
 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 25日 

 日本郵便株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

  

 

 

 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男／以下「日本郵便」）と東日本旅客

鉄道株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 深澤 祐二／以下「ＪＲ東日本」）は、2018年 6月 12日 

に締結した「日本郵便とＪＲ東日本の地域・社会の活性化に関する協定」に基づき、様々な分野で連携

を検討、実施しています。 

このたび、中部圏最大級の複合ビルであるＪＰタワー名古屋内の商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」 

及び名古屋駅のイベントスペースを活用した「東北・信越観光物産博」を以下のとおり実施します。 

 

 

1 概要 

名 称：東北・信越観光物産博 

日 時：2019年 3月 2日（土）11：30～18：00 ※11：00からオープニングセレモニー 

2019年 3月 3日（日）11：00～17：00 

場 所：【物産会場】ＪＰタワー名古屋商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」アトリウム 

【観光会場】ＪＲ名古屋駅中央コンコース イベントスペース 

  共 催：日本郵便株式会社、東日本旅客鉄道株式会社 

  後 援：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、長野県 

  協 力：一般社団法人 東北観光推進機構、一般社団法人 長野県観光機構、東海旅客鉄道株式会社 

 

2 実施内容 

（1）オープニングセレモニー 

 

開催日時 ： 2019年 3月 2日（土）11:00～11:30 

場  所 ： ＪＰタワー名古屋商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」アトリウム 

出 席 者 ： 日本郵便株式会社 専務執行役員 大澤 誠 

  東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 赤石 良治 

  青森県 青森県名古屋情報センター 次長 河原木 尚克 

  岩手県 岩手県名古屋事務所 所長 谷藤 親史 

  宮城県 宮城県大阪事務所 所長 二階堂 幸一 

  秋田県 秋田県名古屋事務所 主幹 菊地 博明 

  山形県 山形県名古屋事務所 所長 早坂 誠司 

  福島県 福島県名古屋事務所 所長 村上 利通 

  新潟県 公益社団法人 新潟県観光協会 常務理事 早福 亮 

  長野県 長野県名古屋事務所 所長  

  一般社団法人 長野県観光機構  

長野県名古屋観光情報センター 
所長 西原 誠一 

  一般社団法人 東北観光推進機構  専務理事 推進本部長 紺野 純一 

  東海旅客鉄道株式会社 

東海鉄道事業本部運輸営業部 
営業担当部長 宮川 信太郎 

ほか 

日本郵便とＪＲ東日本との連携協定に基づく「東北・信越観光物産博」を開催します 

http://www.jreast.co.jp/


 

（2）物産会場 

東北・信越の魅力が詰まったよりすぐりの特産品を販売します。豊かな自然に囲まれた東北・ 

信越の 8県から各地の特産品が勢ぞろいします。 

 

 ＜販売商品例＞ 

県名 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 

出展者 
一般社団法人 

まちこん一宮 
岩手県産株式会社 株式会社鐘崎 株式会社京家 

販売商品

の一例 

りんごスティック 

 

南部せんべい 

 

大漁旗 

 

稲庭うどん 

 

 大きめの果肉がジュ

ーシーで、シャキシャ

キのリンゴパイです。 

小麦粉を練り固め 

バリっと焼いた、素朴

なお煎餅です。 

魚 本 来 の 旨 味 が 

際立つ、プレミアムな

笹かまぼこです。 

細麺なのにコシは 

しっかり。温・冷どち

らでもオススメです。 

 

県名 山形県 福島県 新潟県 

出展者 有限会社ゆたか屋 
公益財団法人 

福島県観光物産交流協会 

株式会社ゆのたに 

じょんのびにいがた 

株式会社津南高原開発 

ニュー・グリーンピア津南 

販売商品

の一例 

秘伝豆 

 

ふくしまの地酒 

 

笹だんご つぶあん 

 

雪下人参ジュース 

 

 大粒で豆の甘みがあ

り、食べごたえのある

一品です。 

種類の豊富な福島の 

地酒。お好みのお酒が 

見つかるはずです。 

甘さ控えめ、笹のかお

りが、さわやかな和菓

子です。 

雪が育んだ、やさしい 

甘さのにんじんジュ

ースです。 

 

