
 

 

 

 

 

2 0 2 2 年 5 月 1 0 日 
東日本旅客鉄道株式会社 

 
 

JR東日本グループは、これからも東北と共に歩み続けます！ 
 
 

 

 

 
 
1. 2022年春、夏の東北観光キャンペーン 

2021年 4～9月に実施した東北DCのレガシーを引き継ぎ、2022年春、夏も東北の観光キャンペーンを以
下のとおり実施します。 

 
(1) 「巡るたび、出会う旅。東北 宮城・山形・福島」春の観光キャンペーン 
実施期間：2022年 4月 1日～6月 30日 
開催エリア：南東北 3県（宮城県、山形県、福島県） 
実施主体：宮城県・山形県・福島県・JR東日本仙台支社 
U R L：https://www.jreast.co.jp/sendai/minamitohoku_cp/ 

 
① この期間、この場所でしか経験できない特別企画をご用意。 

【特別企画の一例】 
・伊豆沼・内沼バス・バスターズ＆自然体験講座（宮城県） 
・空気神社 フォトジェニックライトアップ（山形県） 
・只見川 霧幻峡の渡し手漕ぎ舟体験＆道の駅奥会津かねやまコース運航（福島県） 
 
※詳細は以下キャンペーン特設サイトでご確認ください。 
 
 
 
 

 

JR東日本は、2021年 4～9月に東北デスティネーションキャンペーン（以下「東北DC」）を地域と
連携して開催し、東北の魅力発信やプロモーションの実施により東北の観光振興に取り組んできました。
2022年度につきましても、JR東日本グループでは東北に関するさまざまな取り組みを実施し、地域の
皆さまと共に歩み続けます。 

 

行って、乗って楽しい！さまざまなキャンペーン、列車などをご用意します。 

空気神社(山形県) 



② 楽しみながら南東北を巡るスタンプラリーを実施。 
南東北の観光スポットを巡っていただくデジタル周遊スタンプラリーを、宮城県・山形県・福島県の主な観
光地、JR東日本の駅、NEXCO東日本のSA・PAを舞台に実施中です。南東北エリア内のスポット約100
箇所のスタンプを集め、素敵な商品をゲットしてください。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(2) 「ドキドキ、キタキタ、北東北」夏の観光キャンペーン 
実施期間：2022年7月1日～9月30日 
開催エリア：北東北 3県（青森県、岩手県、秋田県） 
実施主体：青森県・岩手県・秋田県 

JR東日本盛岡支社、秋田支社 
（北東北三県観光立県推進協議会） 

※北東北の夏の観光キャンペーンの情報は追って発表します。 
 
2. 首都圏と東北をつなぐ団体専用臨時列車の運行 

上記観光キャンペーンの実施に合わせ、首都圏と東北をつなぐ団体専用臨時列車を運行し、旅行会社にて
この列車を利用した旅行商品を発売予定です。 

 
 

 
日程 行程 

7月 2日 

 

7月 3日 

 



（1） 「東北新幹線開業 40周年記念号」「新幹線リレー号」「国鉄色特急列車はつかり号」 
① 運 転 日：2022年 7月 2日・3日 
② 運行区間・運転時刻：7月2日 上野（8:26頃・9:40頃）～大宮～盛岡～青森（17:00頃） 

               7月 3日 青森（11:00頃）～盛岡（14:20頃） 
③ 使用車両： 
・上野→大宮：新幹線リレー号（185系） 
・大宮→盛岡：東北新幹線開業 40周年記念号（E2系） 

※200系カラー車両使用 
・盛岡→青森：国鉄色特急列車はつかり号（E653系） 
・青森→盛岡：国鉄色特急列車はつかり号（E653系） 
④ 発売方法：各旅行会社が専用旅行商品として発売します。 

発売日、設定区間、募集人員、旅行代金などの詳細は、別途旅行会社から発表します。 
※旅行商品により、一部列車を利用しない場合があります。 
※設定旅行会社は追加になる場合があります。 

【旅行企画・実施会社】 
 
 
 

 
 

 
 
※(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行商品は、以下ウェブサイトにて 5月 17日 14時発売開始となります。 
日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/reserve/topList 

