2021 年 11 月 17 日
ＪＲ東日本 仙台支社
㈱ＪＲ東日本クロスステーション
デベロップメントカンパニー

「南東北産直市」を東京駅で開催します！
ＪＲ東日本グループは、
「巡るたび、出会う旅。東北」秋冬のプロモーションの展開にあわせて、
東京駅で「南東北産直市」を開催します。
今回の産直市では、即日お届け列車便「はこビュン」を利用して、宮城県・山形県・福島県の季節
のフルーツ等を東京駅に輸送するほか、南東北 3 県ならではの逸品を販売します。また、観光情報の
発信を行い、
「食」と「観光」の魅力をお伝えます。
産直市で販売する一部商品について、
「ネットでエキナカ」による事前予約販売を行います。

１．実施概要
（１）日

時

2021 年 11 月 24 日（水）～28 日（日）
10:00～20:00

※初日：13:00 頃(準備出来次第)～20:00、最終日：～18:00

（２）会

場

ＪＲ東京駅構内 グランスタ東京 地下 1 階「スクエア ゼロ」

（３）主

催

東日本旅客鉄道株式会社

（４）共

催

株式会社ＪＲ東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー

（５）運

営

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社

（６）内

容

① 南東北 3 県の地ビール、地酒、米沢牛、笹かまぼこ、漬物をはじめとした、
農水産加工品、菓子等の名産品を約 320 品目販売します。
② 即日お届け列車便「はこビュン」を活用し、宮城県の「いちご」、「りん
ご」、福島県の「会津 みしらず柿」
、山形県置賜地域産の「シャインマスカ
ット」「完熟 ラ･フランス」などをお届けします。
※新幹線を使った荷物輸送は 25 日、26 日、27 日に実施。

③ 観光 PR ブースや「JRE MALL ふるさと納税」ブースを設置し、観光情報の発
信をします。
④ 一部商品については JRE MALL サイト内の「ネットでエキナカ」を利用した
事前予約販売を行います。
一部おすすめ商品

※商品画像はイメージです。

≪地酒・地ビール≫

≪加工品類≫

≪定番菓子≫

南東北 3 県のしぼりたて地酒、山形県を代
表するワイン、地ビールなど、各地でしか買
えない商品を多数取り揃えました。

宮城(仙台)の笹かまぼこや、牡蠣、山形を代
表する芋煮、米沢牛を使ったコンビーフな
ど各地の名物をお楽しみいただけます。

各商品、数量限定!! 福島 3 大銘菓、三万石
のままどおる、かんのやのゆべし、柏屋の薄
皮饅頭をご自宅でもお楽しみください。仙
台銘菓 萩の月もご用意しております。

２．新幹線で輸送する商品
（１）実 施 日

2021 年 11 月 25 日（木）～27 日（土）

（２）対象列車

やまびこ 138 号 仙台駅発 11:44 ⇒ 東京駅着 13:48

（３）対象商品

つばさ 138 号

山形駅発 10:57 ⇒ 東京駅着 13:48

なすの 272 号

郡山駅発 10:37 ⇒ 東京駅着 12:16

※対象商品がなくなり次第、販売は終了となります。

ＪＲフルーツパーク仙台あらはま
『いちご(にこにこベリー)』
にこにこベリーは、宮城特産いちご「もういっこ」といちご
の定番「とちおとめ」の交配によりできた品種です。甘味と
酸味のバランスもよいいちごです。
輸送日：11 月 26 日（金）のみ

アカイロコウザン
『小さな地層ケーキ』『季節の地層ケーキ』
東京駅初出店！仙台駅で大人気!

