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2021年7月14日
「東北ハウス」実行委員会

実施計画の概要

添付資料3

東北・新潟の情報発信拠点事業

＜備考＞・本資料の画像等はイメージです。実際の仕上がりとは異なる場合があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響等により、本内容に変更が生じる場合があります。



1 事業趣旨・全体概要

１.事業趣旨

2.事業概要

2011年の東日本大震災の発生から10年の節目の年に、“復興五輪”を基本方針とする東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、全世界から日本
への注目が高まる。

この機会に『世界から寄せられた支援に対する感謝の気持ち』や『復興に向けて着実に歩んでいる元気で安心な東北の姿』、『日本の他地域では味わえない観光地
“東北・新潟”の魅力』を様々な方法で世界に発信することで、①東北・新潟の認知度を向上させ、風評を払拭し、②東北・新潟への訪問意欲の喚起および送・誘客の
創出を行うとともに、③東北・新潟エリアにおける交流人口拡大・消費拡大を図る。

加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催が1年延期となったが、所期の目的を達成するとともに、コロナ禍により疲弊した地域経済の回復に向けて事業を
展開する。

東北・新潟の情報発信拠点事業「東北ハウス」実行委員会 （委員⾧:海輪 誠 （一社）東北経済連合会 会⾧）
［構成機関］青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、仙台市、東北六県商工会議所連合会、一般社団法人新潟県商工会議所連合会、

一般社団法人東北観光推進機構、株式会社河北新報社、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社JTB、一般社団法人東北経済連合会（事務局）

■実施内容

• 新型コロナウイルス感染症の影響（事業期間中の訪日外国人の入国・行動制限等）を考慮し、「リアル開催」（実開催）における展示や体験を通じた発信に加えて、
「東北ハウス」Ｗｅｂページ上での「バーチャル開催」（コンテンツのデジタル化等）の二段階で実施する（ポストコロナにおける新たな開催スタイルを目指す）。

リアル開催（実開催） バーチャル開催（コンテンツのデジタル化等）※

■期間・会場

2021年7月22日（木・祝）～8月7日（土） （17日間）
（開場時間 7月22日13:00～19:00、7月23日以降11:00～19:00

※最終入場時間18:30）
アキバ・スクエア（東京・JR秋葉原駅前）

2021年8月24日（火）～2022年1月24日（月）（5ヵ月間）
※…「東北ハウス」Ｗｅｂページ上で展開

■ターゲット

事業期間中の訪日外国人および国内居住者（外国人を含む）
［訪日外国人は入国・行動制限がない場合］

※将来的なインバウンド誘客を意図し、Ｗｅｂページ上での海外に向けた
発信は実施

国内外に向けて発信（特に訪日が困難な海外に向けて発信）

• 東日本大震災からの復興支援への感謝および復興状況等の発信

• 東北・新潟の魅力（自然、祭り、伝統工芸、酒・食、雪など）の紹介・体験および観光情報の発信 など

■主 催



2 コンセプト

「東北ハウス」総体として、東北・新潟への誘客促進・交流拡大

感謝 交流

明日へ

復興を示すパネル・映像など
（感謝の気持ち、復興の成果、

震災の風化防止等）

『復興支援への感謝の気持ちを伝える』

世界中から届いた支援への「感謝」、さらには復興を

成し遂げつつある姿や復興に取り組んできた方々の笑顔を

キーワードとして、パネルや映像等で可視化し表現する。

風景・祭り等の映像上映

伝統工芸体験

酒と食体験

『東北・新潟の魅力を訴求』

豊かな自然をはじめとする地域資源の映像とともに、

伝統や文化などの体験等を通じて、地域全体の持つ魅力を

訴求し、認知拡大・興味喚起を図る。

『地域の明日へ向かって』

東北・新潟の未来に向けて活動を行っている

企業等を紹介する。

雪体験

企業等の取り組み
紹介ブース

復興支援への感謝・復興する姿の発信 地域の魅力の発信

• 「感謝」「交流」「明日へ」の3つのコンセプトのもと、「東北ハウス」を展開する。
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1．リアル開催

コンテンツの多言語対応に関して＜会場内共通＞

• 「東北ハウス」内のコンテンツの言語は、日本語および英語表記とする。

• その他の言語（中国語（簡体字／繁体字）・韓国語）については、二次元コード等を掲示して「東北ハウス」Webページに誘導し

補足説明を行う。



4 会場レイアウト（イメージ）

アキバ・スクエア
住所:
千代田区外神田4ｰ14ｰ1
秋葉原UDX 2階

＜会場概要＞

・JR「秋葉原駅」徒歩2分（秋葉原駅は、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスも乗り

入れる交通の結節点）、東京メトロ銀座線「末広町駅」徒歩3分。

・秋葉原UDXは22階建ての複合型オフィスビルで、アキバ・スクエアのある2階は、JR秋葉

原駅前広場からアキバブリッジ（歩行者デッキ）で直結。

・秋葉原は、国内に加え海外からの観光客も多数訪れる、集客力の高いエリア。観光案

内施設をはじめとするインバウンド対策にも対応。

ウェルカム
ボード

インフォグラフィック
ウォール

（復興支援・状況データ）

「8K映像が語る
震災遺構」コーナー

「3.11 伝承ロード」
コーナー

伝統工芸
体験

酒と食体験

雪体験感謝のパネル

メディア
ライブラリー

東北・新潟の魅力発信映像
「The View from TOHOKU & NIIGATA」

各県市
デー

アンケート
コーナー

入口 出口

コンシェルジュ
カウンター

「明日へ」向けた
取り組み紹介

（ゴールドスポンサー
ブース）



5 【感謝】実施コンテンツ概要
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ウェルカムボード
（実行委員⾧メッセージと館内マップ）1

東日本大震災メディアライブラリー
（地元新聞社の特集記事）4

実行委員⾧からの世界中から届いた復興支援への謝意と

「東北ハウス」の開催趣旨等を伝える。

2

被害状況など東日本大震災の概要に加え、世界中から寄

せられた支援および復興が進む状況を示すデータ等を紹介。

海外の方にもわかり易く伝えるため、グラフや図形等で表現。

インフォグラフィックウォール
（復興支援・状況データ）

「8K映像が語る震災遺構」コーナー 6

東日本大震災発生以降の地元新聞社の記事を紹介。各

新聞社が、被災県では震災復興、被災県以外では復興支

援などの記事を中心に震災後の象徴的な記事を各紙一面

ずつにまとめ、Ｂ１サイズに拡大して掲示。

「3.11 伝承ロード」コーナー

東日本大震災の記憶の風化防止等を目的として制作され

た映像「８Ｋ映像が語る震災遺構」と、震災直後から撮影

した被災地の「定点観測映像」を上映。

東日本大震災の被災地にある震災遺構や展示施設等の

震災伝承施設を結んだ「3.11伝承ロード」のマップを掲示。

［協力:NHK仙台放送局］ ［協力:3.11伝承ロード推進機構］［協力:地元新聞社9社］

感謝のパネル
（復興に取り組む方々からのメッセージ）３

震災復興に取り組む方々からの復興支援に対する“感謝の

メッセージ”をパネルと映像で紹介。震災復興にまつわるエピ

ソードや、これまでの支援への感謝の気持ちなどを伝える。
［協力:復興庁（「応援団」分以外の制作）］

岩手県宮古市・たろう観光ホテル

宮城県山元町・中浜小学校 福島県浪江町・請戸小学校



6 【感謝】主なコンテンツ

• 震災復興に取り組む方々からの復興支援に対する“感謝のメッセージ”をパネルと映像でお伝えします。

• 岩手・宮城・福島各県の計８名（組）から、震災復興にまつわるエピソードや、これまでの支援への感謝の気持ちなどを語っていただきます
（岩手・福島各３名、宮城２名（組））。

