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京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：原田 一之，以下 京急電鉄）とＪＡ全農あきた（県

本部長：小林 和久）は，秋田県（県知事：佐竹 敬久）と株式会社むらせ（本社：神奈川県横須賀市，

社長：村瀬 慶太郎）の協力のもと，京急グループの商業施設などにおいて，秋田県産あきたこまち「あ

きたｅｃоらいす」をはじめとする，秋田県産品（日本酒・発酵食品など）の販売促進と売上増強をめざ

し応援するプロジェクト「京急あきたフェア 2021」を 2021年 10月１日（金）～11月７日（日）の期間

で開催いたします。 

 

これは，10月 11日（月）の「あきたｅｃоらいす」新米発売にあわせ開催するもので，13回目を迎え

る今年は，新企画として，秋田県立大曲農業高等学校の生徒と一緒に考えたレシピを採用した「おにぎり

弁当」の販売や「けいきゅうキッズチャレンジ」と連携し，小学生を対象にお米について学び触れる，オ

ンライン講座を実施します。 

また，10月 11日（月）から京急ストアで販売する一部のお弁当に使われるお米を，秋田県産あきたこ

まち「あきたｅｃоらいす」に切り替え，お弁当の販売を通して，環境への配慮など持続的な社会の形成

にも貢献していきます。 

 

そのほかにも，例年ご好評をいただいている京急オリジナルパッケージの日本酒「京秋（けいしゅう）

の夢」を販売するほか，米菓「淡雪ふわり」も新味２種を含めた３種類の販売や，京急百貨店をはじめと

するグループ各施設での物産展や秋田関連商品の販売，イベントなどを実施し，お近くの京急沿線施設で

おいしい“秋田”を感じ，楽しんでいただける企画をご用意しております。 

詳細は別紙の通りです。 

 

  

    松 木・小

川 ℡． 03-
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秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」 「あきたｅｃоらいす」を使ったお弁当 



 別 紙  

「京急あきたフェア 2021」開催について 

 

１．期 間：2021年 10月１日（金）～11月７日（日） 

２．主 催：京急電鉄・京急グループ各社，ＪＡグループ秋田・ＪＡ全農あきた 

３．協 力：秋田県，株式会社むらせ 

 

４．秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」新米の発売 

  【あきたｅｃоらいすとは】 

秋田県が示している一般的な栽培方法より，使用農薬成分回数を半分以下

に抑えた，環境にやさしい，消費者にやさしいお米の総称です。ＪＡグルー

プ秋田・ＪＡ全農あきたでは，秋田県の協力のもと生産組織等と一体とな

り，秋田米作りのスタンダード化を目指し，環境保全に配慮した「秋田米ブ

ランド」を構築してまいります。 

 