濃厚チーズケーキとほろ

苦いココア味のチーズケーキ、自家製いちごジュレの 3 層ボ
トルケーキ。
輸送日：11 月 26 日（金）
、27 日（土）

夢・菓子工房かめまん
『サイコロ食パン』
菓子屋が本気で作った高級食パン!!生クリームをたっぷり
使用。口の中に広がるミルクの味わいがたまりません。
『ぎゅぎゅっとフルーツシュー 桃』
福島県産桃のコンポートに、自家製のとろ〜りカスタードク
リームとゴロっと果実をたっぷり詰めたケーキのような贅
沢シュークリーム。
輸送日：11 月 25 日（木）
、26 日（金）
、27 日(土)

郡山駅食品館 Pivot
『会津 みしらず柿』
会津 みしらず柿は、福島県会津の歴史とともに古くから栽培
されてきた柿です。みしらず柿は漢字で「身不知柿」と書き、
その名前の由来には、枝が折れそうなほどに大粒の実をつけ
る（身の程知らずな柿）から、
「未だかかる美味しい柿を知ら
ず」と将軍が大いに賞賛されたから、あまりの美味しさに我
が身を考えず食べ過ぎてしまうからなどと言われています。
トロリとした食感と自然な甘さは格別な美味しさです。
輸送日：11 月 25 日（木）
、26 日（金）、27 日(土)

JA 山形おきたま
『シャインマスカット』
一粒一粒が甘みをたっぷり含んでおり、品質、味とも抜群で
す。さっぱりとした上品な甘さで種がなく、皮ごと食べられ
るのが魅力です。
輸送日：11 月 25 日（木）
、26 日（金）

JA 山形おきたま
『完熟 ラ・フランス』
上品でまろやかな味わいと豊かな香りは「果物の女王」と呼
ばれます。
「バター・ペア―」と称されるほど、とろけるよう
な甘さと芳醇な香りは西洋なしの最高峰。最高の食べ頃であ
る完熟のラ・フランスをお届けします。
輸送日：11 月 25 日（木）
、26 日（金）
※他にも、宮城県から『りんご(はるか、ふじ)』、福島県から『笹団子』『干し柿』『干し芋』を輸送します。

３．「JRE MALL ネットでエキナカ」での事前予約販売
「会津 みしらず柿」をはじめとする産直市で販売している一部商品を、インターネット予約サービ
ス「JRE MALL ネットでエキナカ」にて事前注文し、「ＪＲ東京駅スクエア ゼロ 南東北産直市会場」
にてお受け取りいただけます。
U

R

L：https://www.net-

ekinaka.com/shop/e/e1068/?utm_source=web&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=minamitouhoku
予約開始：2021 年 11 月 17 日（水）14 時（予定）
引渡場所：ＪＲ東京駅スクエア ゼロ 南東北産直市会場
引渡時間：2021 年 11 月 25 日（木）～27 日（土）

４．産直市×JRE MALL の連携施策
「東北の名品をリアルでも！ネットでも！」をコンセプトに、JRE MALL 内にオープンした、
「JRe-c 産直市」(東北 MONO、AOYA、A-FACTORY の商品を集めた特設ページ)が、10 月にリニューアル
いたしました。連携施策の一環として、産直市にてお買い物をしていただいたお客さまに、JRE MALL
で使える割引クーポンを配布いたします。
※使用方法等の詳細は、現地の当社社員へお問い合わせください。
( サイト URL：https://www.jreastmall.com/shop/e/et6dcsan/ )

５．位置図

「はこビュン」とは
新幹線や在来線等の列車による荷物輸送サービスの名称です。荷物のイメージである「箱」と「運ぶ」
をかけて「はこ」
、そして新幹線や在来特急列車などでスピーディに「ビュン」とお届けするイメージ
を、名称とロゴデザインに込めています。
※はこビュンの具体的なサービス内容は以下をご参照ください。(ＪＲ東日本物流のホームページ)
( サイト URL：http://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html )

【新型コロナウイルス感染防止対策及び注意事項】
・レジの飛沫防止シート、マスク着用、アルコール消毒など、新型コロナウイルス感染防止対策を
実施します。
・社会情勢により開催当日であっても中止となる場合がございます。予めご了承ください。
・出店者、販売品目等、内容は予告なく変更となる場合がございます。