 
（2） 「東北新幹線開業 40周年記念号」「新幹線リレー号」 

①  運 転 日：2022年 7月 2日 
②  運行区間・運転時刻：盛岡（8:40頃）～大宮～上野（12:27頃） 
③  使用車両： 
・盛岡→大宮：東北新幹線 40周年記念号（E5系） 
・大宮→上野：新幹線リレー号（185系） 
④  発売方法：各旅行会社が専用旅行商品として発売します。 

発売日、設定区間、募集人員、旅行代金などの詳細は、別途旅行会社から発表します。 
※設定旅行会社は追加になる場合があります。 

【旅行企画・実施会社】 
 

 
 
 

※(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行商品は、以下ウェブサイトにて 5月 17日 14時発売開始となります。 
日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/reserve/topList 

新幹線リレー号(185系) 
国鉄色特急列車はつかり号 

200系カラー車両 

東北新幹線（E5系） 

会社名 発売日 受付時間

㈱ＪＴＢメディアリテーリング 未定 ＪＴＢ旅物語販売センター 0570-06-1113
【月～金曜】　　　9:30～17:30
　※土・日・祝日はお休み

クラブツーリズム㈱ 未定 クラブツーリズム鉄道部 ct.tetsudo@club-t.com -

㈱阪急交通社 未定 トラピックス東京　国内 0570-03-8689
【月～金曜】　　　9:30～17:30
【土・日・祝日】　9:30～13:30

ビッグホリデー㈱ 未定 WEB予約センター 03-3818-6337
【月～金曜】　　  10:00～17:00
　※土・日・祝日はお休み

㈱JR東日本びゅうツーリズム&セールス
5月17日

14:00
大人の休日予約センター

0570-0107-39（ナビダイヤル）
03-3841-0121

【全日】　9:30～17:30

問い合わせ先

会社名 発売日 受付時間

山交観光㈱ 未定 本社営業所 販売企画課 023-641-4567
【月～金曜】            9:30～18:00
【土曜】                    9:30～14:00
　※第2・4土、日、祝日はお休み

㈱JR東日本びゅうツーリズム&セールス
5月17日

14:00
大人の休日予約センター東北

0570-0109-15（ナビダイヤル）
022-222-9709

【全日】　9:30～17:30

問い合わせ先



摘み取り体験 

ポスター 

 
  (3) 「E655系『なごみ（和）』巡るたび、出会う旅。東北号」 

① 運 転 日：2022年 6月 25日、26日 
② 運転区間・運転時刻： 

6月 25日 上野（8:03頃） → 仙台（13:18頃）※東北本線経由 
6月 26日 仙台（13:45頃）→ 上野（20:00頃）※常磐線経由 

③ 使用車両：和（なごみ） 
④ 発売方法：(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスにて旅行商品として発売中です。 

※商品内容などの詳細は(株)JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの以下ウェブサイトもしく
は問い合わせ先をご確認ください。(前ページ 大人の休日予約センター参照) 
日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/content/sp/nagomi/ 

 
 

3. 「TOHOKU MaaS」でスムーズな旅 
 スマホひとつで「便利で快適な旅」をサポートする、旅のマーケットプレイス「TOHOKU 
MaaS」。鉄道、高速バス、観光施設などさまざまなチケットをスマホから購入し、使用できます。
また「行きたいときに行きたいところへ」行けるオンデマンド交通「よぶのる一関」「よぶのる角館」の
予約・決済も可能。 
【取扱チケット】交通フリーパス 17種類、その他交通チケット 40種類、観光チケット 16種類

エリアごとの詳細は、【別紙 1】をご覧ください。 
 
 
 
4. JR フルーツパーク仙台あらはまの摘み取り体験品目の拡大 

丹精こめて育てたいちご・ブドウ・リンゴなど 8品目 156品種を、一年を通し摘み
取り体験できます。2021年はいちごとブルーベリー、2022年からはブドウ、リンゴ、
ナシ、イチジク、キウイ、スグリを含めすべての果物を楽しめます。 

 
 
 

 
 

1. 「大人の休日倶楽部」のお客さま向け情報 
(1)大人の休日倶楽部「蔵王の春」篇テレビ CM放映・ポスター 

JR東日本「大人の休日倶楽部」に起用されている吉永小百合さんが、
「百万人テラス」を訪れた「蔵王の春篇」のテレビＣＭを放映します。 
① テレビＣＭ放映期間：2022年 5月 13日～5月 19日 

