
 

 
2 0 2 3 年 3 月 1 7 日 

東日本旅客鉄道株式会社  

水 戸 支 社 

 

茨城デスティネーションキャンペーンへつなぐ特別企画 

「駅長対抗！いばらきの魅力総選挙 REAL～いばらきファンミ in品川駅～」を実施します！ 
 

これまで SNS上で 3度の激戦を繰り広げてきた「駅長対抗！いばらきの魅力総選挙」の特別企画として、 

茨城県内の鉄道 5社の駅長たちが SNSを飛び出し、品川駅にて地域の魅力を PRするイベントを実施しま 

す。駅のシンボルである駅長たちの熱い演説（＝お国自慢）を楽しみながら、茨城のさまざまな魅力に触れ 

ていただけます。 

さらに、茨城が誇る特産品を集めたマルシェを同時開催します。一部の商品は列車荷物輸送「はこビュン」 

を活用し“出来立て”の商品をマルシェ会場へ直送します。 

 

1 イベント名 

「駅長対抗！いばらきの魅力総選挙 REAL～いばらきファンミ in品川駅～」 

2 実 施 日 時   

・ 2023年 3月 24日（金）～3月 26日（日） 

・ イベント 各日 10：00～ （詳細は【別紙】を参照） 

・ マルシェ 24日（金）10:00～20:30 

25日（土）10:00～19:30 

         26日（日）10:00～19:00 

3 実 施 場 所   

JR品川駅改札内イベントスペース 

4 概 要 

 （１）駅長 PRイベントについて 

・ 茨城県内の駅長が持ち時間（約 10分）のなかで、「生演説」や地域と連携した独自の PR（お国自 

慢）を行います。 

・ お客さまには PRを聞いて「いいね！」と感じた駅に投票していただき、共にイベントを盛り上げてい 

ただきます。 

参加駅 

■東日本旅客鉄道株式会社 

・取手駅 ・龍ケ崎市駅 ・土浦駅 ・石岡駅 ・友部駅 ・水戸駅 ・勝田駅  

・日立駅 ・高萩駅 ・鹿島神宮駅 ・古河駅 ・下館駅 ・上菅谷駅 ・常陸大子駅 

■鹿島臨海鉄道株式会社 

・大洗駅  

■関東鉄道株式会社 

・取手駅 ・守谷駅 ・水海道駅 ・竜ヶ崎駅  

■ひたちなか海浜鉄道株式会社 

・那珂湊駅 

■首都圏新都市鉄道株式会社（TX） 

・つくば駅 ・守谷駅 

▲ポスターイメージ 

▲会場レイアウト（品川駅） 

 



（２）マルシェについて 

・ 茨城の魅力ある特産品を販売するマルシェを開催します。 

・ 販売商品の一部は特急列車による「はこビュン」でお届けします。 
 

出店事業者 

【スイーツ】 

■亀印製菓（水戸市） 

「水戸の梅」「吉原殿中」「いちご大福」など 

■栗物語（土浦市） 

「笠間栗モンブラン」「笠間の栗カヌレ」「くり餅」など 

■焼き芋専門店 芋やす（土浦市） 

「芋蜜生キャラメル」「焼き芋サンド」「スイートポテト」など 
 

【パン】 

■パン工房ぐるぐる（那珂市） 

「奥久慈卵のとろ～りクリームパン」 

「ぱくぱく干しいもシュトレン」など 
 

【加工品】 

■SHIO_KAZE（ひたちなか市） 

「極上干しいも」「那珂湊焼きそば」「百花蜜」など 

■マルベリーくだもの本舗（土浦市） 

「ぽんふる」「ドライフルーツ」「フルーツわたあめ」など 
 

【お酒】 

■木内酒造（那珂市） 

「常陸野ネストビール」「純米無濾過生原酒 朝詰め」など 

 

常磐線特急列車を使用した荷物輸送 

【奥久慈卵のとろ～りクリームパン】 

  実施期間 ： 3月 24日(金)、25日(土)、26日(日) 

  輸送区間 ： 勝田駅～品川駅（一部上野駅） 

  輸送列車 ： 特急ときわ 54号 

（勝田駅 5:50発→品川駅 7:47着） 

    事 業 者 ： パン工房ぐるぐる 
 

  【純米無濾過生原酒 朝詰め】 

   実施期間 ： 3月 24日(金) 

