
                    
 

 
 

復興庁との連携による新商品も販売開始！ 
 

セブン&アイ“東北かけはしプロジェクト”開催 

過去最大の 257企業・産地、行政皆様との復興支援企画 
 

 
 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス（代表取締役社長 最高執行責任者:  

村田 紀敏）は、福島県、宮城県、岩手県等の東北各県協力のもと、東日本大震災

で被災された東北企業やキリンビール株式会社等の大手メーカー（以下 協賛・  

参加各社）と連携し、復興支援企画「東北かけはしプロジェクト」（以下 本プロ    

ジェクト）の第 12 弾を 2015 年 7 月 14 日（火）よりグループ各社にて実施いたし     

ます。 
 

本プロジェクトは 2011 年 11 月より協賛・参加各社 22 社、展開商品数約 200   

アイテムでスタートし、実施してまいりました。このたび実施する第 12 弾では、

岩手県産の新商品『あかもく』は復興庁との連携で販売を開始するほか、過去最大

の協賛・参加各社 257 社、展開商品数約 1,900 アイテムと、さらに多くの企業・   

生産者の皆様と連携して実施いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

産地の生産者皆様と共に歩むことをテーマとして掲げた本プロジェクトは、品質

管理や美味しさ等を追求したオリジナル商品「顔が見えるお肉。」の『奥州こくみ

鶏』や旬の宮城県産『刺身用びんちょう鮪（解凍）』等、産地の皆様と連携して   

ご提供する多彩な商品と新たなメニュー提案、様々なイベントを通じて、東北各県

の魅力をお伝えしてまいります。地域食材、日本の食の魅力を最大限にお客様に 

お伝えすることにより、復興支援および日本の食文化向上の一助となるべく努めて

まいります。 

2015年 7 月 13 日 



1．復興支援企画「東北かけはしプロジェクト」第 12弾概要 
 

■主体 セブン&アイ・ホールディングス各社 
株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマル、株式会社ヨークマート、 
株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 
 

■展開店舗   
全国のイトーヨーカドー約 160 店舗、ヨークベニマル約 180 店舗、ヨークマート
約 70店舗の合計約 410店舗 ※ヨークベニマルとヨークマートは一部商品のみの展開です 
イトーヨーカドーネットスーパー【https://www.iy-net.jp/】 
セブンネットショッピング『東北かけはし専門店』 

【http://www.7netshopping.jp/spc/shop/gotouchi/】 

 
■協賛・参加社数および商品アイテム数 

257社 約 1,900アイテム ※詳細の企業名は末尾【ご参考】をご参照ください 
 
2．主な展開商品の一例 

※写真はイメージ、価格は本体価格（税込価格）、イトーヨーカドーのみの販売となります 

※店舗により、取り扱いの無い商品もあります 
 
■「東北かけはしプロジェクト」オリジナル商品の一例 
 
・岩手県産、宮城県産 あかもく 
  30g×3パック 278円/本体（300円/税込） 
  復興庁選定の被災地元気企業 40選の生産者団体等が 
  フコイダン等の栄養成分豊富な海藻「あかもく」を 
   商品化。酢の物、天ぷら、味噌汁等でさらに美味しく 
  召し上がれます。※産地は店舗により異なります 
 
・「顔が見えるお肉。」 
  岩手県産 奥州こくみ鶏もも肉 
  100g 148円/本体（159円/税込） 
  生産者とイトーヨーカドーの共同開発「顔が見えるお肉」 
  こだわりのエサと育て方で美味しさを引出しました。 
   弾力ある肉感と濃厚な旨みが特徴のお肉 
 
・「顔が見えるお肉。」 
  岩手県産 いわて遠野牛切落し（肩・もも・バラ）   
  1パック 280g入 1,500円/本体（1,620円/税込） 
  遠野牧場にて指定生産者の下、丹念に肥育された 
  イトーヨーカドーオリジナルの黒毛和牛です。 
   骨付きで 14日以上熟成させ、旨みと柔らかさを 

引出しました 
 
・宮城県産 刺身用びんちょう鮪（解凍） 
  100gあたり 230円/本体（248円/税込） 
  気仙沼一本釣り漁船「亀洋丸」が水揚げ。 
 「旬」の時期の脂のり抜群の鮪 
 
