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○開催期間 ： 1 月 9 日（水）～2 月 5日（火） 

○主   催 ： 東日本旅客鉄道㈱、㈱ジェイアール東日本商事、 

青森県、㈱みちのく銀行  

○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）  

※開催初日、「のもの」でお買い上げいただくと、先着 50 名様に 

オリジナルグッズをプレゼントします。 

 

  

 

 【鶴田町】出店期間：1 月 9 日（水）～1 月 15 日（火） 

鶴田町は、津軽富士「岩木山」を臨む津軽平野のほぼ中央に位置しており、全長 
300ｍの青森ヒバ造りの三連太鼓橋「鶴の舞橋」が架かる津軽富士見湖を有する 
観光地です。地元産原料にこだわったリンゴジュースや煎餅などを用意しています。 

 

     【黒石市】出店期間：1 月 23 日(水)～1 月 27 日（日） 
黒石市は青森県の中央に位置する、豊かな自然に恵まれた 
「りんごと米といで湯の里」です。生のままでも美味しいサンふじを 

   100％使用したりんごのスパークリングワイン「春から先はずっと幸せ 
りんご酒 500ml」をはじめ、りんごを使った商品を紹介します。 

 
                  【五所川原市】出店期間：2 月 2 日（土）～5 日（火） 

五所川原市は、高さ 23 メートルの天を突く巨大な立佞武多や、太宰生誕の地 
金木町、またヤマトしじみで知られる十三湖など多彩な観光地を有しています。 
果肉まで赤いりんごのドレッシングや、十三湖産しじみを使った商品を多数 
用意しています。 

 

 

 

「地域再発見プロジェクト」の取り組みの一環として地域の魅力を発信する地産品ショップ「のもの」は、

1月で開業１周年を迎えます。お蔭さまで開業から16回の各県フェアを開催し、多くのお客さまに御利用い

ただいています。この度、１月9日（水）から青森県にスポットを当てた「青森のもの」を開催し、新鮮な野菜

や果物・銘菓・地酒等、食を中心に青森県ならではの「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。

併せて開催期間中、青森県のアンテナショップ「あおもり北彩館」と共同でキャンペーンを展開し、青森の

魅力を発信していきます。また、ＪＲ東日本では３月まで地元と一体となって青森県・函館冬期観光キャン

ペーンを実施しています。冬ならではの青森の魅力を感じる旅にお出かけください。 
 

  

地産品ショップ『のもの』オープン 1 周年！ 

青森のおいしいものが集まります 

 上野駅

◆市町村コーナー   青森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。 

※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。 

【あか～いりんごのドレッシング】 【春から先はずっと幸せりんご酒500ml】 

【岩木山と津軽富士見湖に架かる鶴の舞橋】 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

        

りんごやにんにくをはじめ、津軽の冬を代表する伝統野菜「大鰐もやし」や濃厚な甘みが特徴のぶどう 
「スチューベン」等、青森の新鮮な冬野菜や果物をお届けします。 
＜出店期間＞      

【鶴の里振興公社 】 1 月 9 日（水） ～ 15 日（火） 【ノースビレッジ農園 】 1 月 16 日（水）～ 20 日（日） 

【  鰐 come    】 １月 21 日（月）～27 日（日）   【津軽ﾌｧｰﾏｰｽﾞｸﾗﾌﾞ 】 1 月 28 日（月）～30 日（水） 

【プラットフォームあおもり】 １月 31 日（木）～2 月 5 日（火）           ※出店者による販売商品が異なります。 
 

 

◆のものマルシェ  旬の果物や野菜等を店頭で販売します。

◆おすすめ商品例  

※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。 

◆プロモーションコーナー  生産者が商品の魅力を直接伝えるコーナーです。 （出店者一例） 

 

 

渋川のせんべい汁 ＜渋川製菓＞ 
もちもちしたせんべいと特産地鶏のつゆ
が美味しい最近話題の青森の郷土料
理です。 

アオモリシードル 
＜Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ＞ 
アオモリシードルは、日本一
の生産地である青森のりん
ごを使用し、完熟りんごのフ
ルーティーな香りが楽しめる
発泡性果実酒です。 

レンジでポン 
（焼いか、焼ほたて、焼さば） 
＜マルヒ榎本商店＞ 
電子レンジで温めるだけで、食べ
たいときにすぐおいしい炭火焼魚
を食べられる商品です。 

田子にんにくチキンカレー
＜田子町にんにく国際交流協会＞ 
田子産にんにくを粒ごと煮込んだ本格
カレーで、田子育ちの鶏の手羽元が入
ったレトルトカレーです。 

田酒粕漬け  
＜イゲタ沼田焼竹輪工場＞ 
銘酒「田酒」の貴重な酒粕だけ
を贅沢に使った本格粕漬け。帆
立貝柱・いか下足・銀鱈・鮭・縞
ホッケがセットになっています。 

