
首都圏イベント情報（4月） 
 

4月 1日（日）から 

4月 30日（月）まで 

2018『こだわりの”苺“フェア』第 4弾 

青森県八戸市産「さちのか」の 

ストロベリーパフェ 

物産 
資生堂パーラー銀座本店 

サロン・ド・カフェ 

【【開催時間】 （火～土曜日）   11:30 ～ 21:00 （L.O. 20:30） 

               （日曜日・祝日） 11:30 ～ 20:00 （L.O. 19:30） 

        ※定休日 月曜日（祝日の場合は営業） 

【内  容】 青森県八戸市産のいちご「さちのか」を使ったこだわりのストロベリーパフェが、今年も

資生堂パーラー銀座本店「サロン・ド・カフェ」に登場。今が旬の「さちのか」をサロン・

ド・カフェの自家製アイスクリームとともにお楽しみください。 

         ※いちごの入荷状況により内容が変わる場合がございます。 

【問 合 先】 資生堂パーラー 銀座本店 サロン・ド・カフェ TEL 03-3289-2099 

       青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

4月 4日（水）から 

4月 9日（月）まで 
 東北物産展 物産 伊勢丹立川店 

【開催時間】 10:00～19:30（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

4月 11日（水）から 

4月 16日（月）まで 
 東北物産展 物産 伊勢丹浦和店 

【開催時間】 10:30～19:30（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

4月 11日（水）から 

4月 16日（月）まで 
 東北物産展 物産 松坂屋上野店 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日終了時刻 18:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



4月 11日（水）から 

4月 17日（火）まで 
 東北６県の物産展 物産 さいか屋横須賀店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 15:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

4月 12日（木）  青森県物産フェア 物産 電源開発株式会社本店 

【開催時間】 11:00～15:00 

【内  容】 青森県の物産販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（5月） 
 

5月 5日（土）から 

5月 6日（日）まで 
 青森物産展 物産 東京競馬場（府中市） 

【開催時間】 9:00～17:00 

【内  容】 青森県の物産を販売 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

5月 10日（木）から 

5月 11日（金）まで 
 青森物産展 物産 

ＮＨＫ放送センター 

（渋谷区） 

【開催時間】 11:30～16:00 

【内  容】 青森県の物産を販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

5月 14日（月）から 

6月 30日（土）まで 

青森グルメフェア 

陸奥湾ほたてプライドフィッシュフェア 
物産 ホテルグランドパレス 

【開催時間】 ホテルの営業時間に準ずる 

【内  容】 ホテルグランドパレス内の各レストランで県産食材を使用したメニューを提供。 

       フランス料理「クラウンレストラン」…陸奥湾ほたてと青森の美味 キュイジーヌコース 

       日本料理「千代田」  … 青い森会席 

       広東料理「萬壽苑」  … 陸奥湾ほたて入り福禄壽コース   など 

       ※6 月 14日（木）には、ホテルグランドパレスの産直市場「ホテ市」において、 

青森県郷土料理イートインコーナーや物産品販売を行う青森マルシェを併催。 

【問 合 先】 ホテルグランドパレス（代表） TEL 03-3264-1111 

青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

5月 30日（水）から 

6月 5日（火）まで 
 みちのくうまいもの会 物産 さいか屋藤沢店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 15:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（6月） 
 

5月 14日（月）から 

6月 30日（土）まで 

青森グルメフェア 

陸奥湾ほたてプライドフィッシュフェア 
物産 ホテルグランドパレス 

【開催時間】 ホテルの営業時間に準ずる 

【内  容】 ホテルグランドパレス内の各レストランで県産食材を使用したメニューを提供。 

       フランス料理「クラウンレストラン」…陸奥湾ほたてと青森の美味 キュイジーヌコース 

       日本料理「千代田」  … 青い森会席 

       広東料理「萬壽苑」  … 陸奥湾ほたて入り福禄壽コース   など 

       ※6 月 14日（木）には、ホテルグランドパレスの産直市場「ホテ市」において、 

青森県郷土料理イートインコーナーや物産品販売を行う青森マルシェを併催。 

【問 合 先】 ホテルグランドパレス（代表） TEL 03-3264-1111 

青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

5 月 22 日（火）から 

7 月 2 日（月）まで 

青森再発見 

青森会 
物産 マルモキッチン 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 マルモキッチン各店舗にて、県産食材を使用した以下のメニューを提供。 