・宮城県加工 刺身用生かつおたたき 
  100gあたり 180円/本体（194円/税込） 
  18年連続「水揚げ日本一」の気仙沼産生かつおを使用。 
  生のまま焼き上げ、もっちりとした食感をお楽しみ下さい 

https://www.iy-net.jp/】
http://www.7netshopping.jp/spc/shop/gotouchi/】


  
 

・グリコ ずんだコロン 大袋  

  278円/本体（300円/税込） 

 東北を代表する味覚のひとつ「ずんだ」味！ 

 甘さのなかに塩味をきかせた絶妙なクリームを 

 サクサクのワッフルに詰め込んだ期間限定商品 
 

・ハウス 牛タンカレー  

 288円/本体（311円/税込） 

 厚めに切った牛タンと、マッシュルームを使用した、 

 食感がアクセントとして楽しめる牛タンカレー 
 

・マルちゃん 天のつぶ（200ｇ×3個ﾊﾟｯｸ）  

 276円/本体（298円/税込） 

 15年の歳月かけて完成した福島県オリジナル品種。 

 粒が大きく、ふっくらと、しっかりとした食感が 

特徴のお米 
 

・マルちゃん サバだしラーメン 107g 

 184円/本体（198円/税込） 

 石巻 飯野川発の「サバだしラーメン」。 

 サバでだしをとった風味豊かなあっさりスープに 

 なめらかな細めのノンフライ麺を合わせました 
 

・マルちゃん 大盛り仙台辛味噌ラーメン（133g） 

 110円/本体（118円/税込） 

 仙台味噌を 100％使用し、唐辛子とラー油で 

 辛味をつけた辛味噌ラーメン。麺重量 90gの大盛カップ麺 
 

・マルちゃん 八戸せんべい汁（26.7g） 

 188円/本体（203円/税込） 

 「せんべい汁」は青森県で江戸末期に誕生した青森県の郷土料理。 

 南部せんべい 2枚入りの醤油ベースのせんべい汁 
 

・小岩井 オードブルチーズバラエティセット（42g×4） 

 378円/本体（408円/税込） 

 夏にぴったりお祭りパッケージ！ 

 小岩井で人気のある 4つのチーズを 

 手軽に楽しんでいただけるアソートセットです。 

  ※各店 50パック限定となります 
 
 
 
 
 

■『東北かけはし屋』商品の一例 



■東北かけはし限定商品の一例 
 

・『キリンビール仙台工場産 東北かけはし限定パック』各 350ml×6 本 

※7 月 13 日（月）発売 、数量限定、イトーヨーカドー、ヨークマートの各店舗にて販売となります。

価格は各社により異なります 

 

                   

 
 

 
 
 
  
 
 
 

被災したキリンビール仙台工場で生産された商品を買って当てる、東北 3 県の 

食の魅力伝える食材と一緒に生産者直筆の手紙が届く、東北ファンの拡大を目指

したクローズドキャンペーン。         ※一部賞品の内容が変更になる場合がございます 

 

＜岩手県コース＞ 八木澤商店 味噌・醤油セット               20名様 

＜宮城県コース＞ ㈱阿部長商店 ふかひれスープセット           20名様 

＜福島県コース＞ 福島県オリジナル米 天のつぶ 5kg              20名様 

Ｗチャンス 

セブン&アイ共通商品券2,000円分                   40名様 
 

3．イベントの概要 
 
 

東北かけはしプロジェクト ＰＲイベント 
 
① 開催日：2015年 7月 18日（土）13:30～ 

② 場 所 ：イトーヨーカドーアリオ西新井店 

     （東京都足立区西新井栄町 1丁目 20-1） 

③ 内 容 ：「東北かけはしプロジェクト」の概要説明 

      東北各県の商材のご紹介およびメニュー試食会 等 

④ 出 演 ：復興大臣政務官 小泉 進次郎 様（予定） 

           農林水産事務次官 皆川 芳嗣 様（予定） 

       スパリゾートハワイアンズダンシングチーム 様  

タレント SOLIDEMO（ソリディーモ）様 

タレント SUPER☆GiRLS（スーパーガールズ）様 他 

         

 

以上 
 
 
 
 
 



