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2022 年 7 月 13 日
ＪＲ東日本 仙台支社

「東北 MONO」オリジナル商品・企画＜第２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、オリジナル商品第 2 弾の販売を開始します。
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」オリジナル商品第２弾！
開業 40 周年を迎えた東北新幹線の現役車両をモチーフに、
「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」
オリジナル商品を、地域の事業者さまとともに展開します。

（１）宮城名物牛たんが、E5 系はやぶさ ラベルで登場します!

※JR 東日本商品化許諾済
① 商品名

「E5 系はやぶさ牛たんデミグラ缶」

② 販売開始日

2022 年 7 月 15 日（金）

③ 販売価格

780 円（税込）

④ 販売箇所

仙台駅 NewDays（一部店舗を除く）/石巻駅 NewDays
仙台駅 東北めぐりいろといろ/おみやげ処 4 号店・6 号店
古川駅 おみやげ処ふるかわ/くりこま高原駅 おみやげ処くりこま

⑤ 製造者

木の屋石巻水産株式会社（宮城県石巻市）

⑥ 販売者

一般社団法人カイタク（宮城県石巻市）

（２）ウェットスーツ製造が盛んな石巻市！
ウェットスーツ製造時の端材を有効活用し、地球環境に配慮したオリジナルコイ
ンケースを発売します！

※JR 東日本商品化許諾済
① 商品名

「E5 系はやぶさコインケース」

② 販売開始日

2022 年 7 月 25 日（月）

③ 販売価格

1,100 円（税込）

④ 販売箇所

仙台駅 NewDays（一部店舗を除く）/石巻駅 NewDays
仙台駅 おみやげ処 3 号店・4 号店

⑤ 製造者

有限会社ファン・クリエーション（宮城県石巻市）

⑥ 販売者

一般社団法人カイタク（宮城県石巻市）

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）大崎「たべるフィールドミュージアム BOX」の販売
大崎耕土の地元の美味しい食材を食べて、その食文化と大地をフィールドワークする
「たべるフィールドミュージアム」
。
今回、ブルーファーム株式会社（宮城県大崎市）及び大崎市による「世界農業遺産理解促進
事業」と企画連携し、EC サイト上でのオリジナル商品セット「たべるフィールドミュージアム
BOX」を初めて東北 MONO WEB SHOP で限定販売いたします。

販売期間 2022 年 7 月 15 日（金）～8 月 4 日（木）
商品内容

限定 10 セット

限定 10 セット

限定 5 セット

たべるフィールドミュージアム BOX

たべるフィールドミュージアム BOX

たべるフィールドミュージアム BOX

【一畝（いっせ）】

【一反（いったん）】

【一町（いっちょう）】

4,000 円（税込・送料込）

5,000 円（税込・送料込）

8,000 円（税込・送料込）

■鳴子産ゆきむすび 2kg
2009 年に第 3 回あなたが選ぶ日本一

■青田ファームササニシキ 2kg
時間をかけ太陽と風のちからでゆっく

■青田ファーム ササニシキ 2kg
■鳴子産ゆきむすび 2kg

おいしいお米コンテスト最優秀賞を受

り自然に乾燥させたササニシキは、少

■310 つけもの工房なす漬け 150g

賞するなど、高い評価を得ている品種

量しか生産できない希少なお米です。

■岩出山家庭ハム ベーコンブロック 1 本

です。

■310 つけもの工房なす漬け 150g

■よっちゃん農場 よっちゃんなんばん 1 本

■310 つけもの工房なす漬け 150g

■岩出山家庭ハムベーコンブロック 1 本

■310 つけもの工房ミックス野菜ピクルス 125g
宮城県で栽培された旬の野菜を使

完成まで 28 日かけてじっくり製造し

老舗の厳選しょうゆに、無農薬栽培
のとうがらし、沢の湧き水で育てた米

ています。じっくりとスモークをか

からつくる自家製米麹をじっくりとね

い、地域の味を守るため一つひとつ手

け、余分な油を落としているのでまる

かせて作る自然発酵調味料です。

作りされた身体に優しい漬物とピクル

でチーズのようにクリーミーな脂の旨

■狩野食品 しそ巻くるみ揚 3 串

スです。

味が口の中に広がります。

秘伝の仙台味噌にくるみと砂糖、南
蛮を合わせ、鉄火で練り、じっくりね
かせたものひとつひとつを国産のしそ
の葉で巻いて軽く揚げたご飯や酒のお
供にピッタリの商品です。

Ⓒ「たべるフィールドミュージアム」
食べる楽しみが、歩く好奇心になる。サイト URL：https://osakikoudo.jp/food-musium/

（２）「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」企画@東北 MONO WEB SHOP
「東北 MONO」×「新幹線 YEAR2022」オリジナル商品や、東北新幹線沿線地域の銘品を詰め
合わせたセット商品を「東北 MONO WEB SHOP」で取り扱っています。
サイト URL：https://www.jreastmall.com/shop/r/r1368/

商品の一例

【ノベルティ付き】新幹線ようかん

【ノベルティ付き】新幹線アイス

【ノベルティ付き】東北新幹線沿線

&かも玉セット（いろといろ仙台）

9 個セット（あきんど）

麺の旅（いろといろ仙台）

2,160 円（税込・送料込）

4,670 円（税込・送料込）

3,050 円（税込・送料込）

福島県会津若松市の東山温泉名物の

3 つの新幹線カラーに合わせた、東北

じっくりと丁寧に練り上げられた本練

産生乳をたっぷりと使用したミルクアイ

棒ようかんと、「E5 系新幹線」のデザ

スです。

インのパッケージのかもめの玉子のセ
ットです。

抹茶、いちご、バニラのオリジナルフ
レーバー3 種 9 個入りのセット品です。

東北新幹線沿線 3 県の麺を楽しめます。
前沢牛オガタ監修 盛岡冷麺（岩手）
、
仙台だし廊 2 種食べくらべ（宮城）、なみ
え焼きそば 2 食袋入り（福島）がセット
になっています。

【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/