お魚屋さんのギョーザ
＜ヤマヨ＞ 
青森の海の恵みをふんだん
に使ったギョーザです。する
めいかと鯖の２種類をご用意
しました。 

朝の八甲田 
＜アルパジョン＞ 
八甲田の朝をイメージして
作られた滑らかでクリーミー
なチーズケーキ。各種メディ
アで紹介される人気の商品
です。 

【下北行商隊】  

出店期間：1 月 23 日（水）～27 日（日） 

青森県横浜町の風土が育んだ上質

な菜種の一番搾り「御なたね油」や「御

なたね油」を使用した肌にやさしい化粧

品をはじめ、下北の厳選した逸品を紹

介します。 

【Ｇｒｏｗｔｈ】 

出店期間：2 月１日（金）～5日（火） 

日本一のごぼうの生産地青森県のご

ぼうを100％使用したごぼう茶を紹介しま

す。手作りの茶葉を使用し、じっくり丁寧

に焙煎した香ばしい風味が特徴のごぼう

茶は水溶性食物繊維が豊富な人気商品

です。 

【鳩正宗】  

出店期間：2月1日（金）～3日（日） 

原料米に青森県産酒造好適米「華

想い」を100％使用し、奥入瀬川の伏流

水で仕込み、長期低温発酵させた、 

純米大吟醸「八甲田おろし 純米大吟

醸華想い40」をはじめとした 

青森の銘酒をご紹介します。 

 



 

 

 
 
  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域再発見アプリ」で青森県産品のＰＲキャラクター「決め手くん｣を 5 種類そろえて、 

「青森のもの」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。 

「決め手くん」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。のもの 検索 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」と連動し、首都圏主要駅の NEWDAYS 9 店舗でも青森県ならではの地産品の販売を行います。 
期間：1 月 13 日（日）～2月 9 日（土） 
店舗：ｅｃｕｔｅ上野公園通路店、ｅｃｕｔｅ上野大連絡橋店、池袋西口店、品川店、有楽町店、川崎東口店、    

戸塚店、大宮店、新浦安店 

 

  茨城のもの：2 月 8 日（金）～3 月 5 日（火） 

 

津軽びいどろ（青森県伝統工芸品） 

 

◆のものＣＡＦＥ  各地域の食材を使用した料理をお楽しみいただけます。 

◆スマートフォン専用「地域再発見アプリ」 

◆NEWDAYS「のもの」コーナー 

 

 

 

 

○ 青森りんごソフトクリーム  ○ おつまみ２点盛り（イカ塩辛＆ねぶた漬け） 

○ 青森牛モツ煮込み   ○ 青森風おでん 生姜みそ添え 

＜青森のものおすすめメニュー＞ 

   青森のもの期間中、青森の食材を使用した青森ならではのメニューをご用意しています。 

◆青森キャンペーン のもの＆あおもり北彩館 【1 月 9 日（水）～2 月 5 日（火）】  
  

「青森のもの」期間中、都内にある青森県アンテナショップ「あおもり 

北彩館」と連携し、プレゼントキャンペーンを実施します。また、50 歳 

以上の方を対象としたＪＲ東日本の旅行会員組織「大人の休日倶楽部」 

会員の方には、会員限定の特典もご用意しています。 
 

【スタンプラリー】 

スタンプラリーに参加し、「のもの」と「あおもり北彩館」の２店舗に来店されたお客さま先着 

500 名様（2 店舗合計）に、オリジナルハンカチをプレゼントします。 
 ※スタンプ台紙は各店舗に設置してあります。どちらの店舗からでもご参加いただけます。 

 

【大人の休日倶楽部会員特典】 

（１）プレゼントキャンペーン  

「のもの」または｢北彩館｣で、大人の休日倶楽部カードをご提示の上、 

500 円以上購入いただくとその場で抽選を行い、各店舗 30 名様に 

津軽びいどろのグラス（１つ）をプレゼントします。 
※デザインはお選びいただけません。 

 

            （２）のものＣＡＦＥ割引サービス 

のもの店内の「のものＣＡＦＥ」で大人の休日倶楽部カードをご提示いた 

だくと、ドリンク全商品（ｱﾙｺｰﾙ除く）、ソフトクリームが 100 円引きとなります。 

 

            （３）北彩館割引サービス 

               「北彩館」で、大人の休日倶楽部カードをご提示いただくと、店内商品が 5％割引となります。 
※産直ギフト、特設あおもり市場、あおもりカフェ、電話注文、送料除く 

※その他の割引との併用はできません 

「大人の休日倶楽部」について詳しくはＨＰをご覧下さい。 大人の休日倶楽部 検索 http://www.jreast.co.jp/otona/ 

    

決め手くん 

オリジナルハンカチ 

◆今後のスケジュール（予定） 