≪東北かけはしプロジェクトとは≫ 

本プロジェクトは、東北の農業・水産業・観光業の復興を、東日本大震災で被災した 
東北の企業をはじめとした協賛・参加各社と東北各県の行政との連携のもと、セブン& 
アイ・ホールディングスでの商品販売、キャンペーン、イベントを通じて支援する活動 
となります。「東北の思いと応援している全国の皆様の思いをつなぐ」ことをテーマに、 
復興に向け、東北の皆様が商品に込めた思いと、全国の皆様の応援する思いをつなぐ  
「かけはし」となりたいという志を込め、プロジェクトのタイトルといたしております 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪これまでの本プロジェクトの歩み≫  

第 1 弾  2011 年 11 月  7 日より実施  協賛・参加社数  22 社  商品展開約  200 
第 2 弾  2012 年  3 月  5 日より実施  協賛・参加社数  58 社  商品展開約  600 
第 3 弾  2012 年  7 月 17 日より実施  協賛・参加社数  81 社  商品展開約  800 
第 4 弾  2012 年 11 月 19 日より実施  協賛・参加社数 109 社  商品展開約 1,000 
第 5 弾  2013 年  3 月  4 日より実施  協賛・参加社数 123 社   商品展開約 1,200 
第 6 弾  2013 年  7 月  9 日より実施  協賛・参加社数 160 社   商品展開約 1,300 
第 7 弾  2013 年 10 月  9 日より実施  協賛・参加社数 188 社   商品展開約 1,400 
第 8 弾  2014 年  3 月  4 日より実施  協賛・参加社数 219 社   商品展開約 1,500 
第 9 弾  2014 年  7 月 14 日より実施  協賛・参加社数 239 社   商品展開約 1,710 
第 10 弾 2014 年 10 月  6 日より実施  協賛・参加社数 247 社   商品展開約 1,800 
第 11 弾 2015 年  3 月  2 日より実施  協賛・参加社数 250 社   商品展開約 1,850 

 

≪協賛および参加各社≫ 

◆協賛各社（全 17 企業） 

株式会社永昌源、江崎グリコ株式会社、エステー株式会社、花王株式会社、キユーピー株式会社、

キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社、グリコ乳業株式会社、株式会社クレハ、 

小岩井乳業株式会社、東洋水産株式会社、日本製紙クレシア株式会社、ハウス食品株式会社、 

マルハニチロ株式会社、株式会社 Mizkan、ユニ･チャーム株式会社、メルシャン株式会社 
 

◆参加各社（全 240 企業、50 音順） 

会津天宝 アイリスオーヤマ ㈱青木食品 赤武酒造㈱ 

秋田味商 ㈱秋田いなふく米菓 あきた北央農業協同組合 秋田酒類製造㈱ 

㈱アキヤマ アグリ物産株式会社 ㈱あさ開 ㈱浅沼醤油商店 

㈲朝日町ワイン 旭屋 浅舞酒造㈱ 味じまん製菓 

アスカフーズ アツギ㈱ ㈱阿部長商店 ㈱阿部善商店 

㈱アマタケ アルク アルプスビジネスクリエーション福島 安藤食品 

井ヶ田製茶株式会社 ㈱石渡商店 ㈱稲庭古城堂 ㈲稲庭宝泉堂 

岩手阿部製粉㈱ ㈱一ノ蔵 いちまる蒲鉾店 岩泉乳業㈱ 

いわき菌床組合 岩手缶詰㈱ 岩手県産㈱ ㈱巌手屋 

内池醸造㈱ ㈱うまいもん エスフーズ㈱ ㈲オー・イー・シー 

及川冷蔵㈱ ㈱大江 ㈱岡昇 ㈱大潟村あきたこまち生産者協会 

㈲大畑屋食品 尾刀製麺 雄勝野きむらや 小川原湖漁業組合 

奥の松酒造㈱ 尾崎酒造㈱ お茶の井ヶ田㈱ オーチャード斉藤(株) 

