2012 年 1 月 26 日
東日本旅客鉄道株式会社

「地域再発見プロジェクト」産直市進行中！
上野駅において「ちば産直市」を開催します。
2012 年 2 月 2 日（木）から 4 日（土）の 3 日間、上野駅で「ちば産直市」を開催します。
産直市ブースでは、日本一の生産量である落花生、「江戸菜」をはじめとする珍しい野菜や、
南房総で生産された生花など、千葉の名産品を取り揃え販売します。
千葉の魅力を発信する観光 PR ブースや、ファミリーオ館山のアクティビティであるビーチフラ
ダンスを披露するイベントブースも設けます。
JR 千葉支社では、2012 年 3 月 31 日（土）まで、「パワフル×スマイルちば」キャンペーンを開
催しております。是非、この時期に千葉へお出かけください。

＜「ちば産直市」概要＞
1． 期 間

2012 年 2 月 2 日（木）〜2 月 4 日（土）

2． 会 場

上野駅中央改札外グランドコンコース

3． 時 間

11:00〜20:00 （最終日は 17:00 まで）

4． 主 催

東日本旅客鉄道株式会社

5． 共 催

ちばプロモーション協議会

6． 運営者

株式会社紀ノ國屋

7． 出店者

農業生産法人 株式会社旦千花、株式会社生形商店、

観光PRブース

＜会場 MAP＞

道の駅とみうら（枇杷倶楽部）、株式会社秋葉牧場（成田ゆめ牧場）、
株式会社諏訪商店、千葉県酒造組合（株式会社飯沼本家、鍋店株式会社、
東薫酒造株式会社、守屋酒造株式会社、吉野酒造株式会社）
8． 内 容
【産 直 市 】

千葉県の新鮮な野菜や果物をはじめ、八街産の落花生の量り売り、南房総の
切り花や鉢花、海産加工品、銘菓、醤油などの調味料、地酒他を販売します。
（別紙 1 参照）

＜産直市イメージ写真＞

【観 光 PR】

千葉県内の「いちご狩り」や「お花摘み」が体験できる観光スポット、海の幸が
美味しく食べられるレストラン・宿などをご紹介します。

【イベント】

イベント内容の詳細は別紙 2 参照

別紙 1

＜産直市おすすめ商品＞
―野菜・果物―

江戸菜

人参

トマト

株式会社旦千花
旦千花（たちばな）農園のオリジナル
野菜です。シャキシャキとした食感
で、サラダだけでなく、油とも相性が
良く、炒め物にも最適です。

株式会社旦千花

株式会社旦千花
冬では珍しい黄色のトマトや、ミ
ニトマト。独特の甘みと旨味があ
るので、サラダなどにしてご利用
ください。

黄色人参は、シチューやグラッセ
に使うのがおすすめです。紫人参
は熱を入れると色が出るので、サ
ラダでご使用下さい。

―落花生―

―枇杷加工品・生花―

バラエティーピーナッツ

千葉八街産落花生

（左からチーズ、いちご、チョコ、
株式会社生形商店
チリ、抹茶、甘納豆）
八街の特定農家と契約した落
花生のみを使用し、昔ながら
株式会社生形商店
の天日干しをしています。量り 八街産の落花生に、色々な味をつ
売りをしますので、お好みの けました。おやつだけでなく、お酒
量をお申し付けください。
のお供にもぴったりです。