• さらに、「東北ハウス応援団」（東北ゆかりの著名人の方々）の方々からのメッセージと映像も紹介します。［協力:復興庁（応援団以外の８名（組）分の制作）］

感謝のパネル3

２
４
０
０
ｍ
ｍ

1450mm

メ
ッ
セ
ー
ジ • 二次元コードを読み取るとWebペー

ジにアクセス。
• SNSを通じたシェア、ツイート等での

拡散を図る。

所属・氏名 エリア

岩

手

県

ブルーインパルス パイロット 佐藤 貴宏氏 山田町

株式会社北三陸ファクトリー 代表取締役 下苧坪 之典氏 洋野町

大学生 洞口 留伊氏 釜石市

宮

城

県

石巻ジュニア ジャズオーケストラ
山田 元郎氏、近藤 哲也氏、阿部 明日香氏、佐藤 志龍氏、宮本 璃子氏

石巻市

青い鯉のぼりプロジェクト 共同代表 伊藤 健人氏 東松島市

所属・氏名 エリア

福

島

県

福島市観光コンベンション協会 クームズ・アンドリュー氏（オーストラリア出身） 福島市

スパリゾートハワイアンズ フラダンスチーム 齋藤 遥氏 大熊町

ファーム白石 白石 ⾧利氏 いわき市

＜登場者一覧＞
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東北・新潟が誇る日本酒や地場産品
の展示・提供を通じて食文化に触れて
いただき、風評払拭にもつなげる。日本
酒は東北・新潟の約210の蔵元の銘
柄をそろえ、会場に展示。

 【交流】実施コンテンツ概要

1

東北・新潟の酒と食体験
（日本酒の展示と地場産品の提供）3

東北・新潟の魅力発信映像
「The View from TOHOKU & NIIGATA」

東北・新潟の雪体験
（屋内・屋外）4 東北・新潟のコンシェルジュカウンター

（総合観光情報案内）5

東北・新潟の伝統工芸体験
（伝統工芸品の製作体験と展示）2

東北・新潟のありのままの風景やモーショングラフィックス（ＣＧ）を駆使した夏祭り映像など、「四季」をテーマとした「東北ハウス」オ
リジナル作品を180度の巨大パノラマスクリーンで上映する。仙台で生まれ、世界で活躍する「ＷＯＷ」が技術を駆使して制作。

職人の手ほどきを受けながら、伝統工
芸品の製作体験をしていただく。
約130点もの伝統工芸品も展示。

東北・新潟の代表的な観光資源であ
る雪の魅力を、VR映像により真夏の
東京で疑似体験していただく。本物の
雪体験も日数限定で実施。

各県市デー
（各自治体によるイベント・PR）6

［協力:各県酒造組合、仙台国税局］

通訳案内士と東北ハウスAI観光アシ
スタントよる総合的な観光情報案内。
東北・新潟への来訪意欲を高めていた
だく。

［協力:NTTグループ

（東北ハウスAI観光アシスタント）］

東北各県・新潟県、仙台市のイベント
を各自治体2日間ずつ、会場内のイベ
ントスペース等で実施。工芸品製作体
験や地場産品の提供も同じ自治体の
内容として一体的に展開する。



8 【交流】 主なコンテンツ①

東北・新潟の魅力発信映像
「The View from TOHOKU & NIIGATA」

1

• 仙台で生まれ、世界を舞台に活躍するクリエイター集団「ＷＯＷ」が制作する「四季」をテーマとした「東北ハウス」オリジナル作品を上映します。

• 東北・新潟のありのままの風景や、モーショングラフィックス（ＣＧ）を駆使し“普段絶対に見られない”（実写では撮れない）ようなダイナミックな視点でと

らえた夏祭り映像等を、１８０度（半円形）・円周３４ｍの巨大パノラマスクリーンの圧倒的な迫力で体感いただきます。

• １８０度画面での実写を含めた映像制作は、多彩な映像表現を持つＷＯＷとしても初の試みで、大型ドローンに３６０度カメラを搭載して風景を撮

影したり、複数の通常サイズの映像を１８０度の映像に合成（ステッチング）する等の技術に初めて挑戦する意欲作です。

※東北観光推進機構や自治体所有の映像も別途会場内で上映します。これにより、上記映像を補完する形で、東北・新潟の魅力を総合的に発信します。

高さ約4m × 幅約22m（円周では約34ｍ）の180度・巨大パノラマスクリーン（半円形）



9 【交流】 ＜参考＞ 「The View from TOHOKU & NIIGATA」撮影地について

自治体名 春 夏 秋 冬

青森県 弘前公園の桜 青森ねぶた祭り
（展示ねぶた撮影＋CG） 十和田湖の紅葉

岩手県 浄土ヶ浜と北山崎 盛岡さんさ踊り
（スタジオ撮影） 八幡平の紅葉

宮城県 松島 鳴子峡の紅葉

仙台市 仙台七夕まつり
（CG） SENDAI光のページェント

秋田県 角館の武家屋敷のしだれ桜 秋田竿燈まつり
（CG） なまはげ柴灯まつり

山形県 羽黒山五重塔 山形花笠まつり
（スタジオ撮影） 蔵王の樹氷

福島県 花見山公園 相馬野馬追
（現地撮影＋CG） 第一只見川橋梁ビューポイント

新潟県 星峠の棚田 ⾧岡まつり大花火大会
（CG）

錦鯉
（錦鯉発祥の地）

計22カ所 ７カ所 ７カ所 ４カ所 ４カ所

～各自治体３シーンずつ、四季を通してシームレスな構成～

＜撮影地一覧＞



10 【交流】 ＜参考＞ 「The View from TOHOKU & NIIGATA」について

仙台で生まれ、世界を舞台に活躍するビジュアルデザインスタジオ。圧倒的クォリティの映像表現をはじめ、

すべてのデザイン領域で革新的な活動を展開。

※WOWが得意とするモーショングラフィックス等の作品はこちらのURLからご覧ください。 https://www.w0w.co.jp/

＜コンテンツ制作＞ WOW （ワウ）

＜コンテンツの特徴＞

ここでしか体験できない、圧倒的な

迫力ある映像により感動を醸成する

大型スクリーン映像演出

東北・新潟の魅力を

新たな演出方法で表現する

モーショングラフィックス

POINT① POINT②

シームレスな構成で映像への

没入感を高める

映像編集

POINT③

※モーショングラフィックス例（上図）
普段絶対に見られない（実写では撮れない）ような
ダイナミックな視点で捉え、オリジナルのアニメーションと
ともに、迫力を最大限に演出。

＜撮影方法＞
大型ドローンに最新の360度用カメラを搭載して撮影

※最新機材のため画像はイメージです

＜撮影素材イメージ＞
複数個の４K カメラ素材（縦撮影）をパノラマ映像として１つに合成

＜編集作業＞

素材を１つに合成して、さらにドローンの揺れを補正し、色などを調整

複数の４K 動画を合成と補正処理するため高スペックPCによる編集作業

360度ドローン撮影方法
＜撮影方法＞
３台のカメラで撮影

同ポジションで３つの動画素材を撮影

３つの動画素材を、１つのパノラマ映像になるように合成

地上撮影方法

180度の巨大パノラマスクリーンで上映



11 【交流】主なコンテンツ②

東北・新潟の伝統工芸体験（伝統工芸品の製作体験と展示）２

＜展示する伝統工芸品の情報発信＞

• 各自治体の展示棚ごとに二次元コードを付したPOPを配置します。来場者が自分のスマートフォン等で二次元コードを読み取ると「東北ハウ
ス」Webページのデータベース（Ｐ30参照）にアクセスし、各展示品の詳細情報を得ることができます。

• データベース内の展示品ごとのページには、伝統工芸品製造者等のWebページや「東北ハウスECサイトモール」（Ｐ30参照）へのリンクボ
タンも設置しますので、対応する商品はその場でオンラインで購入することが可能です。