《海峡サーモンとむつ湾ホタテのわさび醤油ごはん》 

《海峡サーモンと彩り野菜のバター醤油ごはん》 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

5 月 29 日（火）から 

7 月 2 日（月）まで 

青森再発見 

海峡サーモンのだし茶漬け 
物産 だし茶漬け えん 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 だし茶漬け「えん」各店舗にて、脂ののった海峡サーモン、青森の野菜漬け「味よし」を

合わせた季節のだし茶漬けを提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

5月 30日（水）から 

6月 5日（火）まで 
 みちのくうまいもの会 物産 さいか屋藤沢店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 15:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



6月 14日（木）から 

6月 20日（水）まで 
 東北の観光と物産展 物産 ながの東急百貨店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

6月 7日（木）から 

6月 13日（水）まで 
 第５回東北物産展 物産 東武宇都宮百貨店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 16:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（7月） 
 

5月 22日（火）から 

7月 2日（月）まで 

青森再発見 

青森会 
物産 マルモキッチン 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 マルモキッチン各店舗にて、県産食材を使用した以下のメニューを提供。 

《海峡サーモンとむつ湾ホタテのわさび醤油ごはん》 

《海峡サーモンと彩り野菜のバター醤油ごはん》 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

5月 29日（火）から 

7月 2日（月）まで 

青森再発見 

海峡サーモンのだし茶漬け 
物産 だし茶漬け えん 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 だし茶漬け「えん」各店舗にて、脂ののった海峡サーモン、青森の野菜漬け「味よし」を

合わせた季節のだし茶漬けを提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

6月 27日（水）から 

7月 3日（火）まで 
「青森県下北半島東通村」産地直送市 物産 髙島屋新宿店 

【開催時間】 10：00～20：00 但し金・土は 20：30 まで 

【内  容】 東通村産業振興公社、尻屋漁業協同組合、野牛漁業協同組合による東通村特産品の販売。 

【問 合 先】 青森県下北郡東通村 経営企画課商工観光グループ  TEL 0175-27-2111 

7月 4日（水）から 

7月 10日（火）まで 
青森・岩手のうまいものまつり 物産 静岡伊勢丹 

【開催時間】 10:00～19:00 

【内  容】 青森県と岩手県のお店が出店。 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



7月 18日（水）から 

7月 23日（月）まで 
夏のおいしいもの展 物産 伊勢丹相模原店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 未定） 

【内  容】 青森県をはじめ、全国の名物や人気の菓子が集結。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

7月 19日（木）から 

7月 24日（火）まで 
夏祭り ねぶた・七夕 青森・宮城物産展 物産 渋谷駅・東急東横店 

【開催時間】 10:00～21:00（最終日終了時刻 18:00） 

【内  容】 青森県と宮城県の物産が集結。 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（8月） 
 

8月 6日（月）から 

9月 28日（金）まで 
青森県フェア 物産 

プラチナフィッシュ 

（港区） 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 プラチナフィッシュ各店舗にて、県産食材を使用したメニューを提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

8月 25日（土） 青森県合同移住フェア その他 
サピアタワー 

（千代田区） 

【開催時間】 13:00～17:00 

【内  容】 青森県が主催する最大の移住フェアです！！ 

       首都圏から青森県への移住促進に向けて、県の関係機関や市町村が参画・結集し、青森県

の「仕事」「暮らし」「住まい」など移住に役立つ情報を一体的に提供する「青森県合同移住

フェア」を開催します。 

三村知事のプレゼンテーション、先輩移住者トーク、さまざまな相談に対応する個別相談

会など盛りだくさんのプログラムをご用意し、本県への UIJ ターンをお考えの方をサポート

します。 

【問 合 先】  青森県地域活力振興課 TEL 017-734-9174 

 



