
 

 

2019 年 9 月 26 日 

新 潟 支 社 

 

 

JR 東日本新潟支社では、2019 年 10 月～12 月にかけて行われる「新潟県・庄内エリアデスティネーション 

キャンペーン（以下、DC）」に向けて、首都圏をはじめとした JR 東日本グループの駅ビル、ホテル、エキナカの商

業施設などにおいて、新潟・庄内エリアの商品販売や、食材を使った限定メニューのご提供などのフェアを実施しま

す。また産直市では、地産品の販売と合わせ観光 PR を行います。この機会にぜひエリアの魅力を体感していただ

き、ご旅行等で新潟・庄内エリアへお越し下さい。 

 

概要 

  首都圏をはじめとした JR 東日本グループと下記の通り施策を展開予定です。 

（１）㈱JR東日本リテールネット、㈱ジェイアール東日本都市開発 「エキュートで味わう日本海美食旅 新潟・庄内」 

  ■フェア実施概要 

    新潟・庄内の食材を使用した期間限定メニューの提供や、期間中新潟・庄内 

の美食が体感できるプレゼントキャンペーンを実施します。 

・対象施設：エキュート大宮、エキュート上野、エキュート東京、 

エキュート京葉ストリート、エキュート品川、エキュート品川 サウス 

エキュート立川、エキュート赤羽、各施設のフェア対象ショップ 

・開催期間：2019 年 10 月１日（火）～10 月 20 日（日） 

  ■『新潟しゅぽっぽ』コラボスイーツの販売 

     JR 新潟ファーム産の酒米を用い、新潟県内の４つの蔵で醸した 

   「旅と食と地域をつなぐ日本酒『新潟しゅぽっぽ』」を使った、プリンや 

シュークリーム、パウンドケーキ等のオリジナルスイーツを、期間限定 

で販売します。 

    ・対象店舗（以下、すべてエキュート各施設です）： 

     ＜大宮＞ アンドメルシィ、オーヴォ、キャトーズ・ジュイエ 

     ＜上野＞ おいもさんのお店 らぽっぽ、柿の木坂 キャトル（京葉ストリート・品川 サウスでも取り扱いあり）   

＜東京＞ ハナ シュンプウ、小岩井農場 

     ＜品川・品川 サウス＞ ポール（大宮でも取り扱いあり）、目黒東山 菓匠雅庵、 

和楽紅屋（上野・東京でも取り扱いあり） 

＜立川＞ アンの工房、ダロワイヨ（品川・赤羽でも取り扱いあり） 

＜赤羽＞ 千住宿 喜田家、フェルツ     

メインビジュアル 

コラボスイーツイメージ 

新潟しゅぽっぽ 

開催内容は状況により変更となる場合があります。 
 



（２）㈱ルミネ  「【ニュウマン新宿】NEWoMan KNIT FESTIVAL / NEWoMan FOOD FESTIVAL」  

「【ルミネ大宮】KOKOLUMINE MARKET新潟」 

  ■【ニュウマン新宿】 NEWoMan KNIT FESTIVAL 

これからの季節のおしゃれに欠かせない“ニット”の魅力を堪能できる 

イベントを開催します。ニットアーティスト蓮沼千紘さんとコラボレーション 

した館内装飾をはじめ、日本一のニット生産高を誇る新潟県五泉市を 

フューチャー。期間中は五泉ニットの POP-UP STORE や、五泉ニット 

を使用した河本蓮大朗さんのアートが一堂に楽しめ、各ショップも一押し 

ニットを続々展開。着心地の良い形、肌触りのいい素材、カラフルなもの 

など、自分らしい一着をぜひ見つけてください。   

・開催期間：2019 年 10 月１日（火）～10 月 31 日（木） 

   ○五泉ニット POP-UP STORE とは  

見た目とシルエットがキレイ。そして風合い、着心地が上質。その価値 

を生み出しているのは国産 五泉ニットです。良質なニットを、是非この 

機会に手に取ってご覧ください。 

・開催期間：2019 年 10 月１日（火）～10 月 6 日（日） 

・展開場所：ニュウマン新宿 1F NEWoMan lab. 