●●県（市）

☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐

• 来場者に、職人の手ほどきを受けながら伝統工芸品の製作体験をしていただきます。

※製作体験は毎日3～4回程度行い、各県市デー（Ｐ24参照）に合わせて体験内容が変わります。

参加可能人数は体験ごとに異なります（定員制。当日整理券を配布します）。

• また、合計で約１３０点もの各自治体選りすぐりの伝統工芸品の展示も行います。

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 仙台市

金魚ねぷたの
絵付け

リファインドアン
バーによる

琥珀勾玉作り

弥治郎こけし
絵付け

大館曲げわっぱ
製作 書き駒 赤べこの

絵付け
燕鎚起銅器

皿作り
伝統作並系
こけし絵付け

POPイメージ

感染対策を徹底して実施します

＜工芸体験:各自治体の内容＞



12 【交流】＜参考＞ 展示伝統工芸品について

【展示伝統工芸品内容】

＜青森県＞ ＜岩手県＞
No. 工芸品名目

1 津軽塗 丸盆

2 津軽塗 夫婦椀

3 津軽塗 茶筒茶味セット

4 八戸焼 急須

5 八戸焼 湯呑み

6 八戸焼 コーヒーカップ＆ソーサー

7 八戸焼 ⾧皿

8 八戸焼 小皿

9 こぎん刺し 数寄屋袋A

10 こぎん刺し 新小物入れ

11 こぎん刺し スリッパ

12 南部裂織 トートバッグ

13 南部裂織 ポーチ

14 南部裂織 巾着

15  下川原焼土人形定番鳩笛・大

16  下川原焼土人形定番鳩笛・小

17  下川原焼土人形七色鳩笛

18  下川原焼土人形風俗人形

19   津軽びいどろ親子ふくろうオーナメントペア

20  津軽びいどろ赤りんごオイルランプ

21  津軽びいどろ青りんごオイルランプ

22  津軽びいどろNEBUTAタンブラー

23  津軽びいどろNEBUTAフリーグラス

24  津軽びいどろNEBUTA小鉢

25  津軽びいどろNEBUTA酒器セット

26  津軽びいどろ花器（花あかり）

No. 工芸品名目

1  南部鉄器：鉄瓶（八角型利久）

2  南部鉄器：鉄瓶（平丸アラレ）

3 南部鉄器：カラー急須

4 南部鉄器：ティーポット

5 浄法寺塗：盃（こぶくら）

6  浄法寺塗：片口（五寸片口）

7 浄法寺塗：皿（椿皿）

8 浄法寺塗：わんこきょうだい椀

9 秀衡塗 秀衡椀

10 秀衡塗 小箱 花丸

11 漆絵ワイングラス 富士・赤富士

12 FUDAN  カップ ペア（1揃）

13 岩谷堂くらしな：鍋敷き

14 岩谷堂くらしな：ペン立て

15  安比塗：弁当箱（二段姫重）

16  安比塗：ボール（６寸平鉢）

17 小久慈焼：カップ、ソーサー

18 小久慈焼：一輪挿し

＜宮城県＞ ＜秋田県＞
No. 工芸品名目

1  宮城伝統こけし(5系統セット)

2 岩出山しの竹細工

3
鳴子漆器 

鉢、水差し、薬壺

4 鳴子漆器 
布乾漆片口、布乾漆カップ、ぐいのみ、枝付きストロー

5 松笠風鈴

6 雄勝硯 雄勝石コースター

7 白石和紙
（和紙，名刺入れ×2,札入れ,印鑑入れ,しおり×2）

8 コケーシカ（作並系こけし）

No. 工芸品名目

1 樺細工：茶筒（大）

2 樺細工：茶筒（小）

3 樺細工：小箱

4 川連漆器：小吸物椀

5 川連漆器：東福寺椀

6 川連漆器：小丼

7 大館曲げわっぱ：弁当箱(小)

8 大館曲げわっぱ：弁当箱(中)

9 大館曲げわっぱ：弁当箱(大)

10 秋田杉桶樽：片口銚子樽

11 秋田杉桶樽：冷酒杯乙

12 秋田杉桶樽：杉桶タンブラー乙

13 秋田銀線細工：ブローチ

14 秋田銀線細工：蓋置

15 秋田銀線細工：髪飾

16 秋田銀線細工：ペンダント 月の輪

17 イタヤ細工：三色盛盆

18 イタヤ細工：イタヤ 馬

19 イタヤ細工：イタヤ 狐

20 イタヤ細工：盛カゴ



13 【交流】＜参考＞ 展示伝統工芸品について

【展示伝統工芸品内容】

＜山形県＞ ＜福島県＞ ＜新潟県＞ ＜仙台市＞
No. 工芸品名目

1 山形鋳物：和鉄ポット「げんじ」

2 山形鋳物：鉄瓶「ざくろ」

3 山形鋳物：（竹型花瓶）

4  天童将棋駒：将棋駒 １組

5 天童将棋駒：置き駒 7寸

6  羽越しな布：デーブルセンター×２

7 羽越しな布：コースター

8 羽越しな布：印鑑入れ

9 羽越しな布：がま口・名刺入れ

10 羽越しな布：ブローチ 花×２

11 羽越しな布：和バッグ

12 置賜紬：米沢織（朝陽）

13 平清水焼 一輪挿し

14 平清水焼 徳利、盃

No. 工芸品名目
1 土湯こけし

2 中ノ沢こけし

3 起上り小法師

4 白河だるま

5 会津塗

6 会津漆器

7 会津木綿

8 川俣シルク

9 三春張子

10 奥会津昭和からむし織り

11 大堀相馬焼

12 会津本郷焼

13 赤ベコ

14 総桐製品

15 奥会津編み組細工

No. 工芸品名目
1 新潟漆器：皿

2 新潟漆器：器

3 十日町絣

4 十日町明石ちぢみ

5  村上木彫堆朱：手付小箱(地紋入牡丹唐草)

6  朱器シリーズ：祝豆皿(雪月花)

7 小千谷縮

8 小千谷紬

9 燕鎚起銅器 銅製打上げ 鼎式香炉「薫風」

10 燕鎚起銅器 錦銅りんご

11 燕鎚起銅器 青銅りんご

12 燕鎚起銅器 接合せ壺

13 燕鎚起銅器 純銀なすび

No. 工芸品名目

1 仙台御筆 細嫩光峰純羊毫

2 堤焼 海鼠釉 花入

3 玉虫塗 ワインカップ ペア

4 埋木細工 小物と原木

5 仙台平 札入セット（紳士・婦人用)

6 仙台釣竿 海釣竿カレイ・ネウ供用

7 仙台箪笥

8 仙台堆朱

9 堤人形 三番叟（大）

10 堤人形 鯛のり寄添い猫

11 仙台張子 松川だるま 宝船7寸

12 仙台張子 松川だるま 玉入れ3寸
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東北・新潟の酒と食体験（日本酒の展示と地場産品の提供）
 【交流】主なコンテンツ③

３

＜日本酒と地場産品の情報発信＞

• 日本酒展示棚や地場産品の提供カウンター等に自治体ごとに二次元コードを付したPOPを配置します。来場者が自分の
スマートフォン等で二次元コードを読み取ると「東北ハウス」Webページのデータベースにアクセスし、詳細情報を得ることがで
きます。

• データベース内の展示品ごとのページには、蔵元・生産者等のWebページや「東北ハウスECサイトモール」（Ｐ30参照）
へのリンクボタンも設置しますので、対応する商品はその場でオンラインで購入することが可能です。

