
       
 

 

平成 29年 3月 1日 

報道関係各位                ＠ 

住友不動産株式会社 

ヤ フ ー 株 式 会 社 

 

 

 

 

 

 
 
 

住友不動産株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：仁島浩順）と、ヤフー株式会社 

（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮坂学、以下 Yahoo! JAPAN）は、食べ物やものづく

りなどを通じて東北の生産者と消費者が双方向のコミュニケーションを行い、エールを送りあうこ

とができる「東北エールマーケット MARCHE」を 3 月 7 日に「住友不動産新宿ガーデンタワー」、

3 月 11 日に「東京日本橋タワー」にて、開催することとなりましたのでお知らせします。 
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自然豊かな地域で育まれた農作物や海産物、東北の歴史が息づく伝統工芸品、優しい味に笑顔が

こぼれるスイーツ、東北にはたくさんの魅力的な商品があります。それらの東北の産品を全国に発

信・販売し、東北の復興・発展を目指し、Yahoo! JAPAN では 2011 年 12 月より EC モール「東北

エールマーケット（旧・復興デパートメント）」※を運営しています。今般、住友不動産株式会社が

場所を提供することで多くの方に実際に見て、手に取り、ご購入いただく機会を初めて創出いたし

ました。イベント当日は東北産の高級イチゴ、スイーツ、素敵な雑貨など、東北発の本当にいいモ

ノが数多く並びます。ぜひ、「東北エールマーケット」の商品を高田馬場・日本橋でご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北へエールを。東北からエールを。 

「東北エールマーケット ＭＡＲＣＨＥ
マ ル シ ェ

」開催！ 
＜東北復興６年目。買うことで始まるエールのバトン＞ 

3月 7日（火）@高田馬場 ／ 11日（土）@日本橋 

 

東北エールマーケットは Yahoo! JAPAN が運営しています 

 

 

 

 

 

 

＜会場イメージ＞ 

 
＜商品イメージ＞ 

 

もういちど作ろう。そう立ち上がった人がいます。 

ここで作ろう。移り住んだ人がいます。 

東北から生まれたもの。そこから生まれたもの。 

力が流れているものをコンセプトに、東北の生産者が運営している 

ストアや東北の食やものづくりを扱っている 100 ストアをまとめた 

コンセプトモールです。 

URL：https://yellmarket.yahoo.co.jp/tohoku/ 

 

＜マルシェイメージ＞ 

 



■開催概要 
日 時：3 月 7 日（火）10:30～19:00 

会 場：住友不動産新宿ガーデンタワー（ベルサール高田馬場） 

交通案内：東京都新宿区大久保 3-8-2 

 

交通案内：「高田馬場」駅 戸山口 徒歩 5 分（JR 線・西武新宿線） 

交通案内：「高田馬場」駅 3 番出口 徒歩 6 分（東西線） 

交通案内：「西早稲田」駅 出入口 徒歩 7 分（副都心線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：3 月 11 日（土）11:00～16:30 

会 場：東京日本橋タワー 

交通案内：東京都中央区日本橋 2-7-1 

交通案内：「日本橋」駅 直結（東京メトロ銀座線／東西線・都営地下鉄浅草線） 

交通案内：「三越前」駅 B6 出口 徒歩 3 分（東京メトロ銀座線／半蔵門線） 

交通案内：「東京」駅 八重洲北口 徒歩 6 分（JR 線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同日開催「防火防災フェア」 

◆10:00～12:00 

消防演習、警察演習、起震車・防火訓練車（放水） 

体験、防火防災 DVD 上映、応急救護・AED 体験 

◆10:30～19:00 

お住まいの「耐震補強リフォーム」無料相談コーナー、 

防災備品展示・販売会 

＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞ 

住友不動産株式会社 広報部 TEL 03-3346-1042 担当：内藤 

ヤフー株式会社   広報室 TEL 03-6898-8282 担当：小澤 

※画像はイメージ。 

 



■出店ストア・商品一例（予定） 

 