  ■【ニュウマン新宿】 NEWoMan FOOD FESTIVAL Vol.4～新潟・庄内～】   

日本海と雄大な山に育まれた食材の宝庫“新潟・庄内“。 

歴史と文化、自然を内包した質の高い多様で豊かな食文化を代表 

する厳選食材を活かした期間限定の特別メニューを展開。 

産地を訪れたシェフによる、産地で湧き出たインスピレーションによる 

渾身のおいしい魅惑のメニューをご堪能ください。  

・開催期間：2019 年 10 月 12 日(土)～11 月 11 日(月) 

・参加予定店舗  17 ショップ 

1F LE PAIN de Joël Robuchon ／ AKOMEYA TOKYO 

2F エキナカ 

Lady Bear ／ いちびこ ／ 仙臺たんや 利久 ／  

米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀店 ／ KOKO LUMINE 

STORE ／ MINI by FOOD&COMPANY 

2F エキソト 
TORAYA CAFÉ・AN STAND ／ 

800゜DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA 

2Fフードホール 
ベーカリー&レストラン 沢村 ／SALON BUTCHER＆BEER 

／ tavern on S <és> 

3F SALON BAKE&TEA 

4F 
GARDEN HOUSE ／ 

BLOOM & BRANCH COBI COFFEE box 

6F ROSEMARY'S TOKYO 

  

■【ルミネ大宮 KOKOLUMINE MARKET 新潟】 

    新潟ならではの食文化を、目で、舌で、楽しめる食のマーケット。 「笹団子」「へぎそば」「いごねり」「あぶら

げ」など、作り手のこだわりが詰まった逸品に出会えます。 

・開催期間：2019 年 11 月 15 日（金）～11 月 17 日（日） 

KNIT FESTIVAL /FOOD FESTIVAL 

リーフレットイメージ 

メニュー一例 

（上）羽黒緬羊のロースト  

（中）庄内産 鰆 w / 式部ナス 刈谷梨  

     クルミ味噌 ディル ミント コリアンダー 

（下）タルト・オ フィグ Tarte aux figues   



（３）日本ホテル㈱  「産地と技の饗宴 新潟・庄内フェア ～日本海美食旅
ガストロノミー

～」 

米どころのおいしいご飯と日本海の魚介、旬の野菜など、新潟・庄内の海と山の恵みをホテルのシェフがアレンジ。 

新潟の地酒もご提供します。 

   ・対象施設： 

ホテルメトロポリタン        オールデイダイニング「クロスダイン」 

ホテルメトロポリタン エドモント ダイニング・カフェ「ベルテンポ」 

                   日本料理「平川」 

ホテルメトロポリタン 丸の内   Dining & Bar「TENQOO」 

ホテルメトロポリタン 高崎     レストラン「ブラッスリーローリエ」 

   ・開催期間：2019 年 10 月１日（火）～11 月 30 日（土） 

 

（４）㈱鉄道会館  「新潟・庄内フェア（仮）」 

    テナントショップと連携し、新潟・庄内エリアの食材を使用したメニューフェアを実施します。また、東京駅「動 

輪の広場」「東京シティアイ」の場所で、醸造発酵、日本海魚介類、庄内野菜をテーマにした物販催事、セレ 

モニーイベント等を開催します。 

   ・開催期間：2019 年 11 月下旬～12 月中旬（予定） 

 

（５）㈱ジェイアール東日本商事  「新潟・庄内のもの」 

新潟・庄内エリアの選りすぐりの地産品をセレクトし、首都圏駅ナカの「のもの」店舗で販売します。 

   ・対象ショップ：のもの上野、のもの秋葉原、のもの東京 

・開催期間：2019 年 10 月１日(火)～12 月 31 日（火）（予定） 

 

（６）ジェイアール東日本フードビジネス㈱  「新潟・庄内のもの」 

   東日本の「旬のもの」「地のもの」「縁（ゆかり）のもの」を味わえる 

飲食店舗「のものキッチン」にて、新潟・庄内の食材を使用したメニューを 

提供します。 

   ・対象店舗：のものキッチン池袋東口店、のものキッチン秋葉原店 

   ・開催期間：2019 年 9 月 1 日（日）～10 月 31 日（木） 

 

（７）㈱日本レストランエンタプライズ  「新潟・庄内フェア」 

  首都圏に 8 店舗を展開している、新しい駅そばの形を提案する「そばいち」で、 

新潟県産なめこを使った季節限定メニューを販売します。 

   ・対象店舗：そばいち全店（エキュート赤羽店、Tokyo Food Bar 秋葉原店、 

恵比寿店、ペリエ海浜幕張店、神田店、新宿店、ペリエ千葉店、 

nonowa 東小金井店） 

   ・販売期間：2019 年 9 月 12 日（木）～12 月 11 日（水） 

 

