
【期 間】 2021年４月20日(火)～5月10日（月）

【実施箇所】 JR東日本エリアのNewDays・NewDays KIOSK（一部店舗除く）

【特設サイト】 https://newdays-tohokufair.jp/（4月20日開設）

実施概要

＜店頭ポスターイメージ＞ ＜商品一例＞

株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー(所在地:東京都渋谷区／カンパニー長：白石 敏男)が

運営する｢NewDays｣「NewDays KIOSK」では、東北6県の自治体やJR6社などが一体となって行う「東北デスティネーション

キャンペーン」連動企画として、4月20日（火）より「東北を応援！エキナカグルメフェア」を東海キヨスク株式会社と共同で開催

いたします。

期間中は、東北6県の魅力あふれる食材を使用した商品や、ご当地商品など、フェア限定商品を多数発売いたします。

東北6県の魅力と豊かな食文化を発信し、お客さまに楽しんでいただくとともに、東北6県を応援します。

また、東北デスティネーションキャンペーン協賛のキリンビール株式会社・キリンビバレッジ株式会社と共同で、「東北グルメセット」や

「観光列車に乗って東北を楽しむ日帰り旅」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施するほか、宮城県産米「だて正夢」を

使用したおにぎりと対象飲料を一緒にご購入いただくと39（サンキュー)円引き、キリン一番搾り生ビールご購入で39（サン

キュー）円引きレシートクーポンが抽選でもらえるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンの売上の一部を、東日本大震災の伝承活動を行っている「一般財団法人3.11伝承ロード推進機構」に寄付を

行います。団体を通じて東北復興の支援を行う活動に役立てていただきます。

東北デスティネーションキャンペーン連動企画

「東北を応援！エキナカグルメフェア」
NewDaysで4月20日より開催！

2021年４月15日

※画像はイメージです

https://newdays-tohokufair.jp/


東北6県の味がNewDaysに大集合

東北6県の酒蔵とのコラボ商品
東北6県の酒蔵様にご協力いただいた限定商品を発売します。

宮城県産米「だて正夢」使用のおにぎり
宮城県産「だて正夢」は，米どころみやぎから「美味しさのみ」を追求し，12年の歳月を経て

誕生しました。「みやぎ米の夢をかなえた，これぞ天下をとる旨さ。」をキャッチフレーズに，

とびきりの甘みともちもち食感が特長。冷めても柔らかさが持続し，お米一粒一粒がしっかりと

感じられ，ごはんそのものの美味しさが際立つお米です。

日本酒チョコ 東北セレクション
4月20日発売 850円

東北６県の酒蔵様にご協力を頂いた日本酒を使用したお酒のチョコレート。
震災復興への思いを込め、一同が一つ一つ手作業で共同開発に至った商品です。
容器は人のぬくもりを感じられるように手作りの国産檜枡を使用しております。
復興祈念と、これからも応援し続けたい思いを込めて、枡に一つずつ丁寧に
焼印を施しました。
取扱エリア：全エリア

こだわり黄金 仙台牛
（宮城県産米だて正夢使用）

4月20日発売 198円

霜降りが入ったやわらかい仙台牛をシンプルに塩・胡椒で味付けし、
旨味を引き立てました。
※「こだわり黄金」は専門店の味を目指し、米・塩・海苔・中具すべてに
こだわったワンランク上のおいしさを目指すシリーズです。期間中は、全商品
「だて正夢」を使用して販売いたします。
取扱エリア：首都圏・長野・東北（秋田・青森除く）・新潟駅

特別純米酒 澤乃泉
東北DCボトル 180ml
4月20日発売 341円

宮城県・石越醸造
深みのある味わいで、コクと香りのバラン
スが取れた純米酒です。
取扱エリア：首都圏・宮城県・山形県・福島県

奥の松 あだたら吟醸カップ
東北DCボトル 180ml
4月20日発売 385円

福島県・奥の松酒蔵
地元二本松の名山「安達太良山」の伏流水を
使用。IWC2018世界第一位の称号・
チャンピオン酒をカップにしました。
爽やかな香りと旨みある辛口吟醸酒です。
取扱エリア：首都圏・福島県・宮城県・山形県