（1）発 売 日：2021年 10 月 11日（月） 

（2）販売商品：300ｇキュートパック，２ｋｇ，５ｋｇ，10ｋｇ 

       通常米：２ｋｇ，５ｋｇ，10ｋｇの取り扱い 

       無洗米：300ｇキュートパック，２ｋｇ，５ｋｇの取り扱い 

（3）販売価格：販売各店舗にお問い合わせください。 

（4）販売店舗：京急ストア（湘南佐島店除く），もとまちユニオン（フードホール・ウィング久里浜

店除く），セブン-イレブン京急ＳＴ（品川上り店・ウィングキッチン川崎店・横浜

中央改札店・上大岡京急店・金沢文庫中央店・久里浜店）※セブン-イレブン京急 ST

店は 300ｇキュートパックのみ 

（5）プレゼントキャンペーン 

   期間中対象商品をお買い上げいただいたお客さまに京急グループ各施設利用券や秋田県関連グ

ッズなどを抽選でプレゼントします。 

  イ．対象期間：10月 11 日（月）～11月７日（日） 

        ※応募は 11月８日（月）消印有効。 

ロ．応募方法：対象商品購入時のレシートを専用応募はがきに貼付して応募ください。 

        ※専用応募はがきは対象商品販売各店舗にて配架いたします。 

ハ．対象商品：「あきた ecoらいす」２ｋｇ×２袋，５ｋｇ・10ｋｇ×１袋 

二．賞 品：・観音崎京急ホテルペアお食事券 

＆秋田県産あきたこまち「あきたｅｃｏらいす」無洗米（10ｋｇ分） １名様 

・京急百貨店商品券（5,000円分）                   ３名様 

・京急ストア商品券（5,000円分）                   ３名様 

・ＢＩＧＦＵＮ平和島食事券（5,000円分）               ２名様 

・天然温泉平和島入浴券（10枚綴り）               ２名様 

・天然温泉みうら湯入浴券（10枚綴り）                 ２名様 

・比内地鶏炊き込みご飯の素とスープセット              ５名様 

・さくらんぼの米粉パウンドケーキ（５個入り）            10名様 

・“のむ”トマト１箱（20パック入り）                12名様 



５．京急あきたフェア 2021 オリジナル商品の販売（※数量限定） 

（1）京急オリジナルパッケージ日本酒「京秋の夢」 

イ．概  要：秋田県湯沢産の「秋田酒こまち」を 100％使用した「香り爛

漫」を京急オリジナルラベルにて発売。10月１日の日本酒の

日に合わせ，数量限定で販売します。 

ロ．発 売 日：2021年 10月１日（金） 

ハ．販売価格：本体価格 1,380円（参考税込価格 1,518円） 

二．販売店舗：京急ストア（湘南佐島店除く），もとまちユニオン（上大岡店除く），京急百貨

店，セブン-イレブン京急ＳＴ（品川上り店・ウィングキッチン川崎店・横浜中央

改札店・上大岡京急店・金沢文庫中央店・黄金町店・北久里浜店・久里浜店），秋

田県アンテナショップ＆ダイニング あきた美彩館 

 

（2）京急オリジナルパッケージ米菓「淡雪ふわり」 

イ．概  要：「淡雪ふわり」京急オリジナルパッケージにて発売。『炙り海 

    老塩味』に加え，『こがしごぼう醤油味』（京急ストア・もとまち 

ユニオンなどで販売），『こがししょっつる味』（セブン-イレブン 

などで販売）を新たに発売します。 

ロ．発 売 日：2021年 10月１日（金） 

ハ．販売価格：本体価格各 278円（参考税込価格各 301円） 

二．販売店舗：京急ストア(湘南佐島店除く)，もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ

（品川上り店・ウィングキッチン川崎店・横浜中央改札店・みなとみらい横浜南改 

札店・上大岡京急店・金沢文庫中央店・久里浜店），秋田県アンテナショップ＆ダ

イニング あきた美彩館，大田区観光情報センター  

 

※数量限定での販売のため，商品はなくなり次第終了となります。また，取扱い店舗に変更が生じ

る可能性がございますので，あらかじめご了承ください。 

 

６．秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」新米使用！オリジナルお弁当の販売 

  秋田県立大曲農業高等学校の生徒と一緒に考えたレシピを採用した「おにぎり弁当」の販売や，葉

山鳥ぎんとコラボレーションしたお弁当の販売など，「あきたｅｃоらいす」の新米をお楽しみいた

だける特別弁当を販売します。 

 

 （1）京急ストア 

  ◇新米を味わう！あきたおにぎりセット（高校生と考えました！） 

  イ．内  容：いぶりがっこチーズおにぎり，味どうらくの里おかかおにぎりなど 

  ロ．販売価格：本体価格 398円（参考税込価格 430円） 

  ハ．販売店舗：京急ストア（伊勢佐木町店・湘南佐島店除く），もとまちユニオン 

  二．販売期間：2021年 10 月 11日（月）～10月 24日（日） 

 

  ◇葉山鳥ぎん「あきたを感じる 謹製焼鳥重」 

  イ．内  容：比内地鶏スープ炊き込みご飯，しょっつる焼鳥，いぶりがっこなど 

  ロ．販売価格：本体価格 698円（参考税込価格 754円） 

  ハ．販売店舗：京急ストア（伊勢佐木町店・湘南佐島店除く），もとまちユニオン 

  二．販売期間：2021年 10 月 11日（月）～11月 14日（日） 

 



 （2）羽田空港 

◇新米を味わう！空のあきたおにぎりセット（高校生と考えました！） 

イ．内  容：ツナいぶりがっこおにぎり，たけのこしめじの炊込みおにぎりなど 

ロ．販売価格：680円（税込） 

ハ．販売店舗：◇羽田空港第１ターミナル：ランチボックス，ＰＩＥＲ７ 

          ◇羽田空港第２ターミナル：空弁工房，アーツデリ， 

第１シーサイドカフェ など 

二．販売期間：2021年 10 月 11日（月）～11月７日（日） 

 

 （3）ＪＡ秋田おばこ直売所「しゅしゅえっとまるしぇ」 

（住所：秋田県大仙市花館常保寺 106-1） 

  ◇しったげうめえ！大農生コラボおにぎり弁当 

イ．内  容：スタミナおにぎり，大葉のみそおにぎりなど 

ロ．販売期間：2021 年 10 月 15 日（金）～31 日（日）の期間中の（金）・（土）・（日）  

 