 

 

 

メニュー一例「新潟・庄内 にぎわい御膳」 

メニューイメージ 

ホテル料理イメージ 



（８）㈱JR東日本ウォータービジネス 

「アキュアメイドから新潟米『新之助』を使用した玄米茶を販売中」 

  エキナカを中心に展開している acure<アキュア>のオリジナル飲料ブランド 

 acure made <アキュアメイド>から、「新之助 玄米茶」を販売中です。 

・商品名：新之助 玄米茶 

・価格：130 円（税込）・容器・容量：275ml ペットボトル 

・販売箇所：JR 東日本のエキナカにあるアキュアの自販機、 

JR 東日本ウォータービジネス通信販売 

（ https://ec.shop.acure-fun.net/ ）等 

・発売開始：2019 年 9 月 17 日（火）～ 

 

（９）産直市・物産展 

首都圏の主要駅、駅ビル等で新潟・庄内エリアの食材・商品を販売するとともに観光の PR を行います。 

時期 イベント名称 場所 開催期間 

9 月 新潟・庄内産直市 大阪 2019 年 9 月 20 日～22 日 

10 月 セレオ八王子 新潟物産展 八王子 2019 年 10 月 8 日～14 日 

11 月 

セレオ国分寺 新潟物産展 国分寺 2019 年 11 月 1 日～7 日 

新潟・庄内産直市 上野 2019 年 11 月 7 日～9 日 

新潟・庄内産直市 大宮 2019 年 11 月 19 日～22 日 

新潟・庄内物産展 鶴見 2019 年 11 月 27 日～29 日 

12 月 新潟・庄内産直市 千葉 2019 年 12 月 11 日～14 日 

 

（10）十日町すこやかファクトリー（㈱日本レストランエンタプライズ）  

「新潟県産の素材を使った焼き菓子『ＴＯＫＫＡ
ト ッ カ

ベイクドスイーツ』を発売」 

新潟県・庄内エリア DC 合わせて、十日町すこやかファクトリーが、オレンジ 

ページとともに商品開発をしました。新潟県産の素材を使ったオリジナル焼き菓子 

を「ＴＯＫＫＡ
ト ッ カ

」と命名し、こだわりぬいた３つの味わいを 1 箱セットにして発売 

します。この機会にぜひお試しください。 

・商品名    : TOKKA ベイクドスイーツ 6 個入り（各種２個入り） 

・販売店舗  : NewDays16 店舗、KIOSK3 店舗、銘品館（新潟駅）等 

・発売日    : 2019 年 10 月 1 日（火）～ 

・価格      : 1,100 円（税抜） 

 

越後姫の苺フィナンシェ コクのあるローストアーモンド生地に新潟県産「越後姫」のジャムを加えて香りと甘さを感

じられるフィナンシェに仕上げました。 

雪下にんじんの柚子の 

フィナンシェ 

新潟県産「雪下にんじん」のペーストと柚子の皮を加えた生地に、雪のようにアーモンドを

ちらして風味も食感も楽しめるフィナンシェに仕上げました。 

笹川流れの塩ブラウニー チョコレート生地に新潟県産アロニアのジャムを混ぜ込み、風味のアクセントに笹川流れの

塩を加えてしっとりと濃厚なブラウニーに仕上げました。 

商品イメージ 

商品イメージ 



（11）㈱JR東日本サービスクリエーション 「新潟地産品の車内販売」  

車内販売のある新幹線や特急列車の車内で、新潟県の地産品を販売します。 

販売箇所 [新幹線]はやぶさ、つばさ、こまち、かがやき、はくたか、とき 

[特急列車]あずさ、かいじ、ひたち、スーパービュー踊り子、いなほ 

※一部列車で車内販売を実施しない場合があります。 

※商品の仕入れ状況などにより数量を限定して販売することがあります。 

販売品目 「村上茶 雪国緑茶ペットボトル」「鮭の酒びたし」 

開催期間 2019 年 10 月１日（火）～10 月 31 日（木） 

販売者 株式会社ＪＲ東日本サービスクリエーション 

 
販売商品イメージ 


