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○開催期間 ： 8 月 22 日（水）～9 月 11 日（火） 

 

○主   催 ： 東日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール東日本商事 

宮城県、㈱七十七銀行 

 

○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）  

 

 

○オープニングセレモニー  

 日   時 ： 8 月 22 日（水） 13：00～13：30 

場   所 ： 上野駅中央改札外 グランドコンコース イベントスペース 

  内   容 ： 宮城県知事によるご挨拶をはじめ、戦国時代の装束に身を 

包んだ「奥州・仙台おもてなし集団伊達武将隊」による演武の 

披露等の観光ＰＲや「みやぎライシーレディー」による宮城米 

のＰＲを行います。 

また、お客さまに宮城の「環境保全米ひとめぼれ（500g）」（限定 100 セット）の 

プレゼントを予定しています。 

            

 

「地域再発見プロジェクト」の取り組みとして地域の魅力を発信する地産品ショップ「のもの」では、 

8月22日（水）より3週間、宮城県にスポットを当てた「宮城のもの」を開催し、新鮮な野菜や果物・銘菓・

地酒等、食を中心に宮城県ならではの「旬
しゅん

のもの、地
じ

のもの、縁
ゆかり

のもの」をご紹介します。 

また、宮城県沿岸部の海産物の販売や、南三陸町在住の写真家による写真の展示等も行い、東日

本大震災からの復旧・復興を目指す宮城県を応援します。 

  

上野駅地産品ショップ『のもの』に 

宮城のおいしいものが集まります！ 

 上野駅



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

◆おすすめ商品例 

仙台発祥冷し中華 
＜だい久製麺＞ 

昭和 35 年に発売された元祖

の味を今に伝える冷し中華の

カップ麺です。チャーシュー・

メンマ・ふりかけを組み合せま

した。 

牛たん味噌仕込み 
＜伊達の牛たん本舗＞ 

甘辛の甘味醤油仕立てで、噛めば噛

むほどに味わいが広がります。冠舌屋

の職人が手間を惜しまずに作りまし

た。ビールのおつまみ等ご家族みなさ

んでお召し上がり下さい。 

ひとくち牛タンジャーキー 
＜陣中 冠舌屋＞ 

豊饒馥郁みやぎ米セット 
＜パールライス宮城＞ 

宮城県産の銘柄米の贈答用セット

です。真空状態なので、長期間品

質を損なわず美味しく頂けます。

宮城県内でも有数の米どころで育

まれた銘柄米のみを無洗米にて

ご提供します。 

いくら醤油漬 
＜ヤマウチ＞ 

三陸沖で水揚げされた天然

鮭のイクラを厳選、秘伝の自

家製醤油タレで上品な味わい

に仕上げました。口の中でプ

チプチと弾けるいくらの食感

と、飽きの来ないまろやかで

甘みのある味が創業以来たく

さんのお客さまに愛されてい

ます。熱々のごはんにのせて

お楽しみ下さい。 

特級白石温麺 
＜佐藤清治製麺＞ 

白石地方で江戸時代から生産されてきた

白石の特産品です。小麦粉・塩・水のみで

つくられた長さ９cm のミニタイプのそうめん

は油を一切使わないのが特徴です。 

まんまるもちもち水餃子
＜蜂屋食品＞ 

塩釜市の蜂屋は、野菜ソムリエが

つくるタレなしでもおいしい餃子が

評判です。「まんまるもちもち水餃

子」は、肉汁たっぷりで、もちもちの

食感から、お客さまに「餃子革命」と

言われた伝説の味です。 

本場仙台の牛たん、その伝統の味を今に受け

継ぐ老舗「伊達の牛たん本舗」。「仙台牛たん」

を初めて召し上がる方にお勧めです。まろやか

な味噌味をぜひお試しください。 

ずんだ饅頭 
＜御菓子老舗ひろせ＞ 

牛たんかまぼこ 
＜小島蒲鉾店＞ 

「杜とさかなの街」塩釜で 1 枚 1枚丁

寧に焼き上げています。仙台名物牛

たんを笹かまぼこの中に詰め込み、

薫製の牛たんと新鮮な笹かまぼこの

旨みが凝縮されています。 

※写真はイメージです。販売商品は変更になる場合があります。 

「しっかり朝ごはん」焼魚 
＜ヤマウチ＞ 

三陸沖で水揚げされた地魚を

厳選し、一切一切丁寧に焼き

上げています。素材の良さを活

かし、薄味で自然な味わいに仕

上げました。魚屋さんが一から

こだわった、美味しくて体に優し

い食べきりサイズの焼魚です。

 