南部美人 上撰カップ
東北DCボトル180ml
5月18日発売 234円

岩手県・南部美人
地元では定番商品として愛されている
カップ酒に、東北DCのロゴマークを
あしらった限定品です。
取扱エリア：首都圏・岩手県・青森県・秋田県

澤正宗ヤングカップ
東北DCボトル200ml
5月18日発売 294円

山形県・古澤酒造
山形県産米（はえぬき）100％使用。
旨い米、うまい水で醸した酒。
熱燗でも冷でも楽しめるお酒です。
取扱エリア：首都圏・山形県・宮城県・福島県

純米カップ東北MONO
東北DCボトル200ml
6月15日発売 330円

秋田県・秋田酒類製造
ほどよい酸味と適度なコク。
秋田のお酒らしいしっかりとした味わい。
取扱エリア：首都圏・秋田県・岩手県・青森県

特別純米酒 じょっぱり
東北DCボトル180ml
6月15日発売 385円

青森県・六花酒造
白神山系地下伏流水を使い、淡麗な口当たり
となめらかな喉ごしが調和した純米酒。
取扱エリア：首都圏・青森県・岩手県・秋田県

※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。



東北6県おにぎり
JR仙台支社・盛岡支社・秋田支社と連携し開発した東北6県の味わいのおにぎりを発売します。

全131商品の中から注目商品をご紹介

仙台味噌焼きおにぎり（ネギ味噌）
4月20日発売 130円

熟成した「仙台味噌」の濃厚な旨味を存分に
味わえる、香ばしい焼おにぎりです。
一味唐辛子のピリッとした辛さでご飯が進み
ます。中にはネギ味噌をトッピングしました。
取扱エリア：首都圏・長野・東北・新潟駅

※東北エリアは5/25～6/21、8/31～9/27の期間に販売

だだちゃ豆おにぎり（塩昆布ご飯）
4月20日発売 160円

枝豆の王様！山形県産「だだちゃ豆」の
あま～く濃厚な味わいと、ホクホク食感が
楽しめます。塩昆布ご飯で豆の甘みを引き
立てた、彩りの良いおにぎりです。
取扱エリア：首都圏・長野・東北・新潟駅

※東北エリアは3/30～4/26、6/22～7/26の期間に販売

いか人参おにぎり
4月20日発売 140円

福島県の郷土料理「いか人参」を再現した、
旨味たっぷりのおにぎりです。
人参のコリコリした食感や、いかと昆布の
旨みが楽しめます。
取扱エリア：首都圏・長野・東北

※東北エリアは4/27～5/24、7/27～8/30の期間に販売

くるみご飯おにぎり
4月20日発売 140円

岩手県で昔から親しまれている「くるみ」
を混ぜ込んだおにぎりです。黒糖と醤油が
きいた甘じょっぱいご飯と、香ばしい
くるみがクセになります。
取扱エリア：首都圏・長野・東北

※東北エリアは3/30～4/26、6/22～7/26の期間に販売

サンドおむすび唐揚げ
（スタミナ源たれ使用）
４月20日発売 270円

青森県で有名な「スタミナ源たれ」で味付け
した濃い目の味わい！ジューシーな唐揚げを
サンドしたボリュームおにぎりです。青森県
産のにんにくとりんごの旨味で、ご飯がすす
みます。
取扱エリア：首都圏・長野・東北

※東北エリアは 5/25～6/21、8/31～9/27の期間に販売

いぶりがっこチーズおにぎり
4月20日発売 160円

秋田県で愛される「いぶりがっこ」を
おにぎりにしました。
燻製したいぶりがっこの食感に、
クリーミーなチーズがマッチ！一口頬張れば、
燻製の香りが口の中に広がります。
取扱エリア：首都圏・長野・東北・新潟駅

※東北エリアは4/27～5/24、7/27～8/30の期間に販売

パティシエのりんご
東北ミックス
4月20日発売

1本入り 216円 4本入り 864円

青森のりんごをパイで包み焼き上げた、シャキ
シャキ食感が楽しめる洋菓子です。それにあわ
せて、東北6県（青森県産りんご・岩手県産練
乳・秋田県産米粉・山形県産さくらんぼ・宮城
県産イチゴ・福島県産もも）の食材を使用した
復興祈念の商品です。
取扱エリア：全エリア

