2021 年 3 月 9 日
買うなら岩手のものバーチャル物産展 in KITTE の開催について

「買うなら岩手のもの バーチャル物産展 in KITTE（岩手県主催、岩手銀行共催）
」が、下記
のとおり開催されますのでお知らせいたします。
本イベントには、manorda いわて株式会社が岩手県から委託を受け、開発を支援したイワテメ
イドアパレルプロジェクトの新商品が展示されます。
ぜひこの機会に岩手県内縫製工場の技術力の高さをご覧ください。

記

■ 日時
①2021 年 3 月 10 日（水） 11 時 00 分～19 時 00 分
②2021 年 3 月 11 日（木） 10 時 00 分～19 時 00 分
③2021 年 3 月 12 日（金） 10 時 00 分～17 時 00 分

■ 場所
東京シティアイ パフォーマンスゾーン
（東京都千代田区丸の内 2 丁目 7-2

KITTE 地下 1 階）

■ 本件に関するお問い合わせ先
担当：藤原（019-624-8100）

以上

来場者
特典あ
クー り！

（50 ポン
0 円引き）
in KITTE

！
全品 3 割引き 開催中！

簡単！スマホで
ネットショッピング
日程

2021年 3月10 ㈬・
11㈭・12 ㈮日
時間

11:00〜19:00

10:00〜19:00

10:00〜17:00

岩手自慢のグルメや工芸品など

約400商品のすべてを今だけ 通常価格の3割引き
この機会に、岩手のものをぜひお買い求めください！

簡単！QR コードから ネットショッピング購入方法と特典クーポンについて
会場の商品サンプルかサイトで
商品を選びます。

③

※会場には購入者用パソコンもご用意しておりますので、スマホがない方でも会場で購入ができます。
※会場での物販は実施しておりません。

先着
東京シティアイ パフォーマンスゾーン
500名様
東京都千代田区丸の内２丁目７-２ KITTE 地下 1 階

https://iwks-netshop.com/
岩手 バーチャル物産展

検索

お買い物は
▶
こちらから

新商品展示会開催

共催：岩手銀行

い

商品が届きましたら、おうちで
岩手をお楽しみください！

Çava?缶
1缶 プレゼント！
（サヴァ）

さらに！ 期間限定 クーポンコードで 500 円引き！
同時開催③

漆 DAYS いわて開催
岩手から漆文化と漆の魅力を発信

主催：岩手県

わー

バーチャル物産展での会員登録をしていただいた方に

同時開催②

同時開催①

お得！

商品 POP の QR コードから
商品ページへアクセスできます。
まとめ買いがお得です！

⑥

500円

⑤

ク
スタッフに登録画面を見せて、50 ーポン
0 円引き
先着でサヴァ缶プレゼント！
さらにクーポンコードももらえます！

会場

購入画面に進むとクーポンコード入力欄が
ありますのでクーポンコードを入力して
お買い上げください。500 円引き！

④

美味しそう

①

②

ありがとう
ございます

来場したら、まずはサイトに
アクセスして会員登録！

お問い合わせ先 . 岩手県商工労働観光部産業経済交流課

期間限定メニュー

岩手三陸復興応援
コラボメニュー登場！
東京シティアイカフェ by プロント
Tokyo City i CAFE by PRONTO

TEL.019-629-5537

in KITTE

例
商品一

中村家
うに海宝漬

オヤマ

2,730円（税込み）※割引価格

3,009 円（税込み）※割引価格

( 全品国産鶏肉使用 )

南部美人
720ml×3 本セット

白龍 じゃじゃ麺
4 食入

サヴァ缶５種アソート６缶
化粧箱入

通常価格 4,300 円（税込み）

通常価格 5,500 円（税込み）

通常価格 2,754 円（税込み）

通常価格 2,764 円（税込み）

丸三漆器
盃 金桜 ペア

いわちく
岩手県産交雑牛 ヒレステーキ

水沢鋳物工業協同組合
南部鉄瓶 Sayu ( 大 )

