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2022 年 6 月 20 日
ＪＲ東日本 仙台支社

「東北 MONO」オリジナル商品・企画＜第 1 弾＞を展開します
JR 東日本グループでは、東日本大震災から 10 年目となる 2021 年 4 月より、さらなる東北地域の
復興を加速するために、グループが連携して行うプロジェクト「東北 MONO」を展開しています。
この度、
「東北 MONO」ブランドのさらなる発信に向けて、
「新幹線 YEAR2022」にあわせ、JR 東日本
グループと地域の事業者さまとともに、オリジナル商品を販売開始します。
また、オンラインでの東北の「者」と「物」との接点となる EC ショップ「東北 MONO WEB SHOP」
でもオリジナル企画を実施します。

１．「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」オリジナル商品
開業 40 周年を迎える東北新幹線「E5 系はやぶさ」
、開業 30 周年を迎える山形新幹線「E3 系つば
さ」
、あわせて開業 25 周年を迎えた秋田新幹線「E6 系こまち」、東北地方にゆかりのあるそれぞれ
の車両をモチーフに、地域の事業者さまとともに「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」オリジナル商
品を展開します。

（１）東北にゆかりのある新幹線をモチーフにしたオリジナル本練り ようかんが登場！

※JR 東日本商品化許諾済
① 商品名

「東北新幹線 E5 系はやぶさようかん」
「山形新幹線 E3 系つばさようかん」
「秋田新幹線 E6 系こまちようかん」

② 販売開始日

2022 年 6 月 23 日（木）

③ 販売価格

270 円（税込）

④ 販売箇所

仙台駅 東北めぐり いろといろ/仙台駅 おみやげ処 6 号店
南東北 3 県 NewDays（一部店舗を除く）

⑤ 製造者

有限会社がぶりガーデン（福島県会津若松市）

⑥ 販売者

株式会社あきんど(福島県二本松市)

（２）新幹線 YEAR 記念！３つの新幹線カラーに合わせた３種のミルクアイスが登場！

※JR 東日本商品化許諾済
① 商品名

「東北新幹線 E5 系はやぶさミルクアイス（抹茶）
」
「山形新幹線 E3 系つばさミルクアイス（バニラ）
」
「秋田新幹線 E6 系こまちミルクアイス（いちご）
」

② 販売開始日

2022 年 6 月 23 日（木）

③ 販売価格

400 円（税込）

④ 販売箇所

仙台駅 東北めぐり いろといろ/仙台駅 おみやげ処 6 号店
南東北 3 県 NewDays（一部店舗を除く）

⑤ 製造者

ノリット・ジャポン株式会社 雄和工場（秋田市）

⑥ 販売者

ノリット・ジャポン株式会社（秋田市）

２．「東北 MONO WEB SHOP」オリジナル企画
オンライン EC ショップでの東北の「者」と「物」を接点に、東北にゆかりのある商材を数多く
取り揃える「東北 MONO WEB SHOP」でも、オリジナル企画をお楽しみいただけます。

JRE MALL「東北 MONO WEB SHOP」

https://www.jreastmall.com/shop/c/c13/

（１）「新幹線乗務員が選んだ「東北 MONO」おすすめ商品をご紹介します！」企画
普段、新幹線沿線を乗務している新幹線乗務員による沿線各地のおすすめ商品を特集化。
新幹線乗務員が選んだ商品をぜひご賞味ください。

実 施 期 間 2022 年 6 月 23 日（木）～8 月 31 日（水）

商品の一例

『おしどりミルクケーキ』

『かに物語 蟹カレー 赤色と黄色のカニーセット』

『ババヘラアイス』

2,380 円(税込・送料込)

4,100 円(税込・送料込)

5,120 円(税込・送料込)

小さいころから食べていた馴染みの
味で遠足にも持って行ってました。
1 年くらい賞味期限があるので保存
食としてもいいですね。
さくらんぼ、いちご、コーヒー、ヨ
ーグルトなど様々な味をお楽しみいた
だけます。

何よりもキャッチーなネーミングに惹
かれました。

春先から晩秋にかけて秋田県の道端
で露天販売しているアイス。

本格的なカレーの中に、奥深い蟹出汁

高齢女性(ババ)がヘラで盛り付ける

の旨味がマッチングし、風味豊かな味わ

ことからババヘラと言われています。

いをお楽しみいただけます。
蟹好きにも、カレー好きにも好まれる
商品です。

熟練の技を持った人ができると言わ
れている「バラ盛り」ができる人に遭
遇できれば大当たり。

（２）「2022 Summer Gift」展開中
「得・涼・好」というテーマを中心とした東北の夏の魅力ある商品を発信しています。
「得」：送料無料商品や JRE POINT 特典（6 月は 5 倍、7 月は 3 倍）を設定
「涼」：夏ギフト限定の新商品に加え、夏ならではの清涼感あふれる商品を販売
「好」：これまでの夏ギフトで人気の商品を好適な商品として販売
商品の一例

『会津馬刺しランプセット』

『 猪 苗 代 地 ビ ー ル 330ml×5 本 』

『笹かまぼこ詰合せ CL-3 阿部蒲鉾店』

4,700 円(税込・送料無料)

3,550 円(税込・送料込)

6,180 円(税込・送料込)

馬肉は牛肉や豚肉と比べ低カロリー

名峰磐梯山の天然水、ドイツ・フラ

阿部の笹かまぼことプレミアムな吟

で高タンパク質、ビタミン、鉄分、グ

ンケン地方の大麦・小麦モルト、そし

撰笹の食べ比べが出来るバラエティ豊

リコーゲンなどのミネラルを多く含

てドイツ・ホレダウ地方のホップ。

かな詰合せです。

み、美容と健康に優れた食肉です。

大地の恵みを受けた良質の原材料に

阿部の笹かまぼこ×5 枚、吟撰笹×5

この商品は一般的に 50ｇが 1 人前と

酵母が調和し「猪苗代地ビール」は生

枚、笹だより×6 枚、菜ころん×4 個、

すると、約 8 人前とボリュームもある

まれます、磐梯山の名水で仕込まれた

チーズボール×3 個のセットになりま

セットになります。

クラフトビールをご堪能ください。

す。

（３）「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」オリジナル商品企画@東北 MONO WEB SHOP
上記１で発表した「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」オリジナル商品を「東北 MONO WEB
SHOP」でも取り扱いし、多くのお客さまにお届けします。

「東北 MONO」オリジナル商品・企画＜第 2 弾＞は 7 月を予定しています
【参考】
～「東北 MONO」とは～
「東北 MONO」
。それは、東北の「者」と「物」の価値を最大化する継続的なプロジェクト
「東北 MONO」とは、東日本大震災から 10 年目となる
2021 年 4 月より実施された「東北デスティネーショ
ンキャンペーン」を契機として、さらなる東北地域
の復興を加速するために、JR 東日本グループが連携
して行うプロジェクト。4 つのアクションを通じて、
元気で豊かな東北の魅力をさらに発信します。
https://www.jreast.co.jp/tohokumono/

