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東日本旅客鉄道株式会社 

 
 

「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ 2020」開催︕ 
～東日本エリアを代表する過去最多 201品がエントリー～ 

   

 

 

 

 

 

 

 
◆開催概要について 
 開催期間  2020年９月 1日（火）～ ９月 22日（火） 
 主   催  東日本旅客鉄道株式会社 
 投票方法  特設WEBサイトから投票・応募  URL︓https://jreast-omiyage.jp 
 エントリー商品  計 201品 

JR東日本管内の 1都 16県より、「菓子」「食品」「飲料」「アルコール」の 
４部門に分けてエントリーされています。  
※エントリー商品は別紙をご覧ください。 

 各   賞  総合グランプリ含む 計 25賞 ※後述に記載の JRE MALL賞を含みます。 
 審 査 会  一般WEB投票にてノミネートされた商品を有識者４名による試食・試飲や話題性、オリジナル性につな 

がる開発エピソード等を元に総合的に審査し、グランプリ等各賞を決定します。 
 審 査 員  審査員長 野﨑 洋光   氏（日本料理 分とく山 総料理長） 
            審査員   裏地 桂子   氏（ギフトコンシェルジュ） 
                久住 昌之   氏（マンガ家・ミュージシャン） 
                平原 由紀子 氏（手みやげコンシェルジュ） 
 審査員長からのコメント 
 
 
 
 
 
 

○ JR東日本は、「みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ 2020」を開催します。 
○ ４回目となる今回は「旅先の思い出や地元へ想いをのせて、あなたの大切に想う人に渡したい」をテーマとし、従来の特

設 WEB サイトでのお客さまからの投票に加え、食やライフスタイルに精通した有識者の方による審査会を行い、「総合
グランプリ」等各賞を決定します。 

○ ご自宅でもエントリー商品をご購入いただけるよう、JR東日本が運営するショッピングサイト JRE MALL内に特設ページ
を開設します。 

○ 投票された方やエントリー商品をビューカードで購入された方を対象とした各種キャンペーンを実施します。 
 

贈る人の心を形として伝える、その伝え方のひとつが「おみやげ」ではないでしょうか。いた
だいたとき、自分のことを思って選んでくれたと感じると、真心が伝わりうれしくなります。東
日本の地域色の豊かな、また今の時代ならではの新しいおみやげに出会えることを楽し
みにしています。 

審査員長 野﨑 洋光 氏（日本料理 分とく山 総料理長） 

 

https://jreast-omiyage.jp/


 結果発表  10月中旬頃を予定しています。 
 応募特典  投票された応募者の中から抽選で 121名様に、以下の賞品が当たります。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
◆JRE MALL「JR東日本おみやげグランプリ 2020」特設ページの開設および JRE POINT付与 
キャンペーンについて 

■特設ページ開設  期 間 ９月１日（火）～（予定） 

  概 要 JRE MALL内に期間中エントリー商品を購入できる特設ページを開設します。 
                   URL︓https://www.jreastmall.com/shop/r/r0246/ 
                   ９月１日（火）～９月 29日（火）の期間中、JRE MALL内で販売個数が一番多かったエ

ントリー商品に JRE MALL賞を授与します。 
※商品の特性上等により、お取り扱いのない商品もございます。 

■キャ ン ペ ー ン 概 要  期 間 ９月１日（火）～11月 30日（月） 
概 要 JRE MALL内にて、エントリー商品を購入の方から抽選で 100名様に JRE POINT 500 ポイン

トプレゼント！  
※ポイント付与条件等の詳細は特設ページをご覧ください。 

 
◆「おみやげグランプリ×ビューカードキャンペーン」について 
 期 間   2020年９月１日（火）～ ９月 22日（火） 
 キャンペーン概要  ビューカード会員サービス「VIEW‘s NET」もしくはお電話（03-6685-7474）より事前に応募登録のうえ、

期間中対象となる約 270 店舗にてビューカードで税込 2,000 円以上お買い上げの方に抽選で JRE 
POINT 500 ポイントをプレゼント！ 

 対象店舗  のもの上野店（上野駅）、NewDays シァル横浜（横浜駅）、エスパル仙台 東北めぐり いろといろ
（仙台駅）、イーサイト高崎 群馬いろは（高崎駅）等 約 270店舗 

 賞   品  「JRE POINT 500ポイント」 1,000名様 
 
※「VIEW‘s NET」からの事前応募登録や「おみやげグランプリ×ビューカードキャンペーン」対象店舗の閲覧は、９月１日（火）９時から 

ビューカード HP よりご利用いただけます。 URL︓https://www.jreast.co.jp/card/campaign/omiyage_2020/ 
※内容等が予告なく変更となる場合がございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「東京ステーションホテル ペア宿泊券」 
3組 6名様 