㈱男山本店 ㈱小野万 重茂漁業協同組合 オリエント時計 

㈱回進堂 菓匠榮太楼 カシオ ㈱柏屋 

【ご参考】 



㈱勝正商店 月山酒造㈱ ㈱鐘崎 かねさ株式会社 

カネショウ株式会社 カネタ 鎌田水産（株） 上北農産加工協同組合 

㈱鴎のたまご ㈱カム・ネット ㈱川喜 ㈱加和喜フーズ 

㈱河京 ㈱甘精堂本店 ㈱甘仙堂 ㈱かんのや 

㈱きくや ㈱貴千 ㈱喜多方らーめん本舗 ㈱北舘製麺 

㈱きちみ製麺 ㈲きっかわ 銀河食品工業㈱ 久慈市漁業協同組合 

久慈地方森林組合 櫛引 葛巻高原食品加工㈱ ㈱國洋 

熊谷食品 ㈱くらた ㈱栗駒フーズ ㈱Ｇｒｏｗｔｈ 

気仙沼ほてい㈱ ㈲糀和田屋 小岩井農場商品株式会社 ㈲郷アルパジョン 

㈱香精 ㈱小袖屋 ㈲コタニ 小玉醸造㈱ 

斉藤昭一商店 さいとう製菓㈱ ㈱サエグサファクトリー （合)酒井製麺所 

笹の川酒造㈱ ㈲さっぽろ屋 ㈲佐藤製餡所 ㈱三福製麺 

㈱三万石 しあわせ乳業㈱ ＪＡ加美よつばラドファ ＪＡグリーンサービス花巻 

ＪＡ全農福島 ＪＡ伊達みらい ㈱ジェイエイてんどうフーズ ジェラート・ナチュレ千葉 繁 

㈱ジオラ ㈲志賀煎餅 ㈱四季菜 ㈲島金商店 

㈱十文字チキンカンパニー ㈱松栄堂 翔ジャパン㈱ ㈱白神フォレストコーポレーション 

白雪とうふ㈱ ㈱新旬屋 新山根温泉 酔仙㈱ 

末永海産㈱ 末廣酒造㈱ 菅原 ㈲管原食品販売 

㈲酢屋吉正 ㈱青研 世嬉の一酒造㈱ 泉金酒造㈱ 

全漁連塩釜 ㈱千秋堂 ㈱大商 ㈱センチュリーエール 

㈱ダイチ ㈲だいもんじ食品 高砂食品㈱ ㈱高砂長寿味噌本舗 

㈱高浜 ㈱高徳海産 高橋商事㈱ ㈱高政 

㈱太郎庵 田老町漁業協同組合 ㈱千鳥屋製麺所 鳥海高原ユースパーク 

鶴岡市農業協同組合 ㈱ディメール ㈲出羽菓子処みのりや 出羽桜酒造㈱ 

㈱田園 ㈱でんろく 株式会社トウエイ ㈱遠野牧場 

㈲東北いちば 東北日本ハム㈱ 東和食品㈱ ㈱戸田久 

㈲冨岡商店 トヤマフーズ㈱ 豊国酒造(合) ㈱長根商店 

３３３３㈱中野製麺 ㈱中原商店 ㈲中村屋 ㈱波座物産 

㈱奈良屋 ㈱日進堂 人気酒造㈱ ㈱農友 

㈱ハケタ水産 八戸ニューシティーホテル ㈱八葉水産 ㈱八郎めん 

花万食品㈱ ㈲パレット ㈲半澤鶏卵 ㈱伴助 

㈲ピー・エイチ ㈱伏見男山本店 北緯四十度のまち㈱ ㈱本物の市場 

布施商店普代村漁業協同組合 プライフーズ㈱ ㈱米月山 ㈲益野製菓 

枡屋本店 ㈱マーマ食品 まるい食品㈱ ㈱丸勘商店 

㈱丸壽阿部商店 マルニ食品㈱ ﾏﾙﾌﾞﾝ食品㈱ ㈱丸ほ 保原商店 

㈱マルヤマ マルヨ鈴木商店 ㈲三浦商店 ㈲三浦米太郎商店 

㈱水沢米菓 水野水産㈱ ㈱道の奥ファーム 三菱鉛筆 

㈲みつわ食品 宮鰹 もちべえ 桃川㈱ 

㈱唐土庵いさみや ㈱八木澤商店 ㈲やない製麺 山形果実酒製造㈲ 

山形県水㈱ 山形屋商店 ㈱山際食彩工房 ㈱ヤマダフーズ 

山田乳業㈱ ヤマトモ水産食品㈱ ㈱山室繊維 ゆかり堂製菓 

㈱ユゼ ㈱湯田牛乳公社 洋菓子工房ノエル ㈱米沢鯉六十里 

㈱蓬田 酪王乳牛業㈱ ㈱ラグノオささき リアス海藻店 

陸前屋 農業組合法人りぞねっと 両関酒造㈱ 林泉堂㈱ 

六景楽市 ㈲蕗月堂 和歌山産業㈱ 渡辺製菓 

 