東北六県茶 275ml
4月20日発売 130円

東北六県産の銘柄米100%使用の玄米茶。
お米は、青天の霹靂(青森)、あきたこまち
(秋田)、つや姫(山形)、ひとめぼれ(岩手)、
ササニシキ(宮城)、天のつぶ(福島)を使用。
お米由来のほのかな甘みと上品な風味が
特長です。
取扱エリア：全エリア

小岩井純水東北ミックス
430ml

4月20日発売 151円

白桃中心のミックスフルーツ味。東北産の
６種類の果物のおいしさがぎゅっとつまっ
た味わいです。
Yahoo!ネット募金との協同により、この
商品１本につき１円が、東北のこどもの教
育支援・地域活性化のために活用されます。
取扱エリア：全エリア

※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。



東北6県鳥獣戯画

ハンドタオル（北東北・南東北）
4月20日発売 各660円

サイズ：24cm×24cm 素材：綿100%

A4クリアファイル
４月20日発売 330円

Panest 青森りんごチョコづくし
4月20日発売 135円

青森県産りんごを使用したダイスチョコを包み、
りんご風味のビスケット生地をのせて焼き上げ
ました。さわやかな味わいをお楽しみください。
取扱エリア：首都圏・長野・東北（秋田・青森除く）・新潟駅

Panest たっぷりミルク＆ホイップ
（岩泉牛乳使用のクリーム）

4月20日発売 145円

岩手県産牛乳100%使用の岩泉牛乳を使った
ミルククリームを包み、さらにホイップクリー
ムを入れました。2種類のクリームがたっぷり
入った、満足感を味わえる一品です。
取扱エリア：首都圏・長野・東北（秋田・青森除く）・新潟

かもめの玉子 Eたま5系
4月20日発売 496円

かもめの玉子×新幹線はやぶさＥ５系との
コラボ商品！レギュラーサイズのかもめの
玉子が３個入。お菓子は美味しく、専用箱
で楽しく、家族やお友達とのコミュニケー
ションにうってつけの逸品です。
取扱エリア：全エリア

秋田サワー塩レモン缶 350ml
4月20日発売 218円

秋田県産の原料にこだわったご当地チュー
ハイ。秋田県産酒粕焼酎をブレンドし、
フルーティーで吟醸酒のような香りが、
レモンのさわやかな風味を引き立たせます。
男鹿半島の塩を加えることでほんのり
しょっぱい味わいに仕上げました。
プリン体０、甘味料０です。
取扱エリア：全エリア

EKI na CAFE 栗どら
どら焼あんバター

4月27日発売 各150円

青森県八戸市「菓蔵（かぐら）」のどら焼き。
東日本大震災の被害を受け製造を休止してい
ましたが、震災から10年の今年、復活に向け
たプロジェクトが始動し、夏頃に復活の目途
が立ちました。今回のエキナカグルメフェア
にて先がけて販売します。
取扱エリア：全エリア

濃堅パックあみじゃが
スタミナ源たれ味

4月20日発売 138円

厚切りポテトチップスあみじゃがと、
青森県で50年以上愛され続ける
スタミナ源たれと夢のコラボレーション！
にんにく、りんごの甘辛い味の旨味がたっ
ぷり、おやつにもお酒のおつまみにもぴっ
たりのスナック菓子です。
取扱エリア：全エリア

人気キャラや企業とのコラボ商品でいま注目の鳥獣戯画グッズ。

東北６県のお祭りを楽しむカエルやうさぎの描き下ろしイラストが可愛い、今回のフェア限定商品です。
※高山寺商品化許諾済 取扱エリア：全エリア

A5ノートセット
4月20日発売 550円

中には罫線と鳥獣戯画のイラストが描かれて
います。

裏 表

※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。



Panest ソースカツバーガー
4月20日発売 190円

甘辛いソースをつけた、はみでるくらい大判な
とんかつをサンド！会津地方でお馴染みのソー
スカツ丼をイメージした、食べ応えのあるバー
ガーです。
取扱エリア：首都圏・長野・東北（秋田・青森除く）・新潟駅

酪王カフェオレアイスクリーム
4月20日発売 300円

福島県のソウルドリンク「酪王カフェオレ」
をイメージしたアイスクリームです。
珈琲のほのかな香りと苦みがミルクの甘さと
ベストマッチ！
取扱エリア：首都圏・宮城県・福島県