岩谷堂箪笥
整理箪笥 85 巾

通常価格 11,000 円（税込み）

3,780円（税込み）※割引価格
通常価格 5,400 円（税込み）

13,860円（税込み） ※割引価格

235,620円（税込み）※割引価格

からあげ全国大会優勝セット

通常価格 3,899 円（税込み）

濱幸水産
まるごとセット

5,459 円（税込み） ※割引価格
通常価格 7,799 円（税込み）

7,700 円（税込み） ※割引価格

3,850円（税込み）※割引価格

1,927円（税込み）※割引価格

ピュアブラック IH 対応

通常価格 19,800 円（税込み）

1,935円（税込み）※割引価格

赤黒

通常価格 336,600 円（税込み）

催①
同時開

新商品展示会開催
「イワテメイドアパレルプロジェクト」は、
岩手県内の縫製工場が、自社の強みを生かした自社ブランド商品を開発・販売し、高い技術力
を発信する取組です。
今回参加した６社は、「新しい生活様式」をテーマに、サステイナビリティやコロナ禍以降の新
しい社会を意識した商品を開発しました。
MADEINJAPAN のファッションを支える、質の高い縫製技術から生まれた商品をぜひ御覧く
ださい。
参加事業者：岩手モリヤ㈱・㈲クラスター・㈱京屋染物店・㈱二戸ファッションセンター・日本ソーイング㈱・㈱ナカイズミ

催②
同時開

漆 DAYS いわて

岩手から漆文化と漆の魅力を発信

漆生産量の国内約７割を占める国内随一の漆生産地、岩手県。漆文化の歴史的背景、漆の生産状況や漆器製品の魅力を紹介します。

催③ 岩手三陸復興応援
同時開
コラボメニュー登場！
期間限定メニュー

Çava（サヴァ）
（サヴ ）?缶
缶

Tokyo City i CAFE
by PRONTO

国産サヴァ缶のチリトマトソース

プロントのオリジナルトマトソースにサヴァ缶
（パプリカチリソース味）をふんだんに使用。
口の中で心地の良い辛味がマッチングした、癖に
なる味が完成！他店では味わえないシティアイカ
フェ店のみの期間限定商品となります。
1 日限定 20 食とさせて頂きます。
提供期間

新型コロナウイルス対策について

3/8（月）〜 3/31（水）

全日 パスタ販売時間 11 時〜 19 時

以下のご来場ルールを厳守頂きますようお願い致します。

❶マスクの着用

ご来場の際には、常時マスクの着用をお願い致します。マスクをされ
てないお客様はご入場できません。

❷来場時の除菌のご協力
1日限定

20 食！
※数に限りがございますので品切れの際は
ご了承下さい。

マスク着用

ご来場の際は入り口に設置している消毒液をご利用いただき、手指等の
除菌対応にご協力をお願い致します。

❸来場時の体調について ［次の症状があるお客様はご来場をお控えください。］
● 37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方
● 風邪の症状（発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど）がある方
● 身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方

手指の洗浄

1m 以上の距離

手指の消毒

in KITTE

会 場 案 内 図（東京シティアイ パフォーマンスゾーン）
イベント日程

2021年 3 月10 ㈬・11㈭・12 ㈮ 日
11:00〜19:00

楽しんで

いってね

10:00〜19:00

10:00〜17:00

。

東京シティアイカフェ by プロント

わんこきょうだい

バーチャル物産展
岩手観光紹介コーナー

イワテメイドアパレル
プロジェクト
漆 DAYS いわて開催

バーチャル物産展

総合インフォメーション

階段 1 階へ

簡単！ スマホで
ネットショッピング

漆 DAYS いわて開催
岩手から漆文化と漆の魅力を発信

出口

入口

新商品展示会開催

岩手観光紹介コーナー

