
2021年7月15日
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

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」と東海キヨスク株式会社（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 公一）は、

7月20日（火）より、「ニッポンうまいもん物産展」を共同で開催いたします。

期間中は、全国各地でおなじみのお土産やご当地商品を多数取り揃えるほか、銘店・名産とのコラボで生まれたスペシャル商品や、

全国のうまいものを熟知したNewDaysバイヤーが厳選した商品を発売します。

また、対象商品1品以上を含む600円（税込）以上ご購入のレシートでご応募いただくと、「日本のおいしい食べ物 グルメカタログ

ギフト」や「ご当地カレーセット」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

NewDaysに全国のうまいが大集合!
「ニッポンうまいもん物産展」を
7月20日（火）より開催！

「ニッポンうまいもん物産展」概要

【実施期間】 2021年7月20日(火)～8月9日（月）

【特設サイト】 https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/japan （7月20日開設）

【実施箇所】 NewDays・NewDays KIOSK ※一部対象外の店舗もございます。

※東海キヨスク株式会社の実施箇所や詳細につきましては東海キヨスク株式会社のホームページをご確認ください。

＜店頭ポスターイメージ＞
＜販売商品一例＞

https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/japan


EKI na CAFE ウメダチーズラボ監修

チーズ好きのためのチーズドッグ

7月20日発売 160円

2018年にチーズスイーツ専門店として誕生した「ウメダチーズラボ」

監修のチーズドッグです。ふんわり生地と風味豊かでなめらかな

クリームが入った贅沢なチーズドッグは、まさにチーズ好きのための

一品です。

販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

全国の銘店・名産とのスペシャルコラボ商品！

パネスト 金沢チャンピオンカレー監修
カレーパン

7月20日発売 150円

金沢カレー発祥の店「チャンピオンカレー」監修のビーフカレーを
包みました。ウスターソースの旨味が特徴の味わいです。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北（秋田・青森除く）

金沢カレーのレシピを作り育てた会社
創業から60年、北陸で熱狂的に愛されるカレー屋

パネスト 鶴橋風月監修
焼きそばパン

7月27日発売 140円

大阪の老舗、鶴橋風月監修の焼きそばパン。
こだわりのソースを使用した焼きそばをサンドし、刻み紅生姜と
あおさ粉をトッピングしました。
販売エリア：首都圏・長野・新潟（新潟駅のみ）・東北（秋田・青森除く）

大阪鶴橋発祥のお好み焼き・焼きそばのお店

大阪定番土産として人気急上昇中のチーズスイーツ専門店です！

こだわり黄金おにぎり 各種
7月20日発売

キャンペーン期間中のこだわり黄金シリーズのお米は
新潟県産米「コシヒカリ」を使用しております。
適度な粘りを持ち、柔らかく、しっかりした味わいで、
一噛みでうま味がはじけます。

プライベートブランドのおにぎり「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。
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EKI na CAFE 生クリームパン ずんだシェイク風味

7月20日発売 198円

萩の月で有名な菓匠三全が手掛ける「ずんだ茶寮」の人気商品

「ずんだシェイク」をイメージした生クリームパンです。

つぶつぶ感が楽しいオリジナルのシェイクを生クリームパンに

アレンジしました。

取扱エリア：首都圏・長野・東北（一部店舗を除く）

厳選した枝豆を使っておいしくヘルシーなスイーツを提供する
仙台発「ずんだスイーツ」専門店



全国のうまいを熟知したNewDaysバイヤー厳選商品！

雪塩ちんすこう
7月20日発売 129円

宮古島の地下海水を汲み上げて精製
された雪塩がちんすこうの甘さを引
き立てることで、甘さ控えめで塩味
の効いた、上品で豊かな味わいです。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

札幌おかき
Oh！焼とうきび

7月20日発売 154円

国産もち米の生地に北海道産の
とうきびパウダーをたっぷり
練り込み、焦がし醤油で焼き
上げた「焼きとうきび」の風味
豊かなおいしさを再現しました。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

