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東日本旅客鉄道株式会社

上野駅で
「秋田のもの」と「あきた産直市」を開催します！
ＪＲ東日本グループでは、10月1日（火）から12月31日（火）まで実施する「秋田デスティネーションキャン
ペーン」にあわせ、上野駅から秋田の魅力をお伝えします。
「地域再発見プロジェクト」の一環として、上野駅の地産品ショップ「のもの」とグランドコンコースでの
しゅん
じ
「産直市」で、秋田県にスポットを当てます。「秋田のもの」では、秋田ならではの「旬のもの、地のもの、
ゆかり
縁のもの」をご紹介します。また「あきた産直市」では、地産品の販売と観光ＰR、イベントを通じて地域の
魅力をご紹介します。
＜「秋田のもの」概要＞
1．期 間
2．会 場
3．時 間

※詳細別紙

2013 年 9 月 20 日（金）〜10 月 9 日（水）
上野駅中央改札外 地産品ショップ「のもの」
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）
東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ジェイアール東日本商事、秋田県、株式会社秋田銀行
地域の生産者が商品の魅力を直接伝える「プロモーションコーナー」
比内地鶏など秋田の地産品をつかったメニューが楽しめる「のものカフェ」
おすすめ商品の販売や観光ＰＲを行う「市町村コーナー」
上 野
こだわりの果物や野菜を店頭販売する「のものマルシェ」など

4．主 催
5．内 容

＜「あきた産直市」概要＞
1．期 間
2．会 場
3．時 間
4．主 催
5．共 催
6．運営者
7．出店者

8．内

容

2013 年 9 月 26 日（木）〜28 日（土）
上野駅中央改札外グランドコンコース
11：00〜20：00 （最終日は 17：00 まで）
「産直市」
東日本旅客鉄道株式会社
秋田県
＜会場 MAP＞
株式会社ジェイアールアトリス
株式会社秋田県物産振興会、丸果秋田県青果株式会社、株式会社十文字リーディングカンパニー、
株式会社菓子舗榮太楼、有限会社お菓子の泉榮堂、秋田酒類製造株式会社、株式会社木村酒造
有限会社斎藤昭一商店、有限会社田口商店、むらっこ物産館、社団法人横手市観光協会
【物 販】 新米あきたこまちの量り売りの他、きりたんぽ、じゅんさい、地酒などを販売する。

【観光 PR】 色鮮やかな紅葉、味わい深い郷土料理、県内各地にある温泉などをご案内する。
【イベント】 鎧の試着体験や、地元アーティストによる秋田イメージアップソングの披露等を実施。
9 月 26 日（木）11：00
オープニングセレモニー(橋口副知事、淺見支社長よりご挨拶)
11：30、14：00 地元アーティストによる地域 PR ミニコンサート(27 日は 11：30 と 14：00 から実施)
13：00、15：00 新米の重さ当てクイズ(27 日は 12：00 と 14：30、28 日は 13：00 と 15：00 から実施)
9 月 27 日(金) 13：00、15：00 後三年合戦絵詞(28 日は 12：00 と 14：00 から実施)
13：20、15：20 鎧の試着体験など(28 日は 12：20 と 14：20 から実施)
※イベントは予告なく変更になる場合があります。

別紙

＜「秋田のもの」詳細＞

◆プロモーションコーナー

◆市町村コーナー

地域の生産者が商品の魅力を直接伝えるコーナーです。

秋田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。

湯沢市 【9 月 20 日(金)〜25 日(水)】
小野小町生誕の地と伝わる「湯沢」はその名のとおり市内に
多くの温泉が点在する、いで湯と美人のまちです。
奥羽山脈の麓に広がる豊かな自然と清らかな水が育んだ
稲庭うどんやいぶり漬けなどの秋田の味覚をご紹介します。

◆のものマルシェ

こだわりの果物や野菜を店頭で販売します。

会社名

道の駅おがち「小町の郷」
アルク

プロモーション期間

9月20日〜25日
9月29日〜10月3日

◆のものＣＡＦＥ

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。（メニュー例）
○ 栗駒高原牛乳ソフトクリーム
○ 炭火焼いぶりたけのこ
○ 焼ききりたんぽ
○ 比内地鶏のサラダプレート
○ 利き酒セット

◆秋田キャンペーン
秋田県産品ショップ＆ダイニング「あきた美彩館(東京都港区)」と共同で「秋田キャンペーン」を実施します。
また「大人の休日倶楽部※1」会員限定の特典もご用意します。
【ご来店プレゼント】
「のもの」と「あきた美彩館（ショップ）」ではキャンペーンチラシ※2 を持って、秋田の商品を 500 円以上購入された
お客さま先着 100 名様（合計 200 名様）に「秋田県増田産りんごジュース（130ml）」を 1 つプレゼントします。