   輸送区間 ： 勝田駅～品川駅 

   輸送列車 ： 特急ときわ 68号 

           （勝田駅 12:47発→品川駅 14:22着） 

   事 業 者 ： 木内酒造 

  ※輸送内容および商品は急遽変更や中止になる場合があります。 

 

【いちご大福】 

実施期間 ： 3月 24日(金)、25日(土) 

輸送区間 ： 勝田駅～品川駅 

輸送列車 ： 特急ときわ 68号 

（勝田駅 12:47発→品川駅 14:22着） 

事 業 者 ： 亀印製菓 

▲奥久慈卵のとろ～り 

クリームパン 

▲ぱくぱく干しいもシュトレン 

▲極上干しいも ▲ぽんふる 

▲常陸野ネストビール 

▲笠間栗モンブラン ▲焼き芋サンド 

▲水戸の梅 ▲いちご大福 

▲純米無濾過生原酒 

朝詰め 



（３）「JRE MALLふるさと納税」茨城県おすすめ返礼品のご紹介 

ステージ上で、JR東日本のふるさと納税ポータルサイト「JRE MALLふるさと納税」や茨城県内のおす 

すめ返礼品のご紹介を行います。 

登壇時間   ： 3月 24日（金）、26日（日）11:40～12:00および 15:10～15:30 

そ の 他   ： JRE MALLふるさと納税や、茨城のおすすめ返礼品のご紹介チラシ（限定特典付き）の 

配布も予定しています。 

 

（４）その他 

茨城県と協力し、観光 PRブースを設置しパンフレットの配布などを行います。 

 

 

 

 



【別紙】 
 

イベントスケジュール（変更となる場合があります） 

 

 

  

 

10:00

12:00

13:00

14:00

16:00

17:00

3月24日（金） 3月25日（土） 3月26日（日）

11:00

15:00

全体イベントスタート

11:10〜11:20 鹿島神宮駅11:10〜11:20 龍ケ崎市駅・竜ヶ崎駅(関鉄)

10:15〜10:25 取手駅（JR・関鉄）

10:25〜10:35 守谷駅（TX・関鉄）
10:15〜10:25 水海道駅（関鉄）

10:05〜10:15 土浦駅

11:00〜11:10 古河駅

11:20〜11:30 下館駅

11:10〜11:20 石岡駅

10:05〜10:15 勝田駅

11:30〜11:40 水戸駅

10:25〜10:35 大洗駅（鹿島臨海）

10:35〜10:45 友部駅

10:15〜10:25 那珂湊駅（ひたちなか海浜）

11:20〜11:30 日立駅

10:05〜10:15 高萩駅

10:25〜10:35 常陸大子駅

11:00〜11:10 水戸線PR

10:00〜 オープニング

11:00〜11:10 つくば駅（TX）

14:40〜14:50 鹿島神宮駅

13:40〜13:50 取手駅（JR・関鉄）

13:50〜14:00 守谷駅（TX・関鉄）

13:40〜13:50 水海道駅（関鉄）

13:30〜13:40 土浦駅

14:30〜14:40 古河駅

14:50〜15:00 下館駅

14:40〜14:50 石岡駅

13:30〜13:40 勝田駅

14:50〜15:00 水戸駅

13:50〜14:00 大洗駅（鹿島臨海）

14:00〜14:10 友部駅

13:40〜13:50 那珂湊駅（ひたちなか海浜）

14:50〜15:00 日立駅

13:30〜13:40 高萩駅

13:50〜14:00 常陸大子駅

14:30〜14:40 水戸線PR14:30〜14:40 つくば駅（TX）

12:00〜13:00 観光PRブース（茨城県・JR）

15:30〜16:30 観光PRブース（茨城県・JR）

11:20〜11:30 上菅谷駅

14:40〜14:50 上菅谷駅

15:00〜15:10 龍ケ崎市駅・竜ヶ崎駅(関鉄)

15:10〜15:30 JREMALL ふるさと納税PR 15:10〜15:30 JREMALL ふるさと納税PR

11:40〜12:00 JREMALL ふるさと納税PR 11:40〜12:00 JREMALL ふるさと納税PR

15:00〜 クロージング

10:00〜 オープニング 10:00〜 オープニング

15:00〜 クロージング

15:10〜 クロージング

ステージイベント終了

▲ステージイメージ 