※東日本・北海道エリアにて放映 
② ポ ス タ ー 掲 出 期 間：2022年 7月 15日まで 

 
 

和（なごみ） 

知って、学んで楽しい！宣伝展開やイベントを実施します。 



慈恩寺本堂(山形県) 

(2)「大人の休日倶楽部」趣味の会にて、地域の歴史や文化などを深堀する「地域連携講座」の実施 
① 開催日時、講座内容 

2022年 5月 26日、6月 2日 
古代「多賀城」とみちのくを学ぶ講座（宮城県） 
2022年 6月 21日 
開山 1300年 出羽国の古刹「慈恩寺」の謎講座（山形県） 
※7月以降に北東北に関連する講座も開催予定です。 

② 場所 
「大人の休日倶楽部」趣味の会・神田万世橋教室、現地開催など 
※詳しくは「大人の休日倶楽部」趣味の会サイトをご覧ください。ＵＲＬ: https://jre-ot9.jp/shumi/ 

 
2. "私の行きたいが見つかる“イベント「仙台の魅力発見︕仙台旅先体験コレクション in駅たびコンシェルジュ」 

仙台市内とその周辺地域の観光体験コンテンツを楽しめる「仙台旅先体験
コレクションフェスティバル’22（主催：仙台観光国際協会）」と連携して、今
だけここだけの観光コンテンツを「駅たびコンシェルジュ仙台」で実演します。 
※実施時期は 2022年 6月下旬～8月下旬頃を予定しています。 
詳細は決まり次第お知らせします。 

 
3. 特急「ひたち」（E657系）車内での地域の観光情報の放送 

福島県浜通りの観光情報を発信する車内放送を、期間限定で実施します。 
(1) 放送期間：実施中～2022年 6月 30日 
(2) 放送区間：勿来駅～仙台駅間 
※運転状況により、放送できない場合がありますので、予めご了承ください。 
 

 
 

1. 「東北新幹線で旅して当たる︕プレゼントキャンペーン」 
東北・北海道・秋田・山形新幹線を利用する「JR東日本びゅうダイナミックレ
ールパック」対象商品を購入した方から抽選で 100名さまに JRE POINT 
5,000ポイントをプレゼントします。 
・エ ン ト リ ー 期 間：実施中～2022年６月 15日 
・対 象 出 発 期 間：2022年５月６日～６月 30日 
・対 象 商 品 の 詳 細：びゅうトラベルサイト https://www.jre-travel.com/lp/cp02/ 

 
2. 「東北新幹線で旅して当たる︕次回割クーポンキャンペーン」 

東北・北海道・秋田・山形新幹線を利用し、東北６県または北海道に宿泊
する下記出発日のエスコート商品を購入した大人の休日倶楽部会員さまから
抽選で 100名さまに次回購入時に利用可能な 5,000円割引クーポンをプレ
ゼントします。 
・対 象 出 発 期 間：2022年５月６日～６月 30日（期間内に出発の対象商品購入により自動エントリー） 
・対 象 商 品 の 詳 細：日本の旅、鉄道の旅サイト https://www.jrview-travel.com/content/sp/cpn/ 

E657系 

当たって、もらってうれしい！各種キャンペーンを実施中です。 

駅たびコンシェルジュ 



岩泉ヨーグルトを練り込んだ「贅沢
チーズタルト」（東北新幹線） 

オリオンベーカリーの 
「力あんぱん」 

 

煎餅工房さがえ屋の 
「やみつきしみかりせん」 

乃し梅 梅酒 

津軽びいどろのグラス 

3. 「宮城・山形・福島 Suicaのお買いもので当てよう︕JRE POINTキャンペーン」 
(1) キャンペーン期間:2022年 6月 30日まで 
(2) キャンペーン概要: 
キャンペーンの期間中、JRE POINTサイトに Suicaを登録してエントリーの
うえ、宮城県・山形県・福島県の対象店舗において Suica電子マネーでお買
いものをしていただくと、抽選で 2,150名さまに JRE POINTが当たります。 

 
URL：https://www.jreast.co.jp/suicamoney/cp/minamitohoku2022/ 
※「ドキドキ、キタキタ、北東北」夏の観光キャンペーン期間には、北東北 3県で「北東北 Suicaのお買いもの
で当てよう︕JRE POINTキャンペーン」を実施予定です。 

