2022 年 6 月 16 日
ＪＲ東日本 仙台支社

首都圏で「やまがたフェア」を開催します！
ＪＲ東日本仙台支社は、
「巡るたび、出会う旅。東北 宮城・山形・福島」春の観光キャンペーンの
展開にあわせて、首都圏で「やまがたフェア」を開催します。上野駅では「朝採れのさくらんぼ」や
山菜、種類豊富な日本酒など、山形県ならではの逸品を販売する「山形産直市」を行います。また、
上野駅、東京駅の飲食店舗にて山形県大江町産の「やまがた地鶏」を活用したメニューフェアを展開
します。どちらの企画も、今年で開業 30 周年を迎える「山形新幹線」
、即日お届け列車便「はこビュ
ン」を利用し、山形の新鮮な旬の味覚を首都圏のお客さまにお届けします。

１．山形産直市
（１）実施概要
①日 時

2022 年 6 月 22 日(水)～26 日(日)
10:30～20:00

※22 日(水)は 11:00～、26 日(日)は～17:00

②会 場

上野駅 中央改札外グランドコンコース

③主 催

東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社

④運 営

株式会社 JR アグリ仙台

⑤内 容

さくらんぼ、米沢牛関連商品、漬物、そば、日本酒等
会場図

山形県の名産品を販売します。
（２）
「はこビュン」で輸送する商品
①実 施 日

2022 年 6 月 24 日(金)、25 日(土)

②対象列車

つばさ 138 号 山形発 10:57 （15 時以降準備でき次第販売開始予定）

③対象商品

※対象商品はなくなり次第、販売は終了となります。また、画像はイメージです。

JR アグリ仙台自社農園(山形県寒河江市)
『朝採れさくらんぼ（佐藤錦）
』
1 箱(1 ㎏)

4,500 円(税込)

山形を代表する真っ赤な宝石、さくらんぼ。深紅に輝
く大粒の実は、甘さと酸味のバランスがとれた珠玉の逸
品です。本来叶うことのない、首都圏での朝採れさくら
んぼの販売を、新幹線で運ぶことで実現します。
※さくらんぼは、通常パック(200g)も販売いたします。（
『はこビュン』輸送ではありません。
）

一部おすすめ商品

※商品は売り切れ次第終了となります。また、画像はイメージです。

『茶蔵焼』

『YATA COLA』

『純米大吟醸山川光男 2022 なつ』

(株)桑名園本店

(有)ティーズファクトリー

楯の川酒造

創業 130 年の老舗お茶屋のこだわり生
クリームどら焼きです。高級抹茶をふん
だんに使用し、皮にも抹茶を練りこんで
います。今食べると、どら焼きアイス。
30 分待つと、どら焼き。

3 種の糖類・10 種のスパイス・2 種の
柑橘をブレンドし、3 日間熟成させた無
添加オーガニッククラフトコーラです。
スパイスの芳醇な香り、キレの良い甘
さ、柑橘の爽快感をお楽しみ頂けます

山形の人気蔵元のコラボレーション商
品、限定流通の山川光男です。山形県産
「美山錦」を使用しており、絹のような口
当たり、フルーティ－な爽やかな香り、ほ
のかな苦味がアクセントになっています。
入荷本数が少ない超人気の日本酒です。

（３）ステージイベント
①会 場

上野駅 ハードロックカフェ前イベントスペース

②内 容

山形県の魅力ある観光地・文化・食材等の PR や、ご当地キャラクター等による
にぎやかしを行います。

イベントスケジュール
開始時間
6 月 22(水)
～24 日(金)

11：00～11：30
※22 日は 12:00～12:30

14：30～15：00
11：00～11：30

6 月 22 日(水)

13：00～13：30
15：00～15：30

6 月 24 日(金)

6 月 24 日(金)

12：00～12：30
14：00～14：30
13：30～14：00
16：30～17：00

イベント内容
◆山形県：
「愛の武将隊」
、
「きてけろくん」によるステージ
「やまがた愛の武将隊」による演舞と、山形県の観光 PR を行います。
◆鶴岡市：鶴岡市観光 PR
徳川四天王筆頭である酒井家の庄内入部 400 年の節目として行われる
取組みやイベントの紹介を行います。併せて、山形県が誇る出羽三山
や庄内エリアの見どころを、「山伏」が登場し観光 PR を行います。
◆西川町：西川町観光 PR
月山夏スキーや、7 月より本格シーズンを迎えるトレッキング等の豊
かな自然を生かした観光 PR をＪＲ社員と一緒に行います。
◆山形県酒造組合：山形県産日本酒と『日本一美酒県 山形』フェア PR
山形県の日本酒と今秋初開催を予定する「日本一美酒県山形」フェア
の PR を行います。
※イベントは予告なく、変更となる場合があります。