【大人の休日倶楽部会員特典】
（１）特製手ぬぐいプレゼント（対象店舗：のもの）
「大人の休日倶楽部カード」でのカード決済、または「大人の休日倶楽部カード」での Suica 決済で
500 円以上お買い上げいただくと参加できるスピードくじの当選者 30 名様に「県内 39 蔵元ロゴ入り特製手ぬぐい」を
プレゼントします。

（２）秋田の地酒(300ml) 1 本サービス（対象店舗：あきた美彩館（ダイニング））
「あきた美彩館」のディナータイムをご利用の際、「大人の休日倶楽部カード」をご提示いただき、
スピードくじの当選者 30 名様にサービスいたします。(銘柄はお選びいただけません)

（３）割引サービス(対象店舗：のもの CAFＥ)
「大人の休日倶楽部カード」をご提示いただくと、ソフトドリンク・ソフトクリームが 100 円引きでお求めいただけます。
※1「大人の休日倶楽部」とは、50 歳以上の方を対象とした JR 東日本の会員組織です。 詳細はこちら：www.jreast.co.jp/otona
※2 キャンペーンチラシは「のもの」、「あきた美彩館」、上野駅・品川駅のびゅうプラザなどにて配布しています。

◆NEWDAYS「のもの」コーナー
「秋田のもの」と連動し、首都圏主要駅の NEWDAYS 9 店舗でも秋田県ならではの地産品の販売を行います。
期間：9 月 22 日（日）〜10 月 19 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

◆おすすめ商品例
【秋田のもの】
いぶりがっこ®
（雄勝野きむらや）

いぶりたけのこ
（マルイシ食品）

大沢葡萄ジュース
（横手市観光協会）

いぶりがっことは、
「燻した漬物」という
意味です。広葉樹の
薪で数日間丁寧に燻
製した大根を米ぬか
と塩、ザラメなどで漬
け込みます。素朴で
懐かしい風味です。

たけのこを丹念にじ
っくりと燻し、比内地
鶏スープで味付けを
しました。香ばしく、
柔らかな食感をお楽
しみ下さい。

糖度が 23 度以上にな
るまで樹上で完熟させ
たスチューベンを、収穫
後すぐに絞った贅沢な
ジュースです。濃厚な
味わい深さと、爽やか
な後味が特徴です。

稲庭寶来うどん
（稲庭宝泉堂）
栗駒山系の伏流水
と、選び抜かれた原
料から手造りで生み
出される稲庭うど
ん。半生うどん独特
のもっちりとした食感
と、ツルツルしたのど
ごしです。

田舎漬各種（浅舞婦人漬物研究会）
雪深い秋田の田舎で生まれたおふくろの味
「田舎漬」。昔から地域に受け継がれている
漬物技術と、浅舞のお母さんたちによる手作
りの温かみある風味をご堪能下さい。

もちもち三角
バター餅
（みうら庵）
もち米にバター、卵
黄、砂糖などを練りこ
んで作られる郷土菓
子。バターのやさしい
風味と、柔ら かな食
感が懐かしさを感じ
させます。

【あきた産直市】

新米 あきたこまち（田口商店）
秋田県産米の代表的な品種あきたこまち。
粘りがあり、もちもちとした食感が特徴で、
味は冷めてもおいしく、おにぎりやお弁当に
最適です。

きりたんぽ鍋セット（斎藤昭一商店）

枝豆「秘伝」
（丸果秋田県青果）

きりたんぽと比内地鶏のスープをセットにし
ました。ごぼうや、きのこ、ネギ、セリなどの
野菜と一緒に煮込めば、手軽に本格的な
きりたんぽ鍋を楽しむことができます。

秋田の枝豆「秘伝」は、秋に
なり寒暖の差が大きくなるに
つれて、甘さとコクが出て美
味しくなります。

地酒各種（秋田酒類製造、木村酒造ほか）

さなづら
（菓子舗榮太楼）

「さなづら」とは山葡萄を示す
気品ある香りと深い味わいの大吟醸「嘉兆」
秋田弁です。甘酸っぱく濃厚
酒造好適米「秋田酒こまち」で醸した純米大吟醸「高清水」
で、ワインのような深い味わ
海外でも評価されている華やかな吟醸香の漂う「福小町」
いをした寒天菓子です。秋田
吟醸香と米の旨みを活かした数量限定の本格焼酎「ブラック を代表する、お土産としても
ストーン 5 年貯蔵」
人気の逸品です。
他にも、米どころ秋田の銘酒を数多く取り揃えております。

じゅんさい（安藤食品）
ハス科の水草であるじゅんさいは、
小舟に乗って 1 つ 1 つ手作業で摘み
取られ、収穫されています。つるりと
した食感を楽しむため酢の物やお
吸い物がおすすめですが、鍋にた
っぷり入れて他の具と一緒に楽しむ
のが地元流です。

※写真は全てイメージです。販売商品は変更になる場合があります。