●●県（市）

☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐

＜酒体験＞

• 東北・新潟の酒体験は、東北・新潟の約210蔵に協力をいただき、日本酒（四合瓶）の展示

を行います。また、各県の酒造組合提供の映像により、日本酒の紹介も行います。

※当初計画で予定していた日本酒の試飲は中止といたしました。

※日本酒の展示は開催期間中に入れ替え（ローテーション）を行います。

＜食体験＞
• 東北・新潟が誇る地場産品の提供を通じて、食文化に触れていただき、風評払拭にもつなげま

す。地場産品は各県のアンテナショップで扱っている食品（調理不要の個包装品）の中から、お

すすめの品を用意します（各自治体８種類）。

※提供は１日に８回ほど時間を区切って行います。提供内容は各県市デー（Ｐ24参照）に

合わせて自治体ごとに変わります。
POPイメージ

［協力:青森県酒造組合、岩手県酒造組合、宮城県酒造組合、秋田県酒造組合、山形県酒
造組合、福島県酒造組合、新潟県酒造組合、仙台国税局］

日本酒試飲および地場産品試食については緊急事態宣言の再発令等を踏まえ中止といたします



15 【交流】＜参考＞ 日本酒の展示について

【日本酒展示蔵元】

＜青森県＞ ＜岩手県＞
No. 参加蔵元 提供銘柄

1 ㈱西田酒造店(田酒) 田酒 特別純米酒

2 鳩正宗㈱(鳩正宗) 八甲田おろし 純米酒 華吹雪60

3 桃川㈱(桃川) 桃川大吟醸純米華想い

4 ㈲関乃井酒造(関乃井) 寒立馬 純米吟醸

5 ㈱盛田庄兵衛(駒泉) 作田 特別純米酒

6 尾崎酒造㈱(安東水軍) 特別純米 安東水軍

7 ㈱鳴海醸造店(菊乃井) 菊乃井 特別純米酒

8 六花酒造㈱(じょっぱり) 純米大吟醸 じょっぱり 華想い

9 ㈱松緑酒造(松緑) 六根 純米吟醸 ルビー

10 ㈱カネタ玉田酒造店(華一風) 華一風 特別純米酒

11 白神酒造㈱(白神) 白神 大吟醸 華吹雪５０％

12 八戸酒類㈱五戸工場(如空) 如空 特別純米酒金ラベル

13 八戸酒造㈱(陸奥八仙) 陸奥八仙 赤ラベル特別純米 火入

14 六ヶ所地域振興開発㈱ 六趣

15 ㈱菊駒酒造(菊駒) 菊駒 純米吟醸

No. 参加蔵元 提供銘柄

1 菊の司酒造㈱(菊の司) 菊の司 純米酒 吟ぎんが仕込み

2 ㈱桜顔酒造(桜顔) 桜顔 南部の雫 純米大吟醸

3 赤武酒造㈱(AKABU) AKABU 純米酒

4 ㈱わしの尾(鷲の尾) わしの尾 結の香

5 広田酒造店(広喜) 純米大吟醸原酒 喜平治

6 (名)吾妻嶺酒造店(吾妻嶺) 純米 美山錦

7 高橋酒造店(堀の井) 純米大吟醸 吟ぎんが 堀の井

8 喜久盛酒造㈱(喜久盛) 純米吟醸酒 ⿁剣舞

9 (資)川村酒造店(南部関) 純米酒 ヒカリノミチ

10 岩手銘醸㈱(岩手誉) 奥州ノ龍 特別純米酒

11 両磐酒造㈱(関山) 関山 特別純米酒

12 磐乃井酒造㈱(磐乃井) 百磐 純米吟醸 橙ラベル

13 酔仙酒造㈱大船渡蔵(酔仙) 特別純米酒 岩手の地酒

14 ㈱浜千鳥(浜千鳥) 浜千鳥 純米大吟醸 吟ぎんが

15 ㈱菱屋酒造店(千両男山) 千両男山 純米酒

16 泉金酒造㈱(龍泉八重桜) 龍泉八重桜 純米大吟醸 結の香

17 ㈱福来(福来) 特別純米酒 福来

18 ㈱南部美人(南部美人) 南部美人 特別純米酒



16 【交流】＜参考＞ 日本酒の展示について

＜宮城県＞ ＜秋田県＞

＜仙台市＞

【日本酒展示蔵元】

No. 参加蔵元 提供銘柄

1 (資)内ヶ崎酒造店(鳳陽) 超辛口純米酒鳳陽

2 大和蔵酒造㈱(雪の松島) 雪の松島 特別純米酒

3 ㈱佐浦(浦霞) 純米吟醸 浦霞Ｎｏ.１２

4 阿部勘酒造㈱(於茂多加男山) 阿部勘 純米吟醸 蔵の華

5 ㈱一ノ蔵(一ノ蔵) 一ノ蔵 特別純米酒辛口

6 ㈱田中酒造店(真鶴) 真鶴 純米吟醸

7 (名)川敬商店(黄金澤) 黄金澤 純米吟醸

8 (名)寒梅酒造(宮寒梅) 宮寒梅 純米大吟醸

9 ㈱中勇酒造店(天上夢幻) 天上夢幻 純米大吟醸

10 千田酒造㈱(栗駒山) 栗駒山 特別純米酒

11 金の井酒造㈱(綿屋) 綿屋 特別純米酒 美山錦

12 萩野酒造㈱(萩の鶴) 萩の鶴 純米吟醸

13 石越醸造㈱(澤乃泉) 澤乃泉 特別純米酒

14 ㈱角星(両国) 水鳥記 特別純米酒 夏酒

15 ㈱男山本店(伏見男山) 蒼天伝 特別純米酒

16 ㈱平孝酒造(日高見) 日高見

17 墨廼江酒造㈱(墨廼江) 春陽墨廼江 特別純米酒

18 ㈲大沼酒造店(乾坤一) 乾坤一 特別純米 HEAVEN＆EARTH

19 蔵王酒造㈱(蔵王) 特別純米酒 蔵王

1 仙台伊澤家勝山酒造㈱(勝山) 勝山 純米吟醸 献

2 森民酒造本家(森乃菊川) ※非組合員 森乃菊川 純米酒

No. 参加蔵元 提供銘柄

1 秋田酒類製造㈱(高清水) 純米大吟醸蔵付酵母仕込み磨き35

2 小玉醸造㈱(太平山) 太平山 純米吟醸 澄月

3 千歳盛酒造㈱(千歳盛) チトセザカリ純米吟醸：絹色

4 喜久水酒造(資)(喜久水) 純米 だびょん

5 秋田誉酒造㈱(秋田誉) 秋田美人吟醸酒

6 ㈱斎弥酒造店(雪の茅舎) 雪の茅舎 純米吟醸

7 天寿酒造㈱(天寿) 純米大吟醸 鳥海山

8 ㈱飛良泉本舗(飛良泉) 飛良泉 山廃純米酒

9 ㈱佐藤酒造店(出羽の冨士) 特撰 出羽の冨士 特別本醸造

10 福乃友酒造㈱(福乃友) 秋田犬ラベル純米吟醸原酒F1501

11 (名)鈴木酒造店(秀よし) 秀よし 純米吟醸酒 松声

12 阿櫻酒造㈱(阿櫻) 阿櫻 特別純米 中取り限定品

13 舞鶴酒造㈱(朝乃舞) 純米酒田从 減農薬米仕込み

14 浅舞酒造㈱(天の戸) 天の戸 純米吟醸

15 日の丸醸造㈱(まんさくの花) 純米大吟醸 まんさくの花

16 両関酒造㈱(両関) 無濾過 純吟

17 秋田銘醸㈱(爛漫) 香り爛漫 純米吟醸

18 ㈱木村酒造(福小町) 福小町 純米吟醸

19 秋田県醗酵工業㈱(一滴千両) 一滴千両 純米大吟醸

20 ㈱福八 福八 純米大吟醸（搾り）
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＜山形県＞ ＜福島県＞