山形豚の粗挽きサラミ
4月20日発売 250円

山形で育った「山形豚」を天然羊腸に詰め、
桜のチップで燻煙・乾燥させ風味豊かに仕上げ
ました。
取扱エリア：全エリア

やまがたパインサイダー 380ml
4月20日発売 145円

山形県の地サイダー「パインサイダー」を
昔ながらのなつかしい味で復活させました。
取扱エリア：全エリア

フロム蔵王
のむヨーグルト 200ml
4月20日発売 119円

蔵王山麗でつくられた新鮮な生乳からでき
た飲むヨーグルトです。自然なおいしさが
楽しめます。
取扱エリア：首都圏・長野

仙台七夕祭りビール 350ml
4月20日発売 395円

宮城県産米「だて正夢」を使用したビール
です。仙台七夕まつりの過去のポスター
画像のデザイン缶です。
取扱エリア：首都圏・宮城県

牛タン仙台ラー油
4月20日発売 750円

蓋を開けるとごま油の香りで食欲がそそられ、
ひとくちで「甘い」「辛い」「旨い」の絶妙
なバランスを味わうことができる最強ご飯の
お供です。その他どんな料理にアレンジして
も相性抜群です。
取扱エリア：全エリア（一部店舗のみで取り扱い）

いわきフラビール 350ml
4月20日発売 391円

震災から10年の節目に誕生した限定ビール
です。国内におけるフラ文化発祥の地である
福島県いわき市をイメージしトロピカル系
ホップを使用しました。芳醇でフルーティな
香りが特長のラガービールで、原料の一部に
いわき産こしひかりを使用しています。
取扱エリア：全エリア

EKI na CAFE
蔵王産レアチーズタルト
4月20日発売 198円

なめらかでまろやかな味わいが特徴の蔵王
クリームチーズを使ったレアチーズタルトです。
新鮮なしぼりたての牛乳から丁寧につくられた、
蔵王クリームチーズ。その豊かな風味とコクの
あるおいしさをお楽しみください。
取扱エリア：首都圏・長野・東北

※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。



首都圏の一部店舗にて、エキナカグルメフェア限定の駅弁や、東北の人気駅弁を販売いたします。

Suicaのペンギン東北つまみぐい弁当
1,200円

東北各地の食材や郷土料理を盛り込んだお弁当で
まるで旅をした気分に。Suicaのペンギンの
可愛いイラストの掛け紙付きです。

牛肉どまん中
1,250円

山形県産米「どまんなか」をふっくら炊き上げ、
その上に特製のタレで味付けした牛そぼろと
牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当です。