パティシエのりんご
東北ミックス

7月20日発売 216円

東北６県のおいしいを詰め込んだ
スティックタイプのアップルパイ。
宮城県産イチゴ、山形県産
さくらんぼ、福島県産もも、
青森県産りんご、岩手県産練乳、
秋田県産米粉を使用。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

めんべいマヨネーズ
7月20日発売 160円

九州の定番商品。明太子と相性が
良いマヨネーズ。めんべいの辛味に
マヨネーズの深いコクと、ほどよい
酸味が絶妙にマッチしています。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

スゴおに 海老天むす
7月27日発売 300円

名古屋の味「天むす」をイメージしたおにぎりです。
名古屋で定番の青さ粉を入れて、さらにそばつゆで茶色い衣を
演出した本格派。海老天２本を海苔でしっかり包みました。
天タレでジューシーにお召し上がりください。
販売エリア：首都圏・長野

スゴおに ポーク玉子バーガーおにぎり
7月20日発売 350円

沖縄の郷土料理「ポーク玉子」がボリューム満点のバーガー
おにぎりで登場。
ポーク２枚で分厚いたまごと醤油マヨ、ご飯を挟みました。
がぶっとかぶりつきたい、見た目も楽しいおにぎりです。
販売エリア：首都圏・長野

ハリークレインズ
クラフトハイボール 355ml

7月20日発売 297円

北陸唯一のウイスキー蒸留所「三郎丸蒸留所」
が造るクラフトハイボール。今までになかった
本格的なハイボールを目指し、吟味を重ねて
たどり着いた、スモーキーな香りとドライな
飲み口です。
販売エリア：首都圏のみ

よかいち芋焼酎純水割り
250ml

7月20日発売 180円

芳醇黒麹仕込みで、さつまいもの甘い芳醇
な香りとコクのある深い味わいに仕上げ
ました。九州産さつまいもを100%使用し、
芋の旨みを追求した本格芋焼酎よかいちの
アルコール度数10％の純水割りです。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

静岡割り抹茶ハイ 340ml
7月20日発売 154円

「日本三大銘茶産地」静岡県島田市川根
地区の抹茶使用。焼酎を抹茶と国産緑茶
で割った糖質ゼロ、香料・着色料不使用
のお茶割りチューハイ。お茶の旨みが
感じられ、料理と一緒にすっきり飲める
炭酸なしのチューハイです。
販売エリア：首都圏のみ
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オホーツクの塩ラーメン
7月20日発売 350円

自家製のオホーツクの海水塩を
使った塩ラーメンです。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

from北海道焼きタラチーズ
7月20日発売 216円

なめらかな口どけのチーズを
魚肉シートにのせてオーブンで
焼き上げました。北海道産
チェダーチーズ入りです。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

上杉カルパス
7月20日発売 216円

国産原料肉の「米沢牛スープ」を
練りこみ、旨みたっぷりに仕上げた
絶品カルパスです。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

レモスコ味
イカ天スリムパック

7月20日発売 171円

広島のご当地調味料「レモスコ」
のきゅんとすっぱいレモンの酸味
とほどよい辛味がイカ天の味わい
とマッチした、サクサクいか天
スナックです。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

猟師工房ジビエ鹿肉カレー
7月20日発売 518円

東京大学「狩人の会」と共同で開発したジビエ鹿肉
カレーです。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

真田カルパス
7月20日発売 259円

国産の鶏肉と豚肉に信州産の鹿肉を加えたカルパスです。
※国産ジビエ認証あり。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

白バラミルク珈琲 200g
7月20日発売 178円

おいしさにこだわった鳥取県大山乳業の
「白バラ牛乳」とアラビカ種100％の
コーヒー豆を使用したミルク珈琲です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北（青森除く）

白バラコーヒー 200ml
7月20日発売 127円

鳥取県内産生乳を７０％使用した、
甘味・コク・風味をいかしたカフェ・
オ・レです。カラメルや香料を使用せず、
ミルクとコーヒーがかもしだす香りを
大切にしています。
販売エリア：首都圏・長野