【日本酒展示蔵元】

No. 参加蔵元 提供銘柄
1 秀鳳酒造場(秀鳳) 秀鳳 純米吟醸 出羽の里

2 出羽桜酒造㈱(出羽桜) 出羽桜 純米大吟醸 一路

3 千代寿虎屋㈱(千代寿) 純米吟醸原酒 虎屋

4 菊勇㈱(菊勇) 出羽の里三十六人衆

5 古澤酒造㈱(澤正宗) 澤正宗 純米吟醸 出羽の里

6 和田酒造(資)(あら玉) 雪女神 純米大吟醸 あら玉

7 朝日川酒造㈱(朝日川) 純米吟醸 朝日川亀の尾

8 月山酒造㈱(銀嶺月山) 銀嶺月山純米吟醸 月山の雪

9 ㈱六歌仙(六歌仙) 六歌仙 五段仕込み純米

10 東北銘醸㈱(初孫) 初孫 出羽の里 純米酒

11 ㈱オードヴィ庄内(清泉川) 清泉川 純米吟醸 美味宙水

12 (資)高橋酒造店(東北泉) 東北泉 純米吟醸 出羽燦々

13 (名)佐藤佐治右衛門(やまと桜) 純米吟醸 やまと桜 出羽燦々

14 ㈱渡會本店(出羽ノ雪) 特別純米「和田来｣出羽の里

15 桜川酒造（旧：野沢酒造） 小国桜川 小国米出羽の里 純米吟醸

16 香坂酒造㈱(香梅) 純米吟醸 香梅

17 浜田㈱(沖正宗) Faucon 純米大吟醸 雪女神 38 生貯蔵

18 (資)杉勇蕨岡酒造場(杉勇) 純米吟醸DEWA33 杉勇

19 樽平酒造㈱(特別純米酒樽平及び住吉) 特別純米酒 銀樽平

20 米鶴酒造㈱(米鶴) 米鶴 超辛純米

21 (資)後藤酒造店(羽陽辨天) 辯天 つや姫 特別純米酒

22 東の麓酒造㈲(東の麓) 純米吟醸 山の形

23 加藤嘉八郎酒造㈱(大山) 大山 特別純米酒 十水

24 ㈱小屋酒造(花羽陽) 純米吟醸 花羽陽

25 ㈱中沖酒造店(羽陽一献) 羽陽一献 純米大吟醸 酒の華

26 奥羽自慢㈱(奥羽自慢) 吾有事 純米大吟醸 雪の上

No. 参加蔵元 提供銘柄

1 大七酒造㈱(大七) 大七 箕輪門

2 大天狗酒造㈱(大天狗) 大天狗 特別純米

3 人気酒造㈱(人気一) 人気一 グリーン人気 オーガニック純米吟醸

4 ㈲佐藤酒造店(藤乃井) 純米吟醸 ふじや彦十郎

5 ㈲渡辺酒造本店(雪小町) 雪小町 純米吟醸55

6 笹の川酒造㈱(笹の川) 笹の川 純米酒

7 ㈲仁井田本家(自然酒 純米原酒) にいだしぜんしゅ 燗誂

8 千駒酒造㈱(千駒) 千駒 特別純米 手造り 麹塵

9 有賀醸造(資)(有の川) 生粋左馬

10 夢心酒造㈱(奈良萬) 純米大吟醸 奈良萬

11 (資)大和川酒造店(大和川) 純米辛口 弥右衛門

12 ㈲峰の雪酒造場(峰の雪) 大和屋善内 純米生詰

13 ほまれ酒造㈱(会津ほまれ) 純米吟醸 からはし 夢の香

14 栄川酒造(資)(会津栄川) 慧眼 純米吟醸

15 花春酒造㈱(花春) 花春 濃醇純米酒

16 名倉山酒造㈱(名倉山) 名倉山 純米 月弓

17 山口(名)(会州一) 会州一 純米酒

18 (資)辰泉酒造(辰泉) 京の華 純米吟醸

19 栄川酒造㈱(栄川) 榮川 特別純米酒

20 鶴の江酒造㈱(会津中将) 純米大吟醸 ゆり

21 末廣酒造㈱(末廣) 山廃純米吟醸 末廣

22 磐梯酒造㈱(磐梯山) 乗丹坊 純米吟醸

23 曙酒造(資)(天明) 天明 純米吟醸火入 黒ラベル

24 国権酒造㈱(国権) 山廃純米酒 國権 福乃香

25 開當男山酒造(開當男山) 開当男山 純米吟醸

26 (名)四家酒造店(又兵衛) 又兵衛 純米酒

27 太平桜酒造(資)(太平桜) 太平桜 夢の香 純米原酒

28 東日本酒造協業組合(奥の松) 奥の松 大吟醸

29 ㈱檜物屋酒造店(千功成) 甑峯

30 ㈱矢澤酒造店(南郷) 南郷 ひやおろし
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＜新潟県＞

【日本酒展示蔵元】

No. 参加蔵元 提供銘柄
下越地区

1 大洋酒造㈱（大洋盛） 純米吟醸 大洋盛

2 宮尾酒造㈱（〆張鶴） 〆張鶴 純 純米吟醸酒

3 市島酒造㈱（王紋） 王紋 大吟醸原酒 極辛19

4 菊水酒造㈱（菊水） 菊水の辛口

5 ふじの井酒造㈱）（ふじの井） ふじの井 紫雲の光

6 金升酒造㈱（金升 碧ラベル） 特別純米 初花

7 越後桜酒造㈱（越後桜） 越後桜38 大吟醸

8 白龍酒造㈱（白龍） 白龍 純米吟醸

9 麒麟山酒造㈱（麒麟山） 麒麟山 やわらか

10 下越酒造㈱（ほまれ麒麟） 蒲原 純米吟醸 山田錦 生貯臓酒

11 近藤酒造㈱（越乃鹿六） 純米吟醸 越乃鹿六

12 金鵄盃酒造㈱（越後杜氏） 越後杜氏 じゅんぎん

13 村祐酒造㈱（花越路） 花越路 かろかろ

14 今代司酒造㈱（今代司） 純米吟醸 今代司

15 石本酒造㈱越乃寒梅 越乃寒梅 純米吟醸 灑

16 塩川酒造㈱（越の関） 越 純米吟醸

17 樋木酒造㈱（鶴の友） 鶴の友 純米酒

18 高野酒造㈱（越路吹雪） 越路吹雪 大吟醸 五百万石

19 ㈱DHC酒造（越乃梅里） 悠天 純米吟醸

20 ㈱越後酒造場（越乃八豊） 越乃八豊 純米吟醸

21 宝山酒造㈱（宝山） TAKARAYAMA米袋ラベル 新之助

22 峰乃白梅酒造㈱（峰乃白梅） 峰乃白梅 純米吟醸

23 ㈱越後鶴亀（越後鶴亀） 越後鶴亀 純米吟醸

24 笹祝酒造㈱（笹祝） サササンデー

25 朝妻酒造㈱（雪の幻） 雪の幻 山廃純米

26 弥彦酒造㈱（泉流 こしのはくせつ） 國酒伊彌彦 純米吟醸

中越地区

27 加茂錦酒造㈱（加茂錦） ロゴラベル 純米大吟醸 淡麗新潟Style

28 ㈱マスカガミ（萬寿鏡、蔵之主、甕硯） 萬寿鏡 F50 辛口

29 雪椿酒造㈱（越乃雪椿） 越乃雪椿 純米吟醸 花

30 福顔酒造㈱（越後五十嵐川） 純米吟醸酒 福顔

31 柏露酒造㈱（越乃柏露） 柏露 純米吟醸 特別栽培米五百万石

32 高橋酒造㈱（⾧陵） 八一 吟醸

33 吉乃川㈱（吉乃川） 吟醸極上 吉乃川

34 ⾧谷川酒造㈱（越後雪紅梅） 越後雪紅梅 四季を旅するお酒 ⾧岡の花火

35 お福酒造㈱（お福正宗） 越後お福正宗 純米吟醸

36 恩田酒造㈱（舞鶴鼓） 舞鶴鼓 純米

37 越銘醸㈱（越の鶴） 純米大吟醸 ドメーヌ 越の鶴

38 諸橋酒造㈱（越乃景虎） 越乃景虎 超辛口本醸造

39 中川酒造㈱（越乃白雁） 越乃碧 純米吟醸

40 河忠酒造㈱（想天坊） 想天坊 高嶺錦 純米吟醸

41 関原酒造㈱（群亀） 越後⾧岡藩 純米吟醸

42 栃倉酒造㈱（米百俵） 米百俵 吟醸 吟の夢

43 朝日酒造㈱（朝日山） 久保田 千寿

44 池浦酒造㈱（和楽互尊） 和楽互尊 こしひかり 特別純米酒

45 新潟銘醸㈱（⾧者盛） 泰然 純米大吟醸

46 高の井酒造㈱（越の初梅） 田友 純米吟醸

47 原酒造㈱（越の誉） 越の誉 特別純米酒 彩

48 石塚酒造㈱（姫の井） 越後高柳さわがに一回火入れ

49 緑川酒造㈱（緑川） 純米吟醸 緑川

50 玉川酒造㈱（玉風味） 純米吟醸 イットキー It's the key

51 ㈱松乃井酒造場（松乃井） 吟醸 松乃井 越淡麗

52 魚沼酒造㈱（天神囃子） 純米吟醸 天神囃子

53 八海醸造㈱（八海山） 大吟醸 八海山

54 青木酒造㈱（鶴齢） 鶴齢 純米吟醸

55 髙千代酒造㈱（髙千代） 髙千代 辛口純米 ＋19

56 苗場酒造㈱（苗場山） 苗場山 純米吟醸

57 津南醸造㈱（霧の塔） 純米吟醸酒 つなん

58 白瀧酒造㈱（上善如水） 上善如水 純米吟醸
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＜新潟県＞