東北福興弁当
～未来へのきざはし～

1,200円

東日本大震災を忘れない…！東北各地から精選の
「食材・献立」満載幕の内弁当。節目の第10弾！

©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

みやぎ海鮮 大漁の宴弁当
1,300円

宮城・三陸の“厳選4種の海の幸”（金華さば、
金華かれい、穴子、かき）をメインに据えた、
ご当地味覚満載の“海鮮のせ弁当”。

政宗公御膳
1,250円

伊達家の家紋「九曜紋」に見立て、政宗公に
まつわる「九つの味覚」を盛り込みました。

駅弁販売店舗

東京駅 NewDays
八重洲中央改札内

八王子
駅

NewDays八王子 浦和駅 NewDays
浦和西口

NewDays
エキュート
京葉ストリート

町田駅 NewDays町田 川口駅 NewDays
川口中央

NewDays
ミニ東ホ５C

横浜駅 NewDays横浜南口 東川口
駅

NewDays東川口

上野駅 NewDays
上野中央口

橋本駅 NewDays橋本 西船橋
駅

NewDays西船橋

NewDaysミニ
上野5号

小田原
駅

NewDays
小田原中央

北本駅 NewDays北本

新宿駅 NewDays
新宿南口中央

大宮駅 NewDays大宮 熊谷駅 NewDays熊谷

品川駅 NewDays＋くすり
エキュート品川
サウス

NewDays大宮西口 小山駅 NewDays
Dila小山

国分寺
駅

NewDays国分寺 NewDays
大宮31号

宇都宮
駅

NewDays
宇都宮中央

立川駅 NewDays立川 NewDaysミニ
大宮32号

水戸駅 NewDaysミニ
水戸7号

※画像はイメージです。※価格は全て税込です。※店舗によって取扱いのない商品もございます。



東北へ「ありがとう」の気持ちを込めて
こだわり黄金シリーズと対象飲料を一緒に買うと
39(サンキュー）円引きキャンペーン

キャンペーン期間中、宮城県産米「だて正夢」を使用したこだわり黄金シリーズと

対象飲料を一緒に買うと、39円引きいたします。

※税込価格からの値引きとなります。

「キリン一番搾り生ビール」を買うと抽選で
NewDaysで使える39（サンキュー）円引きレシートクーポンが
もらえるキャンペーン

期間中、「キリン一番搾り生ビール」350ml缶または500ml缶を買うと、

抽選でNewDaysのお買い物で使える39円引きレシートクーポンが当たります。

レシート発行期間：4月20日（火）～5月10日（月）

39円引きレシートの利用期間は4月20日～5月17日までです。

※当選されるとレシートにクーポンが印字されます。はずれの場合は印字されません。

対象商品を含むレシートで応募！抽選で当たる
東北を応援！エキナカグルメフェアプレゼント
期間中、「東北を応援！エキナカグルメフェア」対象商品ご購入のレシートで

「東北グルメセット」や「観光列車に乗って東北を楽しむ日帰り旅」が当たる

プレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳しくは店頭応募はがきもしくはホームページをご確認ください。

【NewDays賞】 500円以上購入のレシートで応募

東北の味を満喫！東北グルメセット 60名様（各コース20名様ずつ）

東北6県の味を詰め合わせした特別なセットです。各県の味覚をご自宅で満喫できます。

「飯の友セット」「麺セット」「酒の友セット」よりお選びください。

【KIRIN賞】 2,000円以上購入のレシートで応募

東北の旅を満喫！のってたのしい列車「フルーティアふくしま」

「SLばんえつ物語」を楽しむ日帰り旅 10組20名様（各日5組10名様）

走るカフェの観光列車「フルーティアふくしま」と、レトロな雰囲気を楽しめる

「SLばんえつ物語」に乗って、東北の景色を車窓から楽しめます。

出発日 ①7月10日 ②7月17日 よりお選びください。

※旅行企画・実施 （株）びゅうトラベルサービス（JR東日本グループ）

※東京駅発着の旅行商品です。「フルーティアふくしま」は郡山→会津若松、

「SLばんえつ物語」は会津若松→新津の区間の乗車となります。

※利用する列車の座席は相席となる場合があります。

※画像はイメージです。



NewDaysでは、東日本大震災の伝承活動を行っている「一般財団法人3.11伝承ロード推進機構」
に本キャンペーンの売上の一部について寄付を行います。
団体を通じて東北復興の支援を行う活動に役立てていただきます。

一般財団法人3.11伝承ロード推進機構（以下、伝承機構という。）は、産学官民

が連携し、東日本大震災の実情や教訓を伝承する組織として令和元年8月1日に

発足しました。

東日本大震災の被災地には、震災遺構や震災伝承施設が約300施設あります。

これらの施設を、国内外の多くの方に巡り学ぶ機会として活用していただくために、

伝承機構において様々な活動を展開しています。

防災力の向上は、住民・行政・企業のそれぞれが「学び」「備える」ことが重要です。

その貴重な教訓が揃っている東日本大震災の被災地が効率的・効果的に活用

されるよう、わかりやすい案内やツアーの企画等を通じて、全国各地の防災力向上に

貢献したいと考えています。

https://www.311densho.or.jp/

東北DCは、東北6県の自治体や観光関係者とJR6社などが一体となって行う大型の

観光キャンペーンです。

開催期間は2021年4月1日（木）～9月30日（木）で、東北6県で6ヶ月の開催

は初めての取組です。

震災から10年の節目に開催する「東北DC」では、各県の力をかけ合わせて東北の

大きな力にし、東北の魅力を国内外へ発信することによって東北観光のブランド化を

推進していきます。

この機会に多くの方が東北を訪問し、復興に向けて歩む姿を見ていただきたいと考えて

います。

特設サイト https://www.tohokukanko.jp/dc/

株式会社JR東日本クロスステーション https://www.jr-cross.co.jp

https://www.311densho.or.jp/
https://www.tohokukanko.jp/dc/
https://www.jr-cross.co.jp/