首都圏イベント情報（9 月） 
 

8 月 6 日（月）から 

9 月 28 日（金）まで 
本州最北青森フェア 物産 

プラチナフィッシュ 

（港区ほか） 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる。 

【内  容】 プラチナフィッシュ 19 店舗にて、県産食材を使用したメニューを提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所  TEL 03-5212-9113 

9 月 1 日（土）から 

9 月 30 日（日）まで 
東北名物料理＆セリーナ創作料理フェア 物産 

ホテル日航成田 

（千葉県成田市） 

【開催時間】 レストランの営業時間に準じる 

【内  容】 ホテル日航成田「カジュアル・リゾート・ダイニング セリーナ」において、青森県をは

じめとした東北５県の食材や郷土料理を提供する東北料理フェアを開催。１０日ごとに

変わる東北味噌のお味噌汁コーナーには、津軽味噌も登場。 

       （ホテル日航成田ＨＰ） 

        https://www.nikko-narita.com/restaurant/serena/ 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 3 日(月)から 

10 月 14日(日)まで 
青森フェア 物産 

サンルートプラザ東京 

（千葉県舞浜市） 

【開催時間】 各レストランの営業時間に準じる 

【内  容】 東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルであるサンルートプラザ東京の館内２レス

トランにおいて、青森県の食材や郷土料理を提供する青森フェアを開催。 

１０月１１日（木）には、２階大宴会場「マグノリアホール」において、「青森の酒と肴

一夜限りの青森祭」を開催。西田酒造店・鳩正宗酒造・八戸酒造の３蔵元の協力による

日本酒飲み比べ、青森県庁水産振興課の職員による県産魚の解体ショー、澤田壽仁氏津

軽三味線パフォーマンス等を実施。 

       （サンルートプラザ東京ＨＰ） 

        http://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/index.html 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



9 月 5 日（水）から 

9 月 10 日（月）まで 
大東北展 物産 横浜タカシマヤ 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日は 18:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 11 日（火）から 

9 月 17 日（月）まで 
東日本うまいもの大会 物産 そごう大宮 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日は 17:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ全国の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 12 日（水）から 

9 月 17 日（月）まで 
東北展 物産 日本橋タカシマヤ 

【開催時間】 10:30～19:30（最終日は 18:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 12 日（水）から 

9 月 18 日（火）まで 
秋のみちのく物産展 物産 さいか屋藤沢店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日は 15:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 15 日（土） 第 16 回 中延ねぶた祭り 観光 中延商店街（品川区） 

【開催時間】 17:00～20:00 頃（雨天決行） 

【内  容】  ２年に一度の大イベント。昭和通り商店会から中延商店街に向けて、ねぶたが運行 

されます。 

同日 12 時から「飲食店フェア」も開催されます。 

【問 合 先】 中延商店街振興組合 TEL 03-3786-0201 



9 月 19 日（水）から 

9 月 24 日（月）まで 
大東北展 物産 高崎タカシマヤ 

【開催時間】 10:00～19:00（土日祝は 19:30、最終日は 17:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 19 日（水）から 

9 月 24 日（月）まで 
まるごといちおし日本の美味しいもの展 物産 静岡伊勢丹 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日は 16:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ全国のこだわりの味・美食の味といわれる特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9 月 26 日（水）から 

10 月 2 日（火）まで 
秋のみちのく物産展 物産 さいか屋横須賀店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日は 15:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品の販売 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（10 月） 
 

9月 3日(月)から 

10月 14日(日)まで 
青森フェア 物産 

サンルートプラザ東京 

（千葉県舞浜市） 

【開催時間】 各レストランの営業時間に準じる 

【内  容】 東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルであるサンルートプラザ東京の館内２レス

トランにおいて、青森県の食材や郷土料理を提供する青森フェアを開催。 

１０月１１日（木）には、２階大宴会場「マグノリアホール」において、「青森の酒と肴

一夜限りの青森祭」を開催。西田酒造店・鳩正宗酒造・八戸酒造の３蔵元の協力による

日本酒飲み比べ、青森県庁水産振興課の職員による県産魚の解体ショー、澤田壽仁氏に

よる津軽三味線パフォーマンス等を実施。 

       （サンルートプラザ東京ＨＰ） 

        http://www.sunroute-plaza-tokyo.co.jp/index.html 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