【日本酒展示蔵元】

上越地区

59 ㈱武蔵野酒造（スキー正宗） スキー正宗 復刻ラベル

60 田中酒造㈱（上撰黒松 能鷹） 能鷹 純米大吟醸

61 妙高酒造㈱（妙高山） 杜氏栽培米仕込み 特別純米 妙高山

62 ㈱丸山酒造場（雪中梅） 雪中梅 雪中貯蔵 純米原酒

63 （資）竹田酒造店（かたふね） かたふね 純米酒

64 （資）小山酒造店（越後自慢） 特別本醸造 人魚の里

65 頚城酒造㈱（久比岐） 久比岐 和希水 純米

66 代々菊醸造㈱（越後の蔵元 吟田川） 吟田川 特別純米

67 加藤酒造㈱（清正） 越後屋 米ラベル 純米吟醸

68 上越酒造㈱（越の若竹） 越後美人 純米吟醸

69 新潟第一酒造㈱（越の白鳥） 越の白鳥 純米吟醸 NDラベル

70 ㈱よしかわ杜氏の郷（よしかわ杜氏） 天恵楽 特別純米

71 君の井酒造㈱（君の井） 君の井 山廃 純米吟醸

72 鮎正宗酒造㈱（鮎正宗） 純米吟醸 銀ラベル 鮎

73 池田屋酒造㈱（謙信） 謙信 純米吟醸

74 田原酒造㈱（雪鶴） 雪鶴 純米吟醸

75 加賀の井酒造㈱（加賀の井） 加賀の井 純米吟醸

76 （名）渡辺酒造店（根知男山） 根知男山 純米吟醸

77 猪又酒造㈱（月不見の池） 月不見の池 純米酒

佐渡地区

78 尾畑酒造㈱（真野鶴） 越真野鶴 越淡麗純米吟醸無濾過原酒

79 逸見酒造㈱（真稜） 純米酒 至

80 ㈱北雪酒造（北雪） 北雪 純米酒

81 （有）加藤酒造店（金鶴） 純米 拓



20 【交流】＜参考＞ 地場産品の提供について

【地場産品提供内容】

＜青森県＞ ＜岩手県＞

No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 さいとう製菓株式会社 かもめの玉子ミニ

2 株式会社岩手屋 まめごろう

3 株式会社回進堂 岩谷堂羊羹 ミニ 黒煉

4 株式会社回進堂 小倉どら焼き

5 株式会社小松製菓 割り醤せんべい

6 有限会社風月堂 アーモンドクッキー

7 有限会社風月堂 くるみの森

8 かぎや菓子舗 栗林

＜宮城県＞ ＜秋田県＞

No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 有限会社榮太楼 なまどら焼

2 株式会社髙政 笹かまぼこ 石持

3 株式会社マルニシ おつまみ くきわかめ しそ味

4 マリンプロ株式会社 ほやチーズ

5 有限会社ささもり菓子舗 家福ゆべし くるみ餅

6 株式会社加賀屋 おむすびせんべい 海苔

7 株式会社松倉 ずんだ煎餅

8 株式会社松倉 パパ好み

＜山形県＞ ＜福島県＞
No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 株式会社三万石 ままどおる

2 株式会社みよし じゃんがら

3 株式会社柏屋 小さな柏屋薄皮饅頭

4 株式会社かんの屋 くるみゆべし

5 株式会社太郎庵 会津ちーずまんじゅう くいっちぃ

6 株式会社ダイオー いもくり佐太郎

7 有限会社しんごSUN 小名浜タコせんべい

8 山中煎餅本舗 喜多方ラーメンせんべい

No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 農事組合法人おばこ食品 いぶりがっこスティックタイプ

2 株式会社唐土庵いさみや 生もろこし

3 佐忠商店 蔵餅さん

4 秋田いなふく米菓株式会社 あられんこ比内地鶏味

5 一乃穂 しとぎ豆がき

6 有限会社ゆかり堂製菓 落葉かりんとう

7 大潟村農業協同組合大潟村加工センター パンプキンパイ

8 ㈱BFダイニング 雪の茅舎のバウムクーヘン

No. 製 造 ・販 売 商 品 名
1 株式会社風味堂 燻製職人の本格サラミ

2 ぼんち株式会社 だだちゃ豆せんべい みそ

3 ぼんち株式会社 つや姫の極焼

4 有限会社宮内ハム いかボーベビー

5 株式会社シベール プレミアムバターラスク

6 株式会社でん六 蔵王の森（でん六豆）

7 出羽菓子処みのりや とちもち

8 日本製乳株式会社 おしどりミルクケーキ ミルク

No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 株式会社ラグノオささき パティシエのりんごスティック

2 花万食品株式会社 なかよし（チーズとイカ加工品）

3 株式会社翁屋 薄紅（アップルグラッセ）

4 株式会社ラグノオささき つまんでリンゴ

5 株式会社渋川製菓 チーズ煎餅

6 株式会社ラグノオささき 森のマドレーヌ・いちご

7 株式会社ラグノオささき 茶屋の餅

8 株式会社ラグノオささき いのち りんご
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【地場産品提供内容】

＜新潟県＞ ＜仙台市＞

No. 製 造 ・販 売 商 品 名
1 浪花屋製菓株式会社 元祖柿の種

2 亀田製菓株式会社 サラダホープまろやか塩味

3 岩塚製菓株式会社 うま塩枝豆あられ

4 株式会社夢えちご 安田牛乳ラングドシャ

5 新潟交通商事株式会社 お米クッキー

6 雪国あられ株式会社 雪国あられ

7 株式会社⾧命堂飴舗 飴もなか

8 新潟交通商事株式会社 お米シフォン

No. 製 造 ・販 売 商 品 名

1 株式会社菓匠三全 萩の月 

2 有限会社 雀屋本舗横山かまぼこ店 笹かまぼこ

3 株式会社白松がモナカ本舗 白松がモナカ

4 株式会社伊藤食品工業所 仙臺まころん

5 株式会社こだま ずんだ餅生クリームどら焼

6 株式会社伊達の牛たん本舗 牛たんせんべい

7 株式会社伊達の牛たん本舗 サラミ風味 牛たんスティック

8 井ヶ田製茶株式会社 ひとくちずんだ餅
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青森県 秋田県 山形県 新潟県