房州のり

過激な牛乳パン

ウシマロ
成田ゆめ牧場の牛乳をたっ
ぷり使った、牛乳を生で固
めた様な食感のマシュマロ
です。

枇杷倶楽部
自家製房州びわのシラ
ップ漬け・ミルクプリン・
チーズムースの３層から
なる極上スイーツです。

花倶楽部
南房総を代表する
切花で、一つ一つ
の花が金魚の姿に
似ている色彩豊か
な花です。

―加工品―

―スイーツ・パン―

株式会社秋葉牧場

金魚草（3 本束）

枇杷ムース＆
ゼリー

株式会社秋葉牧場
水を使用せず、成田ゆめ牧場
の新鮮な牛乳を使い、しっとり
と焼き上げた食パンです。通
販では、３ヶ月待ちになった
事もある逸品です。

株式会社諏訪商店
千葉県産の海苔を
100 ％ 使 用 し た 海
苔の佃煮です。あ
つあつご飯にぴっ
たりです。

しらすせんべい
株式会社諏訪商店
千葉県産の旬のし
らすを素材に混
ぜ、サクサクとした
おせんべいに仕上
げました。

―お酒―
舞桜 辛口純米
「チーバくんラベル」
守屋酒造株式会社
酒造人気№1 の辛口純米
酒です。じっくり仕込んだ
純米の原酒を、樽の中の
状態で瓶詰めしました。
度数１７度のコクのある味
わい、純米のうまさをお楽
しみください。

腰古井
吟醸辛口梅酒
吉野酒造株式会社
千葉県認定事業として、
地元勝浦の梅生産者との
コラボ企画により生まれた
「梅酒」です。吟醸酒に漬
けた梅酒で、すっきりとし
た味わいで、甘さ控えめ
に仕上がっています。

甲子正宗
純米吟醸酒
株式会社飯沼本家
上品な香りと、ふくらみ
が醸し出す味わいがあ
ります。そして、すっき
りと飲みやすく、のど越
しの良さが人気の商品
です。女性にも人気の
一品です。

※写真は全てイメージです。

＜ちば産直市のイベント＞
【内 容 】

別紙 2

2 月 2 日（木）
11:00

オープニングセレモニー（千葉県観光担当部長によるご挨拶他）
ピーナッツ大使による落花生の配布 （先着 100 名様）
ちばの花の配布 （先着 100 名様）

ピーナッツ大使

13:00

千葉県産の海苔・太巻き寿司のレシピ配布 （先着 100 名様）
館山ビーチフラダンス

太巻き寿司の海苔

南房総観光連盟による観光 PR と切り花配布 （先着 100 名様）
15：00 館山ビーチフラダンス
館山ビーチ
フラダンス

南房総観光連盟による観光 PR と切り花配布 （先着 50 名様）

2 月 3 日（金）
11:00

ちばの花の配布 （先着 50 名様）
銚子市観光協会による観光 PR と特産品配布 （先着 50 名様）
道の駅とみうらによるフラワーアレンジメント無料体験 （先着 10 名様）

13:00

ちばの花の配布 （先着 50 名様）
いすみ鉄道沿線活性化協議会による観光 PR と「いすみ米」配布

いすみ米

道の駅とみうらによるフラワーアレンジメント無料体験 （先着 10 名様）
15:00

銚子市観光協会による観光 PR と特産品配布 （先着 50 名様）
山武市の「いちご狩り」PR と苺配布
道の駅とみうらによるフラワーアレンジメント無料体験 （先着 10 名様）

山武市の苺

2 月 4 日（土）
11:00

匝瑳市による観光 PR とご当地ヒーロー「ハリキリ戦隊ソーサマン」ショー
そうさまんの配布 （先着 100 名様）
外房観光連盟による観光及び海産物の PR とカッピーゴーフレット配布

カッピーゴーフレット

13:00、15:00
匝瑳市による観光 PR とご当地ヒーロー「ハリキリ戦隊ソーサマン」ショー
そうさまんの配布 （先着 100 名様）
館山ビーチフラダンス
外房観光連盟による観光及び海産物の PR
ハリキリ戦隊ソーサマン

そうさまん

カッピーゴーフレット配布

【キャラクター】 千葉県内のキャラクターも「ちば産直市」の応援に駆けつけてくれます。
出演予定時間は、上記イベントの時間です。

チーバくん（千葉県）

駅長犬

ダッペエ（館山市）

カッピー（勝浦市）

エビアミーゴ（御宿町）

※上記のイベントは都合により予告無く変更になる可能性がございます。