9月 6日（木）から 

11月 28日（水）まで 
青森フェア 物産 

あえん 

（東京都新宿区ほか） 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 モスダイニングの運営する「あえん」各店舗において、青森県産食材をふんだんに使用

した特別メニューを提供。 

       （あえんＨＰ） http://www.mosdining.co.jp/aen/ 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

10月 1日（月）から 

10月 31日（水）まで 
青森フェア 物産 

さくらさくら 

（東京都千代田区） 

【開催時間】 昼の部 11:30～14:30 ●夜の部 17:30～22:00 ※土曜は夜の部のみ。 

定休日：日曜 

【内  容】 月替りで全国各地の食材を使ったメニューを提供している「さくらさくら」において、

青森県産食材フェアを開催。 

       （さくらさくらＨＰ） http://sakurasakura.co.jp/ 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



10月 1日（月）から 

10月 31日（水）まで 
青森フェア 物産 

結ぶ食房しまゆし 

しまゆし酒場 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる 

【内 容】 青森県産食材を使用したメニューをランチ・ディナーで提供 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

10月 6日（土）から 

10月 15日（月）まで 
みちのく６県大東北物産展 物産 そごう千葉店 

 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日は 17:00 閉場） 

【内  容】 東北６県のご当地自慢の物産が集合。日替わりで登場する「東北のパン」や、人気おみや

げ品等美味しいものを販売。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 

10月 15日（月）から 

10月 16日（火）まで 
霞マルシェ 2018 東北復興応援マルシェ 物産 霞が関ビルディング 

【開催時間】 11:00～19:00 

【内  容】 青森県をはじめ東北６県の特産品が霞マルシェに集結。霞が関ビルディングのロビー階や

霞テラス等で、復興支援や風評払拭を目的に、被災地の名産品を紹介・販売。 

       各県のＰＲイベントも開催予定。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（11 月） 
 

11 月 7 日（水）から 

11 月 8 日（木）まで 
2018 青森人の祭典 in 上野公園 

物産・

観光 

上野恩賜公園 

大噴水前広場 

【開催時間】 10:00～17:00 

【内  容】 東京青森県人会が主催する青森県のグルメや物産が一堂に会するイベント。 

約 40 のブースが出店します。 

【問 合 先】 東京青森県人会事務局 TEL 03-5275-5091 

11 月 3 日（土・祝） 北本まつり「宵まつり」 観光 JR 北本駅西口・西中央通り 

【開催時間】 15:00～20:00 

【内  容】 今年 25周年を迎える埼玉県北本市のお祭り。 

       見所は、迫力あるねぷたやライトアップされた囃子山車の運行。総勢 22 の山車が参戦。 

【参考ＨＰ】 http://www.city.kitamoto.saitama.jp/kanko/oshirase/1508462677492.html 

【問 合 先】 北本市産業振興課 商工労政・観光担当 TEL：048-594-5530 

9 月 6 日（木）から 

11 月 28 日（水）まで 
青森フェア 物産 

あえん 

（東京都新宿区ほか） 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 モスダイニングの運営する「あえん」各店舗において、青森県産食材をふんだんに使用

した特別メニューを提供。 

       （あえんＨＰ） http://www.mosdining.co.jp/aen/ 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

11 月 3 日（土・祝）から 

11 月 28 日（水）まで 
青森県りんごフェア 物産 ららぽーと豊洲 

【開催時間】 10:00～21:00 

【内  容】 クイズラリーやねぷた絵の展示、ねぶた関連のワークショップなど、青森県とりんごに

関連したイベントを開催。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



11 月 7 日（水） 東北の挑戦・魅力祭り 物産 
東京駅丸ノ内南口、 

JP タワーKITTE 

 

【開催時間】 11:00～19:00 

       （オープニングセレモニー 11:00～ ） 

【内  容】 東北６県の復興と創生に向けた様々な「挑戦」と東北が誇る海山の幸、お酒などの名産品、

温泉や景勝地など観光名所の「魅力」を通じて東北の素晴らしさを知っていただきます。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 