 
 

 
JR東日本グループでは、東北の地産品の販売や催事を実施し、東北の良さをお届けします。実施予定の催事

などは以下のとおりです。また、取扱商品については【別紙 2】をご参照ください。 
 
① ㈱JR東日本サービスクリエーション 
東北・秋田・山形新幹線車内でのそれぞれのエリアに即した地域産品の販売を実施。 

 
 
 
 
 
 
② ㈱JR東日本商事 
場 所:地産品ショップ“のもの”各店舗（上野・秋葉原・東京） 
内 容 ・ 日 時:岩手県フェア 2022年 6月 6日～7月 6日 

山形県フェア 2022年 7月 7日～8月 7日 
 
③ ジェイアール東日本商業開発㈱ 
場 所:グランデュオ立川店、グランデュオ蒲田店 
内 容 ・ 日 時:立川店 東北フェア 2022年 5月 18日～24日 

蒲田店 東北ゆかりの商品をイベント販売 
2022年 5月 25日～31日、6月 8日～23日 

④ ㈱ルミネ 
場 所:えんなり（ニュウマン新宿 2F エキナカ） 
内 容 ・ 日 時:山形県の和菓子屋「乃し梅本舗佐藤屋」の商品や、乃し梅の梅を

使用した梅酒、和菓子にあわせて楽しめる山形の日本酒などを販売
2022年 5月 6日～6月 19日 
※日によって販売商品は異なります。 
※日本酒・梅酒は、5月 23日～6月 19日の限定販売です。 

食べて、使って楽しい！地産品の販売や催事を実施します。 

「山形県産黒毛和牛やわらか
ジャーキー」（山形新幹線） 

いぶりがっこドライ「カリッキー」 
（秋田新幹線） 



A-FACTORYの AOMORI 
CIDRE 「三内丸山ユメカモス  

2021」 
 

工藤パンの「イギリストースト」 

内 容 ・ 日 時:「乃し梅本舗佐藤屋」と連携したオンライン和菓子作り体験を開催 
2022年 6月 4日 ①13:00～ ②15:00～（各回 80分程度） 
※受付期間は 5月 6日～22日（満員になり次第受付は終了します）となります。なお、受付
は店頭受付のみです。 

 
場 所:ルミネアグリショップ（ニュウマン新宿 2F エキナカ） 
内 容 ・ 日 時:山形フェア 2022年 6月 3日～19日 

※【別紙 2】地図中④-2の商品などを販売予定 
 
 

⑤ ㈱横浜ステーシヨンビル 
場 所:シァル鶴見（2F エントランス前） 
内 容 ・ 日 時:青森・函館観光物産展 2022年 5月 17日～21日 

※青森の名産品のほか、「じゃがポックル」など函館に関連した商品も販売します。 
 
 
 

東北 6県の主要駅にある「駅たびコンシェルジュ」を舞台に、駅周辺を中心とした地域の課題解決や地域活性
化をテーマとしたワークショップ「STACON TOHOKU(スタコン東北)」を開催し、熱意ある地域の皆さまと共に、持
続可能な地域の未来を考え取り組んでいきます。 

 
名 称：（仮称）「STACON TOHOKU(スタコン東北)」 
意 味：STATION（駅）× STUDY（学ぶ）× CONNECT（繋ぎ合わせる）×駅たびコンシェルジュを

組み合わせた造語です。 
実 施 時 期：2022年 10月以降 
実施場所：東北 6県の駅たびコンシェルジュ 

（青森、盛岡、仙台、秋田、山形、福島） 
 

 
 

※本プレスリリースに掲載している画像は全てイメージです。 
※列車の編成、時刻は変更となる場合があります。 
※記載の情報は 2022年 5月 1日現在の情報となります。 
 

東北の皆さまと共に！地域活性化に向けた取り組みを実施します。 



 

  

青森・弘前フリーパス 
（ワンデーベーシック／ツーデーセミワイド） 
下記区間の普通列車自由席とバスが乗り降り自由
のフリーパス。 
【ワンデーベーシック】（１日用） 
JR奥羽本線(青森～弘前)+弘南バス(市内 100円循環) 
【ツーデーセミワイド】（2日用） 

