県内各
地の観光 PR イベントを開催します。
【観 光 PR】
「花」「食」「温泉」「復興」を柱とし、「桜」「歴史・文化」「自然」など県内各地のオススメ観光情報をご
紹介します。

主催

東日本旅客鉄道㈱

共催

福島県、福島県観光復興キャンペーン委員会

後援

台東区

運営者

JR 東日本東北総合サービス㈱

出店者

森㈱、㈱アクアマリンパークウェアハウス（小名浜美食ホテル）、只見町商工会、
㈱会津かねやま（道の駅 奥会津かねやま）、(一社)いわき観光まちづくりビューロー
※各内容については予告なく変更となる場合があります。

＜前回の「ふくしま産直市」の様子＞

【「ふくしま産直市」イベント詳細】
・ふくしまデスティネーションキャンペーンの PR 隊「福が満開ふくしま隊」が福島県内の観光地を紹介する歌
とダンスパフォーマンスで会場を盛り上げるほか、福島県の復興シンボルキャラクター「キビタン」及び福島
県の新島八重マスコットキャラクター「八重たん」も登場します。
・「ふくしまＨＡＰＰＹ隊」による福島県に関するクイズ大会を行います。正解した方には福島県の銘菓などをプ
レゼントします。
・極上の会津プロジェクト協議会、郡山市、会津若松市、喜多方市のキャンペーンクルー、極上の会津プロジ
ェクト協議会マスコットキャラクター「あかべぇ」や喜多方市・喜楽里博マスコットキャラクター「みんべぇ」によ
る観光ＰＲステージを行います。
4 月 16 日（木）

11：00

11：15、13：00
11：30、14：00
11：45、15：00

17 日（金）

11：00、13：30
11：30、14：00
13：00
14：30
15：00

18 日（土）

11：00
11：30、15：00
13：00
14：00

オープニングセレモニー
（福島県の橋本明良観光交流局長、東日本旅客鉄道㈱仙台支社の吉田英治
事業部長よりあいさつ）
「福が満開ふくしま隊」によるパフォーマンス・観光 PR
「ふくしまＨＡＰＰＹ隊」によるクイズ大会と「キビタン」「八重たん」による観光 PR
極上の会津プロジェクト協議会と「あかべぇ」、会津若松市・会津キャンペーンク
ルーによる観光 PR
「福が満開ふくしま隊」によるパフォーマンス・観光 PR
「ふくしまＨＡＰＰＹ隊」によるクイズ大会と「キビタン」「八重たん」による観光 PR
郡山市・ミス郡山による観光物産ＰＲ
極上の会津プロジェクト協議会と「あかべぇ」、会津若松市・会津キャンペーンク
ルーによる観光 PR
喜多方市「みんべぇ」による観光ＰＲ
「福が満開ふくしま隊」によるパフォーマンス・観光 PR
「ふくしまＨＡＰＰＹ隊」によるクイズ大会と「キビタン」「八重たん」による観光 PR
極上の会津プロジェクト協議会と「あかべぇ」、会津若松市・会津キャンペーンク
ルーによる観光 PR
喜多方市「みんべぇ」による観光ＰＲ
※上記内容や日程、販売商品は予告なく変更となる場合があります。

※大宮駅西口コンコースにおいても「ふくしま産直市」の開催を予定しております。（5 月 19 日(火)〜22 日(金)）
詳細は5月中旬ごろ、「のもの」公式ホームページにてご案内いたします。
＜「ふくしま産直市」ＭＡＰ＞
■上野駅：中央改札外（ガレリア）

きっぷ売場

「のもの上野店」

イベント
ステージ

広小路口

中央改札口

みどりの窓口

ハードロック
カフェ

正面玄関口

アトレ上野

←日暮里方

東京方→

「産直市会場」