EKI na CAFE ハニーラテ
7月20日発売 198円

北海道産はちみつの持つ穏やかな甘さと、
北海道産クリームのコク、深みのある
コーヒーのバランスが絶妙な、ちょっと
大人なハニーラテです。ランチやおやつ
のおともにもぴったりの一品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北
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東京ピーナッツマニア
7月20日発売 378円

ピーナッツバターの素材感と濃厚さ
が味わえる一口サイズのお菓子です。
口に入れた瞬間は香ばしさと繊細な
食感を、中盤からはねっとり広がる
濃厚な味わいが楽しめます。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

シュガーバターの木
あまおう

7月20日発売 842円

福岡だけの希少な苺「あまおう」の
果汁100％のオリジナル苺バターで
ジュワっと焼き上げた、博多でしか
味わえない「あまおう」苺づくしの
一品。博多地区限定の商品です。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

シュガーバターの木
お抹茶ショコラ

7月20日発売 813円

日本有数の抹茶の里、愛知県西尾の
香り高い抹茶とコク深い抹茶2種類を
石臼挽きし、ショコラとともにとろ
りと練り上げました。これまでにな
い抹茶づくしの一品。名古屋地区限
定の商品です。
取扱エリア：首都圏・長野・新潟・東北

鎌倉半月 2枚入
7月20日発売 270円

小さなお子様からご年配まで幅広い年齢
層に人気の鎌倉銘菓。香ばしく焼き上げ
た生地をパリンッとかじれば、クリーム
がふわっととろける“パリふわゴーフレッ
ト”です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

ウイロバー
7月20日発売 702円

名古屋銘菓の「ういろ」を一口サイズに
してバーを付けることで、食べやすく
可愛いビジュアルになり、SNSでも話題
の商品です。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

うなぎパイミニ10枚入
7月20日発売 712円

「夜のお菓子」として、昭和36年から
販売されている浜松銘菓。当時から今に
至るまで職人の手作りを継承しています。
販売エリア：首都圏・長野・新潟・東北

東京都 福岡県 愛知県

神奈川県 愛知県 静岡県

※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。
※食品の価格はお持ち帰り時の価格となります。店内でご飲食される場合には価格が異なりますのでご了承ください。
※ご紹介の商品のほか、全174商品発売いたします。



【応募方法】

キャンペーン期間中にNewDays・NewDays KIOSKで「ニッポンうまいもん物産展」対象商品1品以上を含む、600円（税込）

以上ご購入のレシートに発行されるIDを1口として、レシートに印字されているQRコード®・URLよりご応募ください。

レシート有効期間：2021年7月20日（火）～8月9日（月）

応募締切：2021年8月10日（火）

※600円（税込）以上のお買い物には、たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類（Suicaカード・プリペイドカードなど）および公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・

チケット類・サービス品（コピーサービス・宅急便など）、カプセルトイ（機械で販売している商品）等は含まれません。また、商品の無料引換・値引き・割引実施時は

無料引換・値引き・割引等が反映された後の合計金額が対象となります。※東海キヨスク株式会社の店舗で購入のレシートではご応募できません。

【賞品内容】

日本全国のうまいもんが当たる！プレゼントキャンペーン

※QRコード®は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※画像はイメージです。

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

NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOでニッポンうまいもん物産展対象商品を買うと貯まる
スタンプを集めて10％引きクーポンをプレゼント！

NewDaysアプリの会員登録と、アプリにSuica・PASMOのID番号を登録していただき、登録した

Suica・PASMOでニッポンうまいもん物産展対象商品をご購入いただくと、アプリのスタンプが

1商品につき1つ貯まります。スタンプが5個貯まると、次回のお買い物の際に使用できる10%引き

クーポンをアプリに配信いたします。

※10％引きクーポン使用の対象外商品

たばこ・雑誌・書籍・新聞・郵券類（Suicaカード・プリペイドカードなど）および公共料金などの収納代行・Suicaチャージ・

チケット類・サービス品（コピーサービス・宅急便など）、カプセルトイ（機械で販売している商品）等

※東海キヨスク株式会社の店舗で購入の商品ではスタンプは貯まりません。

※10％引きクーポンは東海キヨスク株式会社の店舗では使用できません。

https://www.jr-cross.co.jp/