JR奥羽本線(青森～大鰐温泉)＋弘南バス(市内 100円
循環)＋青森観光バス(ねぶたん号) 

 
 

鷹巣 

限定 

青森 

一関 

角館 

仙台 

石巻 

上山 

米沢 

本荘 

郡山 

喜多方 

鶴岡 

蔵王温泉 

遠刈田 

とよま 

古川 
鳴子 

仙台空港 

秋田内陸ワンデーパス（全線タイプ）   
秋田内陸縦貫鉄道全線に１日乗り降り自由なフリ
ーパス。急行「もりよし」号もこのパスで OK 

やまがた１日乗車券   
特定区間内の山交バスの路線バスが１日乗り降
り自由のフリーパス。 

平泉町巡回バス「るんるん」１日フリー乗車券 
（販売・利用期間：2022/11/27まで） 

土曜・日曜・祝日に運行する平泉巡回バス「るん
るん」が 1日乗り降り自由なフリーパス。 

気仙沼 

盛岡 

青森空港 

平泉 

つるおか１日乗り放題券（A/B/C）   
指定区間内の庄内交通の路線バスが１日乗り降り自由のフリー
パス。エリアの広さの違いで A/B/Cコースの３種類をご用意。 

最上峡芭蕉ライン 舟下り 
最上川をゆったり下る舟下りの予約チケット。 

まちなか周遊バス１日フリー乗車券   

会津若松市内のまちなか周遊バス「ハイカラさん」
「あかべぇ」が１日乗り放題のフリーパス。 

南三陸 

施設入館チケット 
【秋田県】 

【宮城県】 

・石ノ森萬画館（石巻） 
【福島県】 
鶴ヶ城（会津若松）・御薬園（会津若松）

・会津武家屋敷（会津若松） 

庄内空港 

青森・八戸・十和田湖フリーきっぷ 
（販売・利用期間：2022/11/6まで） 

青森・八戸と十和田湖を結ぶ JRバス東北の「み
ずうみ号」「おいらせ号」が２日間乗り降り自由
のフリーパス。 
 

秋田・男鹿おさんぽきっぷ 
下記区間の普通列車自由席が、2日間乗り降り
自由のフリーパス。 
奥羽本線（和田～秋田～追分）、羽越本線（新
屋～秋田）、男鹿線（追分～男鹿） 
 
オンデマンド交通「よぶのる角館」 
（運行期間：2022/5/17～2023/3/31まで） 

「行きたいときに行きたいところへ」予約に応
じて運行する乗合交通。 

一関×平泉 Oneday Bus Passport 
（販売・利用期間：2022/11/27まで） 

岩手県交通が運行する一関・平泉エリア内の路線
バスが 1日乗り降り自由なフリーパス。 

スワローツアー平泉レンタサイクル予約 

斎藤松月堂駅弁当予約・受取サービス 

いわてホリデーパス 
土曜・休日および特定期間の 1日間、下記区間の
普通列車自由席・BRT・バスが乗り降り自由のフ
リーパス。 
【JR線】東北本線（花泉～盛岡）、大船渡線（一ノ
関～気仙沼）、北上線（北上～ほっとゆだ）、釜石線
（花巻～釜石）、田沢湖線（盛岡～雫石）、山田線
（盛岡～宮古）、花輪線（好摩～大館）気仙沼線 BRT
（気仙沼～柳津）、大船渡線 BRT（気仙沼～盛） 

【IGRいわて銀河鉄道線】盛岡～好摩 
【東日本交通バス】茂市～岩泉病院 

 
 

米沢赤湯回廊パス 
下記区間の JR線・山形鉄道線、山交バスを 1日
乗り降り自由のフリーパス。 
【JR線】 
奥羽本線（峠～中川）、米坂線（米沢～今泉） 

【山形鉄道線】 
フラワー長井線全線（赤湯～荒砥） 

【山交バス】 
 白布温泉線・小野川温泉線 

米沢乗るパス 
（販売・利用期間：2022/11/30まで） 

米沢市内の全路線バス（循環右回り・左回り・南回
り・市民バス）と山交バスの特定区間が一日乗り降
り自由なフリーパス。 

米沢観るパス 
（販売・利用期間：2022/11/30まで） 

会津ぐるっとカード 
会津 11市町村のエリア内の JR線・会津鉄道線・
会津バス・磐梯東都バス・まちなか周遊バス「ハ
イカラさん」「あかべぇ」が 2日間乗り降り自由
なフリーパス。 