11 月 15 日（木）から 

11 月 16 日（金）まで 
2018 大手町・丸ノ内ＪＡＰＡＮ市 物産 大手町、丸ノ内エリア 

【開催時間】 11:00～19:00 

【内  容】 大手町と丸ノ内エリアに東北・九州の物産が集結。 

【会  場】 ①三井住友銀行東館ライジング・スクエア 

       ②東京海上日動火災保険 

       ③読売新聞東京本社 

       ④日経新聞社 

       ⑤ＪＸＴＧエネルギー 

       ⑥みずほフィナンシャルグループ本社 ＯＯＴＥＭＯＲＩ地下２階 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



 首都圏イベント情報（12月、１月） 
 

11 月 28 日(水)から 

12 月 4 日(火)まで 
東信水産「青森のお魚フェア」 物産 東信水産 全店舗 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 東信水産全店舗において、旬の青森県産鮮魚類を販売する青森県フェアを開催。 

12 月 1 日（土）には、荻窪タウンセブンビル地下１階 東信水産荻窪総本店において、

青森県知事によるトップセールスを実施。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

12 月 1 日（土） 荻窪タウンセブン青森フェア 
物産・

観光 

荻窪タウンセブン 

（東京都杉並区） 

【開催時間】 館内各店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 荻窪タウンセブンビルの８階ピロティ及び地下１階生鮮市場にて、シジミすくいや津軽

三味線演奏、青森ねぶた囃子演奏・ハネト体験、青森県中泊町によるＰＲ、青森県産食

材などの試食販売を実施。 

【【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

12 月 5 日（水）から 

12 月 12 日（火）まで 

伊勢丹新宿店 

フレッシュマーケット 青森フェア 
物産 伊勢丹新宿店地下１階 

【開催時間】 10：30～20：00 

【内  容】 伊勢丹新宿店本館地下１階のフレッシュマーケット・シェフズセレクション・粋の座に

おいて、本州最北端の青森県からお届けする美味しい食材を販売する青森特集を開催。

りんご王国・青森が自信を持っておすすめするりんご各種や鮪の最高峰と呼ばれる「大

間の鮪」、2015 年に初めて特Ａ米に認定された「青天の霹靂」など、青森ならではの食材

が販売されます。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

12 月 14 日（金）から 

12 月 15 日（土）まで 

津軽の郷土料理 大盤振る舞いの会！ 

め～ど in ひらかわ 
物産 

なみへい 

（中央区日本橋本石町） 

【開催時間】 18：00～20：30 

【内  容】 けの汁やホタテの刺身、サメの野菜あんかけ、青天の霹靂を使用したみそ焼きおにぎり

など、津軽の郷土料理を味わいながら、平川市を紹介する企画です。 

【会  費】 4,000円（食事・ドリンク・おみやげ付き） 

【定  員】 30名程度（要予約） 

【問 合 先】 なみへい TEL 03-6666-5963 



12 月 20 日（木）から 

12 月 22 日（土）まで 
冬早春の旅 観光＆物産展 

観光・

物産 

東京駅丸ノ内南口、 

JP タワーKITTE 

【開催時間】 11:00～19:00（最終日は 18:00 まで） 

【内  容】 青森県、宮城県、山形県、千葉県、新潟県、山梨県の観光ＰＲと特産品等の販売。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

1 月 9 日（水）から 

1 月 14 日（月祝）まで 
冬の日本のおいしいもの展 物産 伊勢丹相模原店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日は 18:00 まで） 

【内  容】 青森県をはじめ全国の特産品の販売。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

1 月 17 日（木）から 

1 月 21 日（月）まで 
あおもり産直市 物産 ＪＲ浦和駅 

【開催時間】 10:00～20:00（17 日は 17:00から、21 日は 17:00 まで） 

【内  容】 青森県の特産品の販売。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



 首都圏イベント情報（2 月） 
 

1 月 4 日(金)から 

3 月 30 日(土)まで 
シェフの食材探訪“青森県編” 物産 iCas storia 

【開催時間】 店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 iCas storia では 3 か月ごとにシェフが全国を旅して見つけた食材を使用しており、1 月

