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地域素材応援プログラムを開始します 

～【第 1 弾】宮城県亘理町・山元町のいちご「もういっこ」～ 
 

●JR 東日本グループでは、「グループ経営構想Ⅴ ～限りなき前進～」の中で「地域に生きる」を一つのコンセ
プトとし、2009 年に立ち上げた「地域再発見プロジェクト」の一環で地産品の販路拡大や 6 次産業化に
向けたモノづくりに取り組んでいます。 

●この度、「地域素材応援プログラム」と題し、当社グループが培ってきたネットワークを活かし、ポテンシャルはあ
るが埋もれている魅力ある素材を行政と連携のうえ発掘します。当社グループの首都圏販路を中心に同
時多面的に販売・発信することにより、地域ブランドの創出を支援し、持続的な地域産業の活性化を目
指します。 

●第1弾では、宮城県亘理町・山元町のいちご「もういっこ」に着目し、地域・首都圏とが一体となって多面的
にプロモーションを展開していきます。 

 
 
１ 地域素材応援プログラムについて 

東日本エリアにある、全国の皆さまにまだ十分に知られていない魅力ある素材を、当社が行政と連携して、
発掘・支援するプロモーション事業です。 

すでに全国的にメジャーな素材ではなく、地域の方々、生産者の想いが込められたストーリー性のある逸品
をピックアップし、地域・首都圏のメーカーの皆さまと共に、素材の魅力を十分に引き出した商品を開発します。
さらに、当社グループのネットワークを活用し、素材や地域の魅力を様々なチャネルで発信していきます。素材
の認知拡大を通じて、地域産業の活性化と地域への観光流動創出をゴールに掲げ推進していきます。 
 

【事業イメージ】 【キービジュアル】 



2 ～第1弾～宮城県亘理町・山元町のいちご「もういっこ」について 
宮城県のオリジナル品種のいちごで、甘さと酸っぱさのバランス、硬めの果肉が特徴。そのすっきりとした甘さに

は、ついつい「もう一個」手を伸ばしてしまう魅力があります。 
亘理町、山元町では東日本大震災による津波でいちごハウスが壊滅的被害を受けましたが、生産者の努

力とボランティアによる支援で生産を再開しました。「もういっこ」は宮城の主力品種ですが、栃木の「とちおとめ」
や福岡の「あまおう」のように首都圏での流通が多くないため、今回のプロモーションを通じて認知度向上と流通
拡大を目指します。(詳細は別紙参照) 

 
(1)地域での展開 

①いちご生果の車内販売 
生 産 者：株式会社和

なごみ
苺
いちご

（亘理町） 
販売会社：株式会社日本レストランエンタプライズ 
展開期間：2017年4月1日(土)～5月下旬 

②フェアの展開 
生 産 者：株式会社和

なごみ
苺
いちご

（亘理町） 
販売会社：仙台ターミナルビル株式会社(エスパル仙台・ホテルメトロポリタン仙台) 

展開期間：2017年3月24日(金)～5月下旬 
③土産品の開発・販売 

生 産 者：ＪＡみやぎ亘理 
加工メーカー：株式会社菓匠三全 
展開期間：2017年4月中旬～ 

 
(2)首都圏での展開 

①スイーツの開発・販売 
 展開期間：2017年3月24日(金)～4月下旬 

・株式会社ハットトリック(ア・ラ・カンパーニュ)「タルト オ フレーズ ヴィフ」 
・株式会社ガトー・ド・ボワイヤージュ「もういっこ苺のミルフイユ」 
・株式会社ユーハイム「もういっこ いちごロール」 

「もういっこ いちごタルト」 
「もういっこ いちごショート」 
(神戸牛のミートパイ)「もういっこ いちごパイ」 

・株式会社ラ・テール(テラ・セゾン)「お米のルーロ 仙台いちご もういっこ」 
・株式会社メルヘン(サンドイッチハウス メルヘン)「『もういっこ』の苺生クリームサンド」 
・ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 