都市間高速バス、空港バス等 
東北各地を結ぶ高速バス（予約制・定員制）や空
港連絡バスなど、各種バスチケットも販売。 
【高速バス】予約制６路線、定員制 25路線 
【空港バスなど】８路線 
 

駅レンタカー予約 
東北 6県の 39営業所発着の駅レンタカーを、特
別価格でご予約できます。 

エキトマチケット 
JR東日本エリア各地で使える 1枚 500円の電子
チケット。参画施設での飲食やお買い物、アクテ
ィビティなどにお使いいただけます。 

大湊 

野辺地 

三厩 

五所川原 

十和田湖 

八戸 

目時 

定期観光バス（予約制） 
バスガイド同行で効率的に観光できる定期観光バ
スも、仙台・会津若松発着でご用意。 
【宮城県】 
・仙台お散歩号    ・松島お散歩号 

【福島県】 
・バスと鉄道で行く、鶴ヶ城と大内宿 
・バスツアー 奥会津を巡る旅 
 

大館 

好摩 

宮古 

北上 

花巻 ほっとゆだ 
釜石 

秋田 男鹿 

赤湯 

荒砥 

山形 

今泉 

弘前 

限定 

限定 

仙台まるごとパス／仙台まるごとパスワイド 
（6月中旬販売開始予定） 

仙台を中心に、指定区間の JR線・仙台市地下鉄 
・仙台市営バス・仙台空港鉄道線・阿武隈急行線
と、宮城交通・ミヤコーバス（バス）の一部路線
が 2日間乗り降り自由のフリーパス。エリアの広
さが違う 2種類をご用意。 

 白石 

松島海岸 

山寺 

会津若松 

あぶくま 

福島 

会津柳津 

会津田島 

オンデマンド交通「よぶのる一関」 
（運行期間：2022/10/31まで） 

「行きたいときに行きたいところへ」予約に応
じて運行する乗合交通。 

大衡・加美 

一迫・金成 

小牛田 

登米 

秋田空港 

【別紙 1】 

酒田 

大船渡 

記載の内容は 2022年 5月 1 日現在のものです。チケット類は随時追加・改廃が行われ、内容が変更となる場合があります。画像・イラストはイメージです。 

あおもりホリデーパス 
土曜・休日および特定期間の 1日間、下記区間の
普通列車自由席が乗り降り自由のフリーパス。 
【JR線】奥羽本線（青森～弘前）、五能線（川部～五
所川原）、津軽線（青森～三厩）、大湊線（野辺地～
大湊）、八戸線（八戸～久慈） 

【青い森鉄道線】青森～目時 

久慈 

でご提供するチケットのご紹介 



 
 

  
各種催事などで取り扱う商品（一例）は以下のとおり。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※画像は全てイメージです。 
※記載の情報は 2022年 5月 1日現在の情報となり、取り扱う商品には変更が生じる場合があります。 
 

食べて、使って楽しい！地産品の販売や催事を実施します。 

① 岩泉ヨーグルトを練り込
んだ「贅沢チーズタルト」 
（東北新幹線） 

 
 
 
 

①いぶりがっこドライ 
「カリッキー」 
（秋田新幹線） 

 
 
 

① 「山形県産黒毛和牛 
やわらかジャーキー」 
（山形新幹線） 

 
 
 

②オリオンベーカリーの 
「力あんぱん」 

 
 
 

②煎餅工房さがえ屋の 
「やみつきしみかりせん」 

 
 
 

③津軽びいどろのグラスやお皿、 
一輪挿しなど 

 
 
 
 

③青森ひばを使用した
草木染のストール 

④-1「乃し梅本舗佐藤屋」の商品
や乃し梅の梅を使用した梅酒など 

 
 
 
 

④-2山形県庄内の野菜 

④-2酒田市「加藤敬太郎
商店」の塩麹納豆 

④-2最上エリア「iinya新庄」 
のしそ巻 

⑤黒にんにく 

⑤A-FACTORYの AOMORI CIDRE 
「三内丸山ユメカモス 2021」 

 
 
 ⑤工藤パンの 

「イギリストースト」 

【別紙 2】 
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