「貰って嬉しいキッチングッズ」  
15名様 

「JRE MALL クーポン 1,000円分」 
100名様 

https://www.jreastmall.com/shop/r/r0246/
https://www.jreast.co.jp/card/campaign/omiyage_2020/


 

（参考）過去のグランプリ受賞商品について 

 

 

 

 

 

 

 

 
※画像はイメージです。上記３商品は、昨年度までに総合グランプリを獲得したため、今年度はエントリーしていません。 

 

 

 

『果実をたのしむミルフィユ詰合せ』
（株式会社 シュクレイ） 

2019年度 

『元祖くず餅 カップくず餅』 
（株式会社 船橋屋） 

2018年度 2017年度 

『バターフィナンシェ』 
（株式会社 シュクレイ） 



青森県
●青森さんのやさしいスープ2個パック　●鯖ジャーキー
●たわわ　●こあき　●カシスケーキ　●三つのほたて
●assis cookie+konpeito
●A-FACTORY AOMORICIDRE  sparkling 
●食べるスタミナ源たれ　●八戸ブイヤベーススープ
●「陸奥 八仙」 特別純米　●アップルスナック小袋詰め合せ

岩手県
●北上ガレット　●TONO BEER ①GOLDEN ALE ②HAZY IPA
●サヴァ缶（アクアパッツァ風・ブラックペッパー味・オリーブオイル漬け・
レモンバジル味・パプリカチリソース味）　●岩泉ヨーグルトプレーン　
●タルトタタン　●もちもち焼　●もりのトマト100%　トマトジュース　
●生南部サブレ。あずき　●宮古湾産かき佃煮　●ごま摺り団子
●特別純米酒はやぶさ紀行　●本醸造岩手ブルー＜岩＞　
●ベアレンクラシック

宮城県
●ずんだ餅パイ　●アゲあげ蒲　●ほや酔明４つ入り
●大吟醸「虎哉」　●吉次せんべい12枚入り
●松華堂おもたせ　●岡田の仙台長なす漬
●牛タン仙台ラー油　●仙台いちごのバターサンド
●純米吟醸仙臺驛政宗

●戦う男のシャモジャーキー（ソルト・カレー・スパイシー）
●柏屋薄皮饅頭宇治抹茶8個入　●福島名産いか人参
●凍み餅（おやまぼくち）　●パッションフルーツキューブゼリー
●ままどおる　●キャラメルドゥーブルフロマージュ
●ハートの羊羹　●家伝ゆべし　●ピュアオレンジケーキ
●PEACH MONAKA SINGLE　●旭屋なみえ焼そば３食入り
●ワンダーレッド トマトジュース 95　●めひかり塩チョコ

福島県

秋田県
●もちもち三角バターもち
●三杯もち一口サイズ（単品・4個入り・8個入り）
●いぶりたくあんチーズ＆酒粕　●燻製ミニオードブル秋田美
人セット　●いぶりがっこカップラーメン　●秋田のなまはげ
●醤油マカロン　●安藤醸造ねぎ味噌煎餅5枚入袋
●雪の茅舎純米吟醸　●なまはげのおくりもの

山形県
●空ノムコウ　●やまがたマリアージュ　●ハチミツふラスク
●出羽桜純米大吟醸雪女神三割五分　●方言せんべい　
●山形　●鳥中華　●樹氷ロマン大　●甘梅干し
●山形ばあちゃんのだしの素

新潟県
●こはくのつみき　●朱鷺の子
●柿の種のオイル漬けにんにくラー油
●さかたやの笹だんごこしあん　●匠の焼漬さ
●生キャラメルの羊羹　●花のル・コリ暁　●K10柿の種進物缶
●佐渡千年の杉　●新潟しゅぽっぽあまざけ

山梨県
●桔梗信玄餅８個入信玄公生誕５００年記念
●極上生信玄餅　●ももちゅるる　●甲州レーズン
●紙コップワイン白（甲州）　●権六ほうとう　●国産黒鮑煮貝
●山梨のおいしい葡萄酢　●お家で美味しいお弁当セット

栃木県
●あんマーガリン　●開運小山うどんトマト汁うどん
●小山産なたね油ヴァージンオイル　●かりまん
●王さまいちごゼリー　●伝統塩バターとちまるくんパッケージ
●こげパンだ　●MASAKOのゼリー黄ぶな