 （4）お弁当を買って当てよう！！オリジナルグッズプレゼントキャンペーン 

    期間中対象商品をお買い上げいただいたお客さまに京急グループ各施設利用券や秋田県関連グ

ッズなどをプレゼントします。 

   イ．対象期間：10月 11 日（月）～11月７日（日） 

    ※応募は 11月８日（月）消印有効 

ロ．応募方法：対象商品にある応募券を郵便はがきに貼付し，必要事項をご記入のうえ，郵便切

手を貼ってポストにご投函ください。 

ハ．対象商品：上記記載のお弁当各種 

二．賞 品：秋田県の伝統工芸品 曲げわっぱお弁当箱 ３名様 

          お茶碗＆お箸セット           ５名様 

          お弁当を入れるのにぴったり「巾着」   100名様 

 

７．秋田＆京急 元気をお届け クイズキャンペーン 

  期間中，どなたでもご応募いただけるクイズキャンペーンを実施し，秋田県産あきたこまち「あき

たｅｃоらいす」１俵や秋田牛ローストビーフなど，抽選で 50名様に素敵な商品をお届けします！ 

（1）応募期間：2021年 10 月１日（金）10:00～11月７日（日）23:59まで 

（2）応募方法：期間中，京急あきたフェア特設ホームページにて必要事項をご入力のうえご応募ください。 

（3）賞  品：秋田県産あきたこまち「あきた ecoらいす」１俵分（60kg） 10名様 

秋田牛ローストビーフ（200g×２Ｐ）            ５名様 

京急百貨店商品券（30,000円分）              ３名様 

京急ストア商品券（30,000円分）             ３名様 

秋田犬＆けいきゅんぬいぐるみセット           14名様 

お肉屋さんのレトルトセット（３種類×各２袋）       15名様 

 

 

 

 

 

 

        ※当選発表は，厳正なる抽選のうえ，賞品の発送をもってかえさせていただきます。 



８．「けいきゅうキッズチャレンジ」との連動企画 

  小学生を対象に実施している「けいきゅうキッズチャレンジ」と連携し，ＪＡ全農あきたの講師に

よるお米について学ぶ講座や精米体験など，おうちで楽しく学べるオンライン講座を実施します。 

（1）配信日程：2021年 11月 20日（土）①10時～ ②14時～ 

（2）募集期間：2021年 10月 18日（月）10時～（予定） 

（3）募集方法：京急アドエンタープライズのホームページまたはお電話にて募集いたします。 

（4）そのほか：企画の詳細は募集開始前に改めて KEIKYU WEBにてお知らせいたします。 

              https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html 

（5）問い合わせ：株式会社京急アドエンタープライズ ビジネスサポート事業部 

（TEL）045-307-3855 

（受付時間）平日 10：00～18：00 

（ホームページ URL）https://www.keikyu-ad.co.jp/（外部サイトへリンクします） 

（メールアドレス）travel_w84@keikyu-group.jp 

  

９．そのほか 

京急グループ各施設では，京急百貨店をはじめに秋田県物産展やパネル展の開催，秋田県の郷土料

理や秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」を使用したメニューの提供などで秋田フェアを

盛り上げてまいります。 

 

・京急百貨店 地下１階食品催事場「食べてけれな～！秋田県」，地下１階和洋酒売場「秋田の日本

酒販売会」，「ＣＯＴＯＮＯＷＡ 秋田の食と発酵を愉しむ会」 など 

 ・京急ストア「アプリスタンプラリー」 

秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」に使えるクーポンプレゼント！ 

  

 そのほかにも，京急グループ施設では秋田を感じていただけるイベントをご用意しています。 

実施期間や対象店舗などの詳細につきましては，京急線の駅にて配架するパンフレットもしくは，ホー

ムページをご覧ください。 

 https://www.keikyu.co.jp/cp/akita2021/index.html 

 

10．お客さまのお問い合わせ先 

  京急ご案内センター TEL 03-5789-8686/045-225-9696 

  （平日  ９：00～17：00 土・日・祝日 ９：00～17：00） 

 ※営業時間は変更になる場合がございます。 

  

 

※すべてのキャンペーン内容は変更または中止になる場合がございますので，あらかじめご了承ください。  

 

以  上 

https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html
https://www.keikyu-ad.co.jp/
mailto:travel_w84@keikyu-group.jp
https://www.keikyu.co.jp/cp/akita2021/index.html