ストア名 ストア紹介 販売予定商品 

気仙沼さん 

気仙沼の地元で愛されている味、すべ

て勢揃い！ 復興に向けて頑張る気仙

沼をお届けします。 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesen

numa-san/ 

●完熟牡蠣オイスターソース 

海のミルクと呼ぶにふさ

わしい牡蠣からできた風

味豊かな化学調味料、保

存料無添加のオイスター

ソースです。料理の隠し

味に入れると旨味が増し

ます。気仙沼市唐桑地区

も東日本大震災で甚大な

被害を受けましたが、2013年、ようやく養殖牡蠣が大きく育

ち、納得して出荷できるまでになりました。 

 

●ふかひれラーメン 

「ふかひれの街・気仙沼」ならではの、こだわりご当地ラーメン

です。 

南三陸ミシン工房 

わたしもがんばる。だからあなたもがん

ばって。ミシンとともに復興の道を歩みま

す。南三陸ミシン工房は、東日本大震災

で被災した女性たちがミシンを仕事や生

きがいにしていく為の「ミシンでお仕事プ

ロジェクト」という活動を通して立ち上が

った工房です。町を蘇らせたい、助けて

いただいた「ありがとう」を誰かにお返し

したい、という気もちで、全国の方々から

支援して頂いたミシンを使い、一針一針

心をこめて、毎日ミシンに向かっていま

す。 

 

https://shopping.geocities.jp/mishinkou

bou/ 

●がんばっぺし！ポーチ 

商品名にある「がんばっぺし」は「一緒にがんばろう」の意味と

なる宮城や岩手の方言です。「がんばっぺ」に「し」がつくと

「together」の意味が加わり

ます。東日本大震災で被

災した女性達が中心となっ

て縫製しています。 

 

●ティッシュボックスケース 

イギリスのインテリアテキスタイルブランド「Clarke&Clarke」の

生地やウミネコやウニをモチーフにした工房オリジナルデザイ

ン柄で仕上げました。 

石巻元気商店 

新鮮な海の幸や、ハンドメイド品など復

興を目指す人たちによるさまざまな商品

が集まる通販サイトです。 

ホヤ、アワビ、金華サバ、ホタテ、などの

海産物、石巻産の茶豆、宮城県産のお

肉、大漁旗を用いて作られたブレスレッ

トやピアスなどが購入できます。 

 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/otr-i

shinomaki/ 

●燻製かきのオイル漬け 

柔らかくぷっくりと育った石巻

のカキ。そのおいしさを、しっ

かり楽しんでいただきたいと

燻製にし、上質なオリーブオ

イル、スパイスで仕上げまし

た。燻製に使ったウイスキー

樽のスモークチップならでは

の香りが、まるでチーズのようなクリーミーさを引き立てます。

石巻沿岸の栄養をしっかり吸収して育ったカキの身をまるごと

楽しめる一品です。 



フィッシャーマン・

ジャパン 

漁業のイメージをカッコよくて、稼げて、

革新的な「新 3K」に変え、次世代へと続

く未来の水産業の形を提案していく若手

漁師集団です。2024年までに三陸に多

様な能力をもつ新しい職種「フィッシャー

マン」を1000人増やすというビジョンを掲

げ、新しい働き方の提案や業種を超えた

関わりによって水産業に変革を起こすこ

とを目指しています。 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/fisher

manjapan/ 

●フィッシャーマンジャパン×Hiyuca ブレスレット 

出会いから始まるもの作りをコンセプトに東日本大震災の被

災地＜石巻市＞で誕生したブランド Hiyucaのモチーフ「折り

鶴」と、フィッシャーマンジャパンのモチーフ「碇（アンカー）」の

リバーシブルなブレスレットです。 

 