(東京あんぱん豆一豆)「宮城県産 亘理町・山元町の『もういっこ』いちごクリームあんぱん」 
(のものキッチン秋葉原)「自家製パンケーキ 宮城県亘理町・山元町産 もういっこ苺添え」 
(ハニーズバー)「特選いちごMIX～宮城県 亘理町・山元町産 もういっこ」 

 
②マルシェでのいちご生果の販売(上野駅みやぎ産直市) 

2017年2月24日(金)～26日(日)に上野駅で開催されたみやぎ産直市において、山元いちご農園
株式会社（山元町）の生果や加工品を販売しました。 

 

【キービジュアル】 



 
亘理町・山元町のいちご「もういっこ」の各種展開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

レストラン店舗におけるメニュー展開や仙臺みやげ館、地下１階
インフォメーション前特設会場における催事を行います。 

ＪＡみやぎ亘理産の新鮮な「もういっこ」を使用した
土産菓子を販売します。 

地域 

（仮）菓匠三全の土産菓子 

販売会社：株式会社菓匠三全 
販売期間：2017 年 4 月中旬頃を予定 
販売場所：未定 
販売価格：未定 

地域 地域 

エスパル仙台「もういっこフェア」 

ホテルメトロポリタン仙台「もういっこフェア」 
レストランやバーにおけるメニュー展開や、エスパル仙台地下１階
インフォメーション前特設会場での催事におけるケーキ等の販売を
行います。 

展開名称：「もういっこフェア」 
運営会社：仙台ターミナルビル株式会社 
販売期間：2017 年 3 月 24 日～5 月下旬 
販売場所：エスパル仙台 

展開名称：「もういっこフェア」 
運営会社：仙台ターミナルビル株式会社 
販売期間：2017 年 3 月 31 日～4 月 30 日 
販売場所：ホテルメトロポリタン仙台 

(セレニティ、バーナイト、エスパル仙台での催事) 

運営会社：株式会社日本レストランエンタプライズ 
生産者 ：株式会社和苺「おらほのいちご」 
販売期間：2017 年 4 月 1 日～5 月下旬 
販売場所：仙台始発上りやまびこ車内(一部) 

※写真は全てイメージです 
※販売店舗により価格が異なる場合がございます。 
※販売期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。 

Ｃｏｍｉｎｇ 

Ｓｏｏｎ 

地域 

東北新幹線やまびこ車内販売 
新鮮な「もういっこ」を車内でそのままお召し上がり
いただけます。 

別紙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 ：「『もういっこ』の苺生クリームサンド」 
販売会社：株式会社メルヘン 
販売期間：2017 年３月 24 日～4 月上旬 
販売場所：エキュート 4 店舗 
販売価格：\388 (税込) 

商品名 ：「もういっこ苺のミルフイユ」 
販売会社：株式会社ガトー・ド・ボワイヤージュ 
販売期間：2017 年 3 月 24 日～4 月 9 日 
販売場所：アトレ、エキュート等 26 店舗 
販売価格：カット\594(税込)、ホール\2,376(税込) 

商品名 ：「タルト オ フレーズ ヴィフ」 
販売会社：株式会社ハットトリック 
販売期間：2017 年３月 24 日～４月下旬 
販売場所：アトレ、エキュート等 13 店舗 
販売価格：\1,026(税込) 

アーモンドクリーム・カスタードクリームを合わせ、苺のおい
しさを最大限に感じられるシンプルなタルトに仕上げました。 

首都圏 首都圏 

首都圏 

商品名 ：「もういっこ いちごパイ」 
販売会社：株式会社ユーハイム 
販売期間：2017 年３月 24 日～4 月 20 日 
販売場所：ニュウマン、ペリエ、グランスタ 
販売価格：\346(税込) 

首都圏 

※写真は全てイメージです 
※販売店舗により価格が異なる場合がございます。 
※販売期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。 