〜3 月は青森県編。 

長谷川自然牧場の鶏を使用した「自家製つくね～唐揚げ風」や塩谷魚店の鮮魚を使用し

たメイン料理、もりやま園のりんご使用した「リンゴのとろけるわらびもち」など、新

感覚料理をコースで提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

2 月 10 日(日) 
東日本大震災風化防止イベント 

復興応援・復興フォーラム 2019 in 東京 

物産・

観光 
東京国際フォーラム 

【開催時間】 11：00～16：00 

【内  容】  東北４県（青森県、岩手県、宮城県、福島県）が主催する「東日本大震災復興フォー

ラム」と東京都が開催する東日本大震災風化防止イベント「復興応援 2019」の併催。 

東北４県のパネル展示、物販、観光ＰＲのほか、キッチンカーによる郷土料理の販

売、ステージイベントが行われます。 

【問 合 先】 青森県危機管理局防災危機管理課 TEL 017-722-1111(代表) 

2 月 13 日(水)から 

2 月 19 日(火)まで 

“お城と桜とりんごのまち” 

弘前市ＰＲコーナー 
物産 

東京都庁 

全国観光ＰＲコーナー 

【開催時間】 9：30～18：30 

【内  容】  弘前市の観光ＰＲ（パンフレット・ポスター掲示）と物産販売（菓子類、地酒、 

りんご、りんごジュース） 

【問 合 先】 弘前市商工振興部商工政策課物産振興担当 TEL 0172-35-1135 

2 月 15 日(金)から 

2 月 19 日(火)まで 
フードステージ 物産 静岡伊勢丹 

【開催時間】 10:00～19:30 

【内  容】 青森県、岩手県の特産品の販売。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 



首都圏イベント情報（3月） 
 

1 月 4 日(金)から 

3 月 30 日(土)まで 
シェフの食材探訪“青森県編” 物産 iCas storia 

【開催時間】 店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 iCas storia では 3 か月ごとにシェフが全国を旅して見つけた食材を使用してお

り、1 月〜3 月は青森県編。 

長谷川自然牧場の鶏を使用した「自家製つくね～唐揚げ風」や塩谷魚店の鮮魚を

使用したメイン料理、もりやま園のりんごを使用した「リンゴのとろけるわらび

もち」など、新感覚料理をコースで提供。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 5 日（火）から 

3 月 12 日（火）まで 
 東北大物産展 物産 松坂屋静岡店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】  青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 6 日(水)から 

3 月 18 日(月)まで 
まるごとイチオシ日本の美味しいもの展 物産 静岡伊勢丹 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 16:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、全国の物産が集結。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 7 日(木)から 

3 月 12 日(火)まで 
大東北展 物産 京急百貨店 

【開催時間】 10：00～20：00（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 



3 月 13 日(水)から 

3 月 18 日(月)まで 
ニッポン放送うまいもん祭り 物産 高島屋横浜店 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日終了時刻 18:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、全国の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 13 日(水)から 

3 月 18 日(月)まで 
大東北展 物産 高島屋柏店 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日終了時刻 18:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 13 日(水)から 

3 月 19 日(火)まで 
東信水産「青森のお魚フェア」 物産 東信水産 全店舗 

【開催時間】 各店舗の営業時間に準じる 

【内  容】 東信水産全店舗において、旬の青森県産鮮魚類を販売する青森県フェアを開催。 

3 月 16 日（土）には、荻窪タウンセブンビル地下１階 東信水産荻窪総本店にお

いて、中泊町 濱舘町長によるトップセールスを実施。 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 27 日（水）から 

4 月 1 日（月）まで 
 東北物産展 物産 伊勢丹府中店 

【開催時間】 10:00～19:00（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、東北の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

3 月 28 日（木）から 

4 月 3 日（水）まで 
 春の全国うまいもの大会 物産 西武所沢店 

【開催時間】 10:00～20:00（最終日終了時刻 17:00） 

【内  容】 青森県をはじめ、全国の物産が集結 

【問 合 先】 青森県東京事務所 TEL 03-5212-9113 

 