八甲田山のバックカントリー
（八甲田スキー場）

横手のかまくら
（横手市）

蔵王の樹氷
（蔵王スキー場）

妙高のジップツアー（妙高市）
清津峡渓谷トンネル（十日町市）

 【交流】 主なコンテンツ④

東北・新潟の雪体験（屋内・屋外）
【屋 内】（常設）

• 東北・新潟の代表的な冬の観光資源である雪の魅力をＶＲ（バーチャルリアリティ）映像により、真夏の東京で

疑似体験いただきます。

• また、各自治体の冬の観光映像の上映も行います。

＜ＶＲコンテンツ＞ 以下の冬の祭りや景勝地、スキーなどのスノーアクティビティです（1コンテンツ90秒前後） 。

4

【屋 外】（7/25（日）、8/4（水）の２日間限定実施。ただし、雨天・荒天時は中止）

• 真夏の東京で“本物の雪”を体験できるコーナーを屋外のイベントスペースに設置します。

• 雪に触れる機会の少ない方に実際に雪遊び等を体験していただき、冬の東北・新潟への訪問意欲を高めます。

※ 7/25（日）は山形県飯豊町、 8/4（水）は新潟県南魚沼市からそれぞれ雪を運んで実施いたします。

＜体験内容＞

• 雪のすべり台
• 雪玉のストラックアウト
• 雪触り体験

※各自治体の雪の魅力紹介パネルも設置します。

「VRゴーグル」を付けて体験

感染対策を徹底して実施します



23 【交流】 主なコンテンツ⑤

• 通訳案内士が常駐して、国内外の来場者に対して広域観光情報や会場内のコンテンツの紹介を行います。

• カウンターに設置した端末または来場者のスマートフォン等の画面上でお好みの画像等を選択いただくだけで、東北ハウスＡＩ観光アシスタントが、嗜好や関

心に沿った東北・新潟の観光モデルコースを案内します。［協力:ＮＴＴグループ（東北ハウスＡＩ観光アシスタント）］

• なお、東北・新潟各地の観光案内所とのネットワークの利用を通じて、現地の詳細情報等を紹介します。

東北・新潟のコンシェルジュカウンター
（通訳案内士と東北ハウスAI観光アシスタントによる総合観光情報案内）

5

英語・中国語対応の通訳案内士が
東北・新潟の見どころを案内します

＜コンシェルジュカウンター（通訳案内士）＞ ＜東北ハウスＡＩ観光アシスタント＞

• 目的や同伴者等の簡単な質問に回答し、数枚のお好みの画像をお選びいただくだけで（1
～2分程度の入力時間）、AIがタイプ診断を行い、嗜好・関心に沿った東北・新潟の観光モ
デルコースをご案内します。このため、東北・新潟の情報をお持ちでない方にも気軽にご利用い
ただけます。

• 案内したコースの滞在日数や発着地、交通手段等は自由に組み替えて、自分だけの旅行プ
ランを作成することができます。

※対応言語:日本語、英語、中国語（簡体字／繁体字）、韓国語、タイ語



24 【交流】主なコンテンツ⑥

各県市デー（各自治体によるイベント・ＰＲ）6

• 会場内のイベントスペース等で、東北各県・新潟県、仙台市のＰＲイベントを各２日間ずつ行います。

• 伝統工芸品の製作体験および地場産品の提供も同じ自治体の内容とすることで自治体ごと一体的な

展開を図ります。

※各県市デーは２日ずつ入れ替えで、内容もそれぞれ異なります（Ｐ25ご参照）。

（主な内容）お祭り・郷土芸能等の披露、特産品等の展示、ＰＲ映像の上映、ノベルティ等の配布 など

感染対策を徹底して実施します

＜各種体験イベントカレンダー＞

日本酒試飲および地場産品試食については緊急事態宣言の再発令等を踏まえ中止といたします



25 【交流】＜参考＞ 各県市デー実施内容

青森県 ・観光映像の上映及び縄文遺跡群PR動画の上映
・縄文遺跡群関連のパネル展示

岩手県

・伝統芸能衣装展示（盛岡さんさ踊り、虎舞）
・復興支援感謝・観光PR映像の上映
・りんどうを中心とした県産花きの展示
・観光PRパネル等の展示
・各種パンフレット配布
・わんこきょうだいによる賑やかし
・ノベルティのプレゼント

宮城県

・タッチパネルでデジタルこけし作り体験『ROKURO』
の展示

・宮城伝統こけしの展示
・宮城米「だて正夢」「金のいぶき」等のプレゼント
・PR動画の上映

秋田県

・秋田犬バルーン展示
・SNSフォローキャンペーン
・「秋田犬マスクカバー」プレゼント
・秋田県内各地の映像上映
・秋田の祭り（ミニ竿燈・絵どうろう・なまはげ）展示
・秋田米新品種「サキホコレ」パネル展示

山形県

・クイズ大会
・県産品・ノベルティのプレゼント
・観光PR動画の上映
・啓翁桜の展示

福島県
・観光映像の上映
・ノベルティのプレゼント
・SAMURAIフォトスポット

新潟県

・新潟スノーリゾートPR（「レルヒさん」登場）
・錦鯉PRトークショー
・錦鯉の展示
・佐渡金銀山PRトークショー
・佐渡⿁太鼓実演
・デジタルクイズ大会
・コンテンツPR動画の放映

仙台市 ・仙台七夕の展示



26 【明日へ】実施コンテンツ概要

「明日へ」向けた取り組み紹介（ゴールドスポンサーブース）

• 協賛企業・団体（ゴールドスポンサー）が行っている「被災地の明日」へ向けた産業復興やまちづくり、

「地域経済の明日」へ向けた最先端技術や新製品・サービスの開発といった東北・新潟の未来に向けた

取り組みについて、パネルや映像等で紹介します。

※出展企業・団体（計16企業・団体）は２日ずつ入れ替えとなります（詳しくは次ページご参照）。

＜参考＞協賛企業ブース出展企業・スケジュール



27 【明日へ】＜参考＞ゴールドスポンサーブース実施内容

東邦銀行は福島県を主たる営業基
盤とする地方銀行です。コーポレート
メッセージ『すべてを地域のために』を掲
げ、震災復興、さらには持続的成⾧・
発展のため総力をあげて取り組んでい
ます。こちらでは、東北の魅力発信に
向けたフォトコンテストや福島県産品の
風評払拭・販路拡大に向けた通販事
業の取組みをご紹介します。

ポケットアバターは、自分そっくりの小さ
な3Dアバター（分身）が、今この瞬
間のきもちをおもしろおかしく気軽に表
現してくれるドコモのXRコンテンツです。
「飛ぶ」「回転する」などのモーションや
「東北６県オリジナルスタンプ」を付け
て、LINEなどのSNSで使えます。きも
ちが伝わるアバターをお友達や家族に
送ってみましょう。

つながりが途切れてしまった人・場所・
コトを紡ぎ、かつての営みを取り戻し、
さらに先の未来を築く。一見無関係に
見える様々な工事の積み重ねは、や
がて強いつながりとなり、明日の東北を
形作る大きな力となる。復旧から復興、
発展へと順に並ぶパネル群を追ってゆ
く。再び一つになった東北地方＋新潟
のシルエットが現れる。

東北電力は創立７０周年を迎えまし
た。東北電力グループを支えていただ
いた皆さまに感謝申し上げますとともに
多様化するお客さまや地域のニーズ，
ご期待にお応えできるよう，東北電力
グループ中⾧期ビジョン「よりそうｎｅ
ｘｔ」で掲げる「東北発のスマート社
会」の実現に向けた取り組みを一層加
速させてまいります。

アイリスオーヤマは仙台市に本社を置
き「快適生活」をコンセプトに新たな価
値を創出し続けてきました。東日本大
震災では、当社も被災しましたが、日
本全国から被災地に多くの支援が寄
せられたことを受けて、日本の抱えてい
る課題に対して、取り組んでいます。
今回は、ジャパンソリューションとして取
り組みをご紹介します。

日立は、東北地区の皆さまと共に震
災復興に様々な取り組みを行って参り
ました。その取り組み内容については、
映像やパネルをとおしてご紹介致しま
す。また、ロボティクスの分野からコミュ
ニケーションロボット「EMIEW4」が皆さ
まのお越しをお待ちしております。これ
からも、デジタルイノベーションを加速し、
社会価値・環境価値・経済価値の3
つの価値向上に貢献し、未来に向け
て進んでいきます。

鹿島は「全社一体となって、科学的合
理主義と人道主義に基づく創造的な
進歩と発展を図り、社業の発展を通じ
て社会に貢献する」を経営理念に、東
日本大震災の復興や文化財の修復
を含む多くの建設工事を施工してまい
りました。その一部を写真や映像で紹
介します。