●フィッシャーマンジャパン ホヤ T（UKIUKIIKUIKU コラボ） 

東北以外ではなかなか食べる機会のないホヤは甘味、旨味、

酸味、苦味、塩味の５代味覚がすべてあると言われていま

す。もっと身近になってほしいという思いで使い勝手のよい T

シャツを作りました。 

うめえべっちゃ 

東北 

東北の美味しいもの（うめぇもの）を厳選

しています。 

 

http://store.yahoo.co.jp/umeebeccyasa

nnriku/ 

●イグナルファームのイチゴ 「もういっこ」  

「関わる人みんながいぐなる（=良くなる）ように！」という想い

の元、宮城の気候風土を生かしイチゴなど、こだわりの果物

の栽培を行っています。震災後に力をいれた復興シンボル的

なイチゴ。大粒なのに甘すぎ

ない。「いっこたべると、もうい

っこ食べたくなるイチゴ」で名

前がつきました。何個も食べ

続けられるイチゴです。 

IIE（イー） 

IIEには「311 をひっくり返す」という意味

があります。（311を逆さにすると IIEにな

ります。）先月はNHKの「イッピン」でも紹

介されました！ 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/iie/ 

●会津木綿ストール 

働きものの織機 1台がせっせとつくる反物は 1日 13m。大切

に受け継がれてきた日本の伝統工芸を、今を暮らす私たちが

普段使いしやすいようにリデザインし、作り手さんがひとつひ

とつ丁寧に作り上げています。 

 

●会津木綿のご祝儀袋  

一枚の会津木綿でできた御祝儀袋です。 

「使い捨てにするのはもったいない。」という想いから、おめで

とうの気持ちを伝えた後も、もらった人がハンカチとしてお使

いいただけます。 



ふくしま市場 

未曾有の被害をもたらした東日本大震

災から、まもなく 6年の月日が経過しま

す。『わたしたちにできること！特産品か

ら福島県を元気に！』をテーマに日本全

国のみなさまに、「福島の美味しいモノ」

を発信しています。震災以降、日本で一

番安全に気を使っているのは、福島産

の食品です。6年経つ今でも、お米、野

菜・果物、水産物、畜産のモニタリング

検査をし続けています。「福島の食品は

安全です」と叫んでみても、検査がすべ

てではないという人もいるでしょう。福島

県だからこそ、どこよりも厳しく、徹底、継

続的にすることで、みなさまに安心して

いただきたい！そして、ぜひ福島の「美

味しいモノ」を味わってみてください。 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/fukus

hima-ichiba/ 

●10種ミックスうまい豆 

 「おとなの週末」スイーツ・ドリンクお取り寄せランキング10位

ランクイン。こだわりの会津産の豆をコーヒーや抹茶、わさび

などで風味豊かに仕上げています。 

 

●若桃の甘露煮 

福島県北部は桃の名産地。大きく実らせるため、小粒のとき

に間引き選別します。間引きした桃を種まで柔らかくジューシ

ーに甘露煮にし、まるごと食べられるデザート桃です。 

 

●いもくり佐太郎    

さつまいもと栗をたっぷり使ってふんわりとして柔らかく、栗と

白あんを練り込み軽く表面を焼き上げた和風スイートポテト。

ふるさとの民話をお菓子にした福島県の大人気銘菓です。 

NPO法人 

しんせい 

NPO法人しんせいは、福島の障がいを

お持ちの方が原発事故の影響で避難さ

れて来た先で雇用を生み出す活動をし

ています。 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/nposin

sei/ 

●魔法のお菓子ぽるぼろん 

ぽるぼろんは、スペイン・アンダルシア地方発祥の柔らかな食

感が魅力の一口サイズ

のお菓子です。シナモン

味がほわっと広がりま

す。 

クールアグリ 

若手農業者の集合体「クールアグリ」は

「ふくしま」から日本の農業を元気にする

ために立ち上がったプロフェッショナル

集団です。美味しい農産物という品質は

もちろん、自社の利益、競合関係を越え

て、 日本の農業の将来を考え、農業を

全力で楽しみ、農業の可能性を拓き、新

しいカタチの農業を創ってゆきます。 

 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hajime

ppe/ 

●野菜ソムリエの野菜スープ 

「クールアグリ」のこだわりの野菜を野菜ソムリエがおいしいス

ープに仕立てて提供します。 

 

（「クールアグリ」は 3/7 食材のみ提供、「うめぇべっちゃ東北」は 3/7 のみ出店です。なお、出店スト

ア・商品は予告無く変更となる可能性があります。ご了承ください。） 