ア・ラ・カンパーニュ 
「タルト オ フレーズ ヴィフ」 

ガトー・ド・ボワイヤージュ 

「もういっこ苺のミルフイユ」 

パイ生地はフレッシュバターをたっぷりと使用し、さっくりと
した食感と濃厚な風味を出しました。 

「もういっこ」で作ったイチゴジャムとユーハイムのバウムク
ーヘンをバターの香り豊かなパイで包み焼き上げました。 

神戸牛のミートパイ 
「もういっこ いちごパイ」 

サンドイッチハウス メルヘン 
「『もういっこ』の苺生クリームサンド」 

ふわふわのオリジナルパンに生クリームと程よい酸味と甘み
のある苺をまるごと挟んだスイーツサンドです。 

首都圏 

ユーハイム 
「もういっこ いちごロール」 

ケーキの真ん中に丸ごとのいちごを入れたロールケーキです。 
 
「もういっこ いちごタルト」 

カスタードと生クリームを絞り、いちごをちりばめたタルトです。 
 
「もういっこ いちごショート」 

しっとりとしたスポンジにスライスしたいちごをサンド。ミルク感 
たっぷりの生クリームを絞り、いちごを飾りました。 

地域 

販売会社：株式会社ユーハイム 
販売期間：2017 年３月 24 日～4 月 20 日 
販売場所：（首都圏）アトレ各店、ルミネ各店、（地域）エスパル仙台店等 14 店舗 
販売価格：「もういっこ いちごロール」 ロール \1,728、カット\432(税込) 
        「もういっこ いちごタルト」 \518(税込) 

「もういっこ いちごショート」\475(税込) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

紅茶入りの自家製パンケーキに 「もういっこ」をのせました。 

商品名 ：「お米のルーロ 仙台いちご もういっこ」 
販売会社：株式会社ラ・テール 
販売期間：2017 年 4 月 6 日～5 月 17 日 
販売場所：エキュート品川サウス、グランスタ等計 5 店舗 
販売価格：\1,620(税込) 

首都圏 首都圏 

商品名 ：「宮城県産 亘理町・山元町の『もういっこ』いちごク
リームあんぱん」 

販売会社：ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 
販売期間：2017 年３月 27 日～4 月末 
販売場所：エキュート東京 1 店舗 
販売価格：\280(税込) 

首都圏 

商品名 ：「自家製パンケーキ 宮城県亘理町・山元町産 も
ういっこ苺添え」 

販売会社：ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 
販売期間：2017 年３月 27 日～5 月初旬 
販売場所：のものキッチン秋葉原 
販売価格：単品\690(税込)、ドリンクセット\890(税込) 

ハニーズバー「特選いちご MIX～宮城県 亘理
町・山元町産 もういっこ」 

商品名 ：「特選いちご MIX～宮城県 亘理町・山元町産 
もういっこ」 

販売会社：ジェイアール東日本フードビジネス株式会社 
販売期間：2017 年 3 月 27 日～4 月上旬 
販売場所：ハニーズバー全店 
販売価格：S/\280、M/￥360、L/￥400(税込) 

首都圏 

首都圏 

上野駅「みやぎ産直市」 

生産者 ：山元いちご農園株式会社 
運営会社：JR 東日本東北総合サービス株式会社 
実施場所：上野駅中央改札外コンコース 
実施期間：2017 年 2 月 24 日～26 日(実施済) 

宮城県山元町産のいちご「もういっこ」をはじめ、金華
さばや南三陸町志津川湾産の水産加工品、地酒や銘菓の
ほか、こけしなど、宮城を代表する商品を販売。 

テラ・セゾン 
「お米のルーロ 仙台いちご もういっこ」 

新潟県産コシヒカリの生地に、「もういっこ」をたっぷり使っ
たロールケーキです。 

東京あんぱん豆一豆「宮城県産 亘理町・山元町
の『もういっこ』いちごクリームあんぱん」 

「もういっこ」のピューレを使ったクリーム入りあんぱん。いち
ごの芳醇な香りがクリームとつぶ餡にマイルドに調和します。 

のものキッチン 秋葉原「自家製パンケーキ 

宮城県亘理町・山元町産 もういっこ苺添え」 
「もういっこ」に牛乳と蜂蜜を加え、甘酸っぱくもまろやかな
ドリンクに仕立てました。 

※写真は全てイメージです 
※販売店舗により価格が異なる場合がございます。 
※販売期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。 