弊社は1998年から「プロテオグリカン」
量産方法を弘前大学と研究し、世界
で初めて「高純度プロテオグリカン」の
量産化に成功しました。青森県が抽
出方法を研究し近年身近なものとなっ
た「プロテオグリカン」現在、数多くのコス
メやサプリメントに利用されており青森
県内の「プロテオグリカン配合商品」を
ご紹介しています。

7月23日（金）、24日（土） 7月25日（日）、26日（月）

7月27日（火）、28日（水） 7月29日（木）、30日（金）



28 【明日へ】＜参考＞ゴールドスポンサーブース実施内容

2021年4月から実施中の「東北デスティネーションキャンペーン」。自然・絶景、酒・食、
温泉などのテーマに沿った東北の観光情報を紹介することによって、東北観光のブラン
ド化を推進していきます。この機会に、東北が有する魅力を国内外の皆様に知ってい
ただくとともに、復興に向けて歩む姿を是非ご覧ください。

「共に創る。共に生きる。」は大和ハウ
スグループの基本姿勢です。お客様と
共に新たな価値創造に挑戦し、社会
と共に生きたいと願う私たちの未来を
切り拓く道しるべともなっています。

野村グループは、復興の歩みに少しで
もお役に立てるよう、震災発生直後か
らさまざまな復興支援活動を行ってま
いりました。これからも被災地での活動
を継続していくことにより、地域の皆様
と共に未来に向けた歩みを進めてまい
ります。

災害時における社会基盤などの早期
復旧・復興は、私たち大林組の大きな
使命であると考えてきました。よって当
社は、被災地において様々な復興工
事に幅広く取り組んでまいりました。そ
の中でも、地域社会からの要請にしっ
かりとお応えするべく、住民の皆様に寄
り添い完遂させた代表的な事業をパネ
ルでご紹介いたします。

<みずほ>では、東日本大震災の被
災地域の復興に向けて、社員ボラン
ティアの派遣や物資・苗木等の寄付な
ど、グループを挙げてさまざまな取り組
みを行って参りました。こちらではそれら
の取り組みの一部を紹介させて頂きま
す。

当社と東北の地場企業との取り組み
である「異業種相互研鑽活動」や、も
のづくり人材の育成を目的とする「トヨ
タ東日本学園」など、「人づくり」をメイ
ンテーマに、来年設立10年を迎える
当社と東北のかかわりや、東北の未来
へむけたトヨタの取り組みをご紹介しま
す。

七十七銀行は、1878年の創業より
受け継がれる「地域の繁栄を願い、地
域社会に奉仕する」という行是の理念
のもと、地域と共に歩みを進めておりま
す。東北ハウスでは、宮城県および東
北地域における観光振興や震災復興
状況等につきましてご紹介させていた
だきます。

7月31日（土）、8月1日（日） 8月2日（月）、3日（火）

8月4日（水）、5日（木） 8月6日（金）、7日（土）



29 その他のコンテンツ等

国内居住者:
自宅等

訪日外国人:
アンテナショップから空港等へ配送

「東北ハウス」Webページ内の自治体
ごとの「日本酒一覧」ページへアクセス
し、関心のある日本酒をクリックする。
(会場内に掲示する二次元コードからもアクセス
可)

「東北ハウスECサイトモール」
内で商品を選択
国内居住者:注文
訪日外国人:予約

国内居住者:ECサイト内でクレジット決済
訪日外国人:各県アンテナショップを訪問

し決済

＜実施フロー＞

※Webページデザインイメージ

当該日本酒のページが表示され、写真
や詳細情報を紹介。蔵元のWebサイ
トへのリンクボタンや「東北ハウスECサイ
トモール」へのリンクボタンを設置。

各県アンテナショップECサイトの
トップページへ移動、購入希望商品へ。

注文・予約 決済

受取
（例）
日本酒の購入を希望

• 「東北ハウス」Ｗｅｂページに、会場で提供する地場産品や展示の日本酒瓶、伝統工芸品のうち、各県のアンテナショップで取り扱っている商品の一部をオ
ンラインで購入できる仕組みを構築します。これにより、気に入った商品をその場でスマートフォン等から購入できます。

• オンラインで購入した商品については、国内居住者は自宅等の指定した場所で、訪日外国人は羽田・成田空港、ホテル等で受け取れます。
• 東北・新潟の７県のアンテナショップが連携してポータルサイトを開設するのは初の取り組みです。
• なお、「東北ハウス」で取り扱う日本酒、地場産品、伝統工芸品以外の一部の商品もオンライン購入可能です（アンテナショップごとの取り扱いによります）。

［協力:ヤマトホールディングス］

東北ハウスECサイトモール（東北・新潟の“バーチャル”アンテナショップ）

※一部ECサイトではフローが異なる場合があります。

「東北ハウス」Webページ内の「東北
ハウスECサイトモール」へアクセスし、
各県アンテナショップをクリックする。



30 その他のコンテンツ等

■伝統工芸品・日本酒・地場産品データベース

• 「東北ハウス」において展示する伝統工芸品（約130品）、展示する日本酒（約210蔵）、提供する地場

産品（64種類）の詳細情報データベースを、「東北ハウス」Ｗｅｂページの特設ページに掲載します。

• 日本語に加えて英語でも紹介し、海外に向けてＰＲを行います（伝統工芸品のみ中国語（簡体字・繁体

字）、韓国語でも対応）。

■「東北デスティネーションキャンペーン（東北ＤＣ）」との共同プロモーション

• 「東北ハウス」会場内に、現在実施中（2021年4月から9月まで）の東北ＤＣのプロモーションを行うコーナー

を設置します。東北ＤＣのプロモーション映像やポスター掲示等を行い、送客促進に向けて相乗効果を図りま

す。

■「東北ハウス」応援団

・東北ゆかりの著名人の方々から「東北ハウス」応援団に就任いただきました。

※詳しくは「東北ハウス」Ｗｅｂページをご覧ください。

※Ｗｅｂイメージ
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２．バーチャル開催



32 【バーチャル開催】

• 「東北ハウス」Webページのトップページから、「バーチャル開催」専用ページに遷移。
• 「リアル開催」のコンテンツについて、ほぼ同様の内容がWebページで閲覧・視聴可能となります（体験型コンテンツやその他の一部コンテンツを除き、対応可

能なコンテンツは全て収録）。
• 加えて、「リアル開催」で180度巨大パノラマスクリーンで上映した映像「The View from TOHOKU & NIIGATA」を、パソコンやスマートフォン等の画面向

けにサイズ加工したバージョンや、臨場感を感じていただけるように「リアル開催」時の模様（動画）等も収録します。
※オンラインでの双方向通信やコンテンツの３Ｄ化は行わない予定です。

＜「バーチャル開催」Webページ内容＞

「東北ハウス」バーチャル開催ページはコチラ
2021年8月24日～2022年1月24日まで

＝ ＝ ＝

■公式Ｗｅｂページのトップページ ■「バーチャル開催」専用ページ（ランディングページ）

＜「バーチャル開催」の概要＞
• 「リアル開催」終了後に、「東北ハウス」Ｗｅｂページ上で展開（対応言語:日・英・中（簡／繁）・韓）。実際に「リアル開催」に来場していない国内外の

多くの方、特に訪日が困難な海外に向けて情報発信を継続します。
• 期間:2021年8月24日（火）～2022年1月24日（月）（5ヵ月間）

バーチャル開催時には、現行のWebサイトの
デザインを一新したランディングページを作成し、
各コンテンツの詳細ページへ遷移させる。

※ランディングページのデザインはイメージです



33

公式Webページをご覧ください

ご来場をお待ちしています

＜リアル開催＞
 期 間 2021年7月22日（木・祝）～8月7日（土） （17日間）
 会 場 アキバ・スクエア（東京・JR秋葉原駅前）

＜バーチャル開催＞
 期 間 2021年8月24日（火）～2022年1月24日（月） （5ヵ月間）
※公式Webページ上で開催（http://www.tohokuhouse.jp/）