県名 長野県 

出展者 
信濃オーガニック 

株式会社 

株式会社 

ファーストグリーン 

販売商品

の一例 

林檎ジュース 

 

乾燥しいたけ 

 

 環境にやさしい農産物

認証取得。安全で美味

な 100％ジュースです。 

自社生産の椎茸を使用。 

おいしく、お買い得な

商品です。 

 ※販売商品等は予告なく変更となる可能性があります。 



 

（3）観光会場 

東北・信越の魅力的な観光情報が盛りだくさんです。東北・信越で人気のご当地キャラクター 

たちも集結して、地域の魅力を PRしながら会場を盛り上げます。 

 

＜登場予定のご当地キャラクター＞ 

県名 ご当地キャラクター 

青森県 いくべぇ 

 

いくべぇは青森を旅していた妖精。 

旅をする間に青森をとても気に入り、青い森に棲みつきました。 

 頭にはりんごの花をモチーフにした帽子をかぶり、おしりには 

白神山地のブナの葉っぱのしっぽがついています。 

青森の旅の心地良さ、心から癒される魅力を紹介しています。 

岩手県 わんこきょうだい 

おもっち 

 

「わんこきょうだい」は、岩手の名物「わんこそば」を 

モチーフにしたキャラクターで、岩手県内の各地の観光を 

PRしています。 

リーダーである「そばっち」をはじめ県内を四つのエリアに分

け、それぞれのエリアを代表する食材を盛り付けたキャラクター

「こくっち」「とふっち」「おもっち」「うにっち」が地域ならで

はの見どころやイベント、食などを紹介します。 

宮城県 むすび丸  宮城のおいしいお米をふっくら炊き上げたおむすび顔に、伊達

政宗公の兜飾りがポイントの仙台・宮城観光 PRキャラクターで

す。 

 仙台・宮城のいいところをみなさんに知ってもらうため、全国 

各地を飛びまわっています。 

秋田県 んだッチ 近未来から秋田を PRするためにやって来た、なまはげ型の 

子どもロボットです。 

2018年 4月１日には秋田県職員に採用され、「あきた PRキャプ

テン」として県内外で元気いっぱいに活動しています。 

山形県 きてけろくん 山形県のカタチ「人の横顔」をモチーフにしたキャラクターで

す。 

「おいしい山形」がぎっしり詰まった旅行バッグを持ってお

り、「山形県おもてなし課長」として山形の PRに努めています。 

福島県 キビタン 福島県の復興シンボルキャラクター「キビタン」は、みんなと

ふくしまを繋ぐ架け橋として活躍中。頭のアンテナでふくしまの

“魅力”と“今”を発信しています♪「キビタン」をなでると幸

せになれるかも！？ 

Ⓡわんこきょうだい 



 

県名 ご当地キャラクター 

新潟県 レルヒさん 新潟の地で日本初のスキーを教え、長野、北海道にも伝えた 

実在の偉人、レルヒさん（テオドール･フォン･レルヒ）が、日本

のスキー発祥 100 周年をきっかけに、「日本元祖スキー漢 

(おとこ)」として、帰ってきました。 

幸せのウコン色に身を包み、日本最大（主に態度）の身長 

およそ 2700mm（気候により変動）という一度見たら忘れられない

凛々
り り

しい風貌で、おもしろそうなところには、季節を問わず出没

します。 

長野県 アルクマ 信州に出没する､大変珍しいクマ。クマなのに寒がりで､いつも

頭にかぶりもの。クマなのに旅好きで､いつも背中にリュック 

サック。信州をクマなく歩きまくり､信州の魅力を世の中にクマ

なく広めるのが生きがいです。 

※登場予定のご当地キャラクターは予告なく変更となる場合があります。 

※ご当地キャラクターは物産会場にも登場します。 

 

(4) その他 

物産会場と観光会場を巡るスタンプラリーを実施します。2か所のスタンプをそろえた方を対象

に抽選で日本郵便、ＪＲ東日本のオリジナルグッズをプレゼントします。 

 ※スタンプ台紙の数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

以 上 

 

 