千葉県
●千葉県産さや煎り落花生（Qなっつ）　●落花生大将
●ヴァンヴァンヴィンヤードマスカット・ベリーA2019
●楽花生パイ　●落花生焼酎「ぼっち」
●BAY-B YOKAN　●ディップスタイルコーヒー
●海神スティックケーキ10本入ギフトボックス　●轟太鼓
●PEANUTS KING

埼玉県
●くらづくり最中「福蔵」　●コエドプレミアムビール毬花缶
●十万石まんじゅう　●パスタスナック（ソルト味）
●コバトンビール　●こ、ふぃなんしぇかさねほうじ茶８入
●クロワッサンB.C.　●これがうわさのちーず大福　●やわらか

神奈川県
●湘南チーズパイ　●小田原うさぎ　●レーズンウィッチ
●生チョコクッキー　●横濱ハーバー ムーンガレット
●横浜三塔物語スティックケーキ　●シェルジャン
●茅ケ崎サーフサンド　●奈良茶飯楓おこわ
●公園通りの石畳No.0　●幸せを呼ぶ馬車道馬蹄パイ
●わらびもち プチ　●バターサンドどら焼き
●シロカカオ　●M.G. by LESANGES焼きモンブラン

●「ナウカフェ」ドリップパック　●とっておきいちごバターサンド　●猿田彦フレ
ンチコーヒーバッグ　●贅沢ビーフカレーパン　●りんごとバター。フィナンシェ
●2020年新蜜沖縄宮古島の花 1々25g　●東京ばな奈バターマドレーヌ、
「見ぃつけたっ」　●トロワアンプレスショコラひよ子　●チーズウィッチ
●ふんわりだし巻きサンド　●大切なあの人へ贈りたいドライフルーツ＆ナッツ
●チーズの味噌漬・酒粕漬　●クィーンズ・フルーツケーキ　●黒船どらやき10
個入　●子とら2本入　●スコーン手みやげセット　●TERAKOYAオリー
ブ・サンド　●パリジャン＆パドゥドゥセット　●広尾のビスチィーヌアソート12個
入（クランベリーチーズ、ピスターシュ、焦がしキャラメル入）　●チーズフォン
デュケーキ　●喫茶店に恋してクレームブリュレタルト4個入　●東京鈴せん
べい20　●TOKYO CAVA　●チョコスチームケーキ8個入り　●SENBEI 
BROTHERS 大葉ジェノベーゼ　●豆大福　●パリジェンヌ in Tokyo
●塩バターサブレレクタングル　●東京百両あんぱん　●かあさん牛のおくり
もの「ジャージープレミアムヨーグルト」　●田ノ水・田ノ蓑詰合わせ　●赤羽あ
んこ　●Plant Basedお菓子シリーズ　●国立プレミアムクッキーオリジナル
●大江戸松崎立川オリジナル　●ガトー醤油ショコラレトロパッケージ

東京都

長野県
●信州栗きんとんろーる
●雷鳥の里16個入り
●信州生そば（パック）リテールネット
●信州アルクマ揚げそばシリーズ

茨城県
●究極のメロンパン　●すいーとぽてとミックス（8個入り）
●ほしいも屋さんの自然派かりんとう
●菊盛常磐ＭＡＤＥ純米酒ワンカップ　●冷蔵焼き芋特選蔵紅天使
●マロンムース　●プッチーモ　●納豆大餃子　●あん肝ラーメン
●いやどうも　●ご利や栗　●百年梅酒 水戸乃梅ふくゆい
●純米大吟醸酒　山桜桃 無濾過・生々　●しゅわしゅわ木内梅酒

群馬県
●川場ビールヴァイツエン　●ぐんまちゃんブレンド珈琲
●金-KOGANE-　●下仁田ネギえびせん
●濃厚キャラメルクリームのレーズンサンド
●コオロギのゴーフレット　●ぐんまちゃん生ロールケーキ
●プレミアムガトーショコラ・ガトーショコラ食べ比べ6個入り
●群馬ファーマーズプリン  好みで選べる「プレミアムセット」

静岡県
●うなぎパイ12本、16本、うなぎパイミニ　●こっこ
●伊豆乃踊子　●とろけるちーずケーキ
●伊豆の浜焼き真あじ　●秘伝の煮汁
●寿太郎みかんはちみつフィナンシェ　●しおかつおうどんスナック
●伊豆柑橘ぴーる ニューサマーオレンジ

別 紙

※画像はイメージです。 ※エントリー商品は予告なく変更となる場合がございます。
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東日本1都16県から
201商品がエントリー!

想いまるごと、届けるおみやげ。
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