笹かまぼこ リアスの秘伝 
＜及善商店＞ 

 
陸の高級魚吉次（キンキ）入りの

笹かまぼこ「リアスの秘伝」は、

創業明治 13 年の老舗の味をお

楽しみいただける一品です。 

枝豆を甘皮まで一粒一粒丁

寧に剥き、豆をやさしくつぶし

て作られる「ずんだ饅頭」は、

口当たりのいい食感と餡の

滑らかさが特長です。に 

気仙沼 味付めかぶ 
＜八葉水産＞ 

海の幸を届けることで復興に取り

組んでいる気仙沼の「八葉水産」。

おすすめ商品「味付めかぶ」は、

肉厚のめかぶを細切りにカットし、

コクのある特選醤油で味付けまし

た。めかぶのトロミと醤油が絶妙

の旨味です。 

ほうじょうふくいく 



 

 

【丸森町】  

宮城県の最南端に位置し、町の７割以上を占める豊かな自然が自慢の 

丸森町から、水と緑の恩恵を受けた様々なおいしい地産品をお届けします。 
●出店期間：8 月 22 日（水）～28 日（火） 

 

【大崎市】  

宮城県の北西部に位置し、千年の歴史を刻む泉質・湯量豊富な「鳴子温泉郷」や 

ラムサール条約湿地「蕪栗沼・化女沼」、広大で肥沃な平野「大崎耕土」などを有する 

食材と天然資源の宝庫である「みやぎ大崎」から、ふるさとの和菓子をご紹介します。 

●出店期間：9 月 5 日（水）～11 日（火） 

 

 

 

 

 

＜「宮城のもの」メニュー例＞   

○ジャージー牛乳ソフトクリーム・・・濃厚な味わいで希少な牛乳からつくられたおすすめの 

ソフトクリームです。 

○鮭の塩麹焼・・・三陸沖で水揚げされた天然の鮭を厳選し、職人の手で一切一切丁寧に 

焼上げています。 

○イカの塩辛・・・甘味があって美味しい旬の三陸産の真いかを厳選、保存料を使用せず 

天然塩だけで仕込みました。自然な味わいにこだわった昔ながらの塩辛です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※写真はイメージです。販売商品は変更になる場合があります。 

◆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。 

「宮城のもの」期間中は、南三陸町在住の写真家 佐藤信一氏の写真展示や復興のあゆみを記した冊子を

店内に設置し、復興を応援します。 

◆のものマルシェ  こだわりの果物や野菜をはじめ、老舗の工芸品等を店頭で販売します。 

 

 
＜出店者例＞ 

【オジマスカイサービス】      

豊かな自然の中で丹念に作られ大地の養分を多く含んだ、トマトやナスなどの夏野菜や果物等、 

こだわりの農産物を販売します。 

●出店期間：8 月 22 日（水）～8 月 26 日（日） 

 

【いなか道の駅 やしまや】  

丸森町でいなか道の駅を運営している「やしまや」。新鮮な野菜の他、 

梨や桃など旬の果物が並びます。 

●出店期間：8 月 27 日（月）～8 月 31 日（金） 

 

【染めの工房なとりや】  

創業 100 余年の老舗。『注染』といわれる本染めのこだわり技法で 

製造した手ぬぐいや小物を販売します。 

●出店期間：9 月 1 日（土）～9 月 3 日（月） 

◆市町村コーナー  宮城県内各地域の市町村がおすすめ商品の販売や観光ＰＲを行います。 

 

鳴子峡の紅葉 

丸森町の棚田 

小紋柄手ぬぐい

かぶくりぬま けじょぬま 

なるこ  

ちゅうせん 

写真手配中 

梨「幸水」



  

「地域再発見アプリ」で宮城県観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を 5 種類そろえて、「宮城のもの」開催期間中に

「のもの」で画面をご提示いただくと、オリジナルグッズをさしあげます。「むすび丸」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 に対応しています。 

※ オリジナルグッズは数に限りがあります。 

 

 

「のもの」に関する公式 Facebook と公式 Twitter で情報発信を行っています。 

「地域再発見プロジェクト」のイメージキャラクター犬     と 「のものくん」    がおすす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」にお出かけください。 

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

 

 

「のもの」と連動し、首都圏主要駅の NEWDAYS 9 店舗でも宮城県ならではの地産品の販売を行います。 

期間：8 月 19 日（日）～9月 15 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 

 

 

山梨のもの ：  9/12（水）～10/2（火）   秋田のもの ： 10/10（水）～10/30（火） 

長野のもの ： 11/7（水）～11/27（火） 

 

 

 

 

 

◆スマートフォン専用「地域再発見アプリ」 

◆Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ 

◆NEWDAYS「のもの」コーナー 

◆今後のスケジュール(予定) 

 

むすび丸 