（４）駅たびコンシェルジュ×産直市連動企画
①会 場

駅たびコンシェルジュ上野 店舗内

②日 時

2022 年 6 月 25 日(土) 13:00～17:00
2022 年 6 月 26 日(日) 10:00～13:30

③内 容

山形産直市でお買い物した際のレシートをご提示すると
山形県の産品が当たる抽選会にご参加いただけます。また、
「やまがたへの旅【山形県】」のインスタグラムをフォロー
してくれた方、または既にフォローしている方は、もう 1 回
抽選会に参加が可能となります。

駅たびコンシェルジュ上野

（５）大人の休日倶楽部入会キャンペーン
①日

時

②会

場

③入会方法

2022 年 6 月 23 日(木)

13:00～15:00

2022 年 6 月 24 日(金)

10:00～15:00

上野駅 中央改札外グランドコンコース
(ⅰ)会場で Web 入会手続き(JRE POINT 5,000 ポイント(5,000 円相当)プレゼント)
(ⅱ)専用入会申込書を郵送(JRE POINT 2,000 ポイント(2,000 円相当)プレゼント)

④そ の 他

駅たびコンシェルジュ上野にて即日入会キャンペーンを 9 月 10 日まで開催中。
(JRE POINT 2,000 ポイント(2,000 円相当)プレゼント)
駅たびコンシェルジュ上野は、中央改札口みどりの窓口内にあります(来店予約制)。
いずれも「大人の休日倶楽部カード」が期限内に発行された方へポイントを付与します。
詳しくは駅係員にお問い合わせください。
【駅たびコンシェルジュ店舗ご案内】

２．「やまがた地鶏」メニューフェア
左沢線（北山形駅～左沢駅間）は 2022 年 4 月 23 日に全線開通 100 周年を迎えました。100 周年を
記念して沿線自治体と連携した地域の食材を活用したメニューフェアを開催します。
（１）実施概要
①日 時

2022 年 6 月 22 日(水)～26 日(日)
※「のもの居酒屋かよひ路 上野」は 2022 年 6 月 22 日(水)～24 日(金)まで

②会 場

【東京駅】 ・TO 今日 BAR グランスタ東京
・STATION RESTAURANT THE CENTRAL グランスタ東京
・いろり庵 グランスタ八重北
【上野駅】 ・いろり庵 上野
・のもの居酒屋かよひ路 上野
・ブラボー 上野中央口

③主 催

東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社

④提 供

株式会社 JR 東日本クロスステーション

⑤内 容

各店舗にて山形県大江町産「やまがた地鶏」を活用した特別メニューを提供します

フーズカンパニー

※メニューは数量限定での提供となります。
※提供時間は店舗により異なります。詳細は店舗にお問い合わせください。
提供例

※画像はイメージです。

『むね肉の自家製ハムと

『やまがた地鶏とキャベツ

『やまがた地鶏

リコッタチーズのサラダ

のアラビアータ』

串焼き二種盛り合わせ』

仕立て』

上野駅「ブラボー」

上野駅

東京駅「TO 今日 BAR」

「のもの居酒屋かよひ路」他

（２）はこビュン概要
①実 施 日

2022 年 6 月 22 日(水)、24 日(金)

②対象列車

左沢線

左沢発 7:59

山形新幹線つばさ 132 号 山形発 9:03 （17 時以降準備でき次第提供開始予定）
③輸送商品

山形県大江町産「やまがた地鶏」約 20kg

④提

大江町やまがた地鶏振興会

供

■『山形県大江町産「やまがた地鶏」』とは
ブロイラーに比べ、長期間かけて飼育されており、肉そのものの味
や歯ごたえ、香りがそろったバランスのよい地鶏です。美味しさの
秘密はその栄養素。旨味成分のグルタミン酸の含有量が多く、美肌
が期待できる質の高いコラーゲンをたっぷり含んでいます。

【新型コロナウイルス感染防止対策および注意事項】
政府・自治体の方針に則り、感染防止に努めながら運営いたします。
社会情勢により開催当日であっても中止となる場合があります。予めご了承ください。
＜対策について＞
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。
＜お客さまへのお願い＞
マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手指消毒にご協力ください。

