
 

 

 

 

２０２０年１２月１７日 

東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

株 式 会 社 鉄 道 会 館 

 

 

『出前！グランスタ東京㏌盛岡』の販売商品詳細が決まりました！ 
 

 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社では、株式会社鉄道会館と連携し『出前！グランスタ東京 in盛岡』を 

盛岡駅で開催します。このたび、販売する商品の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。 

「グランスタ東京限定商品」をはじめ、東京駅で味わえる様々な“美味しさ”を盛岡駅でお楽しみいた 

だける機会となります。ぜひ盛岡駅にお越しください。 

 

＜出前！グランスタ東京㏌盛岡 開催概要＞ 

１.開催期間  2020年 12月 25日(金)～27日(日) 3日間 

２.時    間   11：00～19：00（25日は 12：00～） 

３.会  場  JR盛岡駅構内 2階北側コンコース 

４.共  催  東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 

        株式会社鉄道会館 

５.運  営  株式会社鉄道会館 

６.内  容  (1) グランスタ東京内の人気のスイーツ、惣菜の販売 

        (2) グランスタ東京内限定のスイーツの販売 

        (3) 新幹線荷物輸送による生菓子・パン・弁当等の販売  

       (4) ECサービス「JRE MALL」内ショップ 

「グランスタモール」の宣伝・ＰＲ 

７．販売商品 【別紙】にてご確認ください。 

 

＜特別企画＞ 

  当社初！！東北新幹線で首都圏の出来立てパンやスイーツを盛岡に運びます！！※数量限定 

１.実 施 日  2020年12月25日(金)～27日(日) 3日間 

２.対象列車     

  （予定） 

 

 

 

３.内 容  当社初の取り組みとして、首都圏でしか販売のないパンやスイーツを中心に東京駅から東 

北新幹線で運び、「出前！グランスタ東京㏌盛岡」で販売します。また、商品が新幹線で 

盛岡まで届けられるまでの様子を会場にて放映する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～東京の美味しいものが新幹線でやってくる！！～ 

会場位置図（イメージ） 

№ 列車名 東京発 盛岡着 販売開始時間 

①  はやぶさ 103号 7:56 10:49 商品は 12:00 頃より販売します。 

②  やまびこ 53号 8:48 12:07 商品は 13:00 頃より販売します。 

③  やまびこ 61号 12:36 15:54 商品は 17:00 頃より販売します。 

 

【出来立てを新幹線でお届けする商品(一例)】※各商品の詳細は添付資料をご参照ください。 

「まるごといちご生クリームサンド」 

（PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン） 

「豆大福」 

（銀座 甘楽） 

「極上但馬牛焼肉弁当」 

（純但馬牛 美方 powered by GORIO） 

東京駅外初登場 東北地方初登場 東京駅外初登場 



 

 

『出前！グランスタ東京㏌盛岡』の販売商品詳細 

【出来立てを新幹線でお届けする商品の一例】 

※輸送する新幹線便（前項①～③）は変更となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙  

「苺ショートケーキ」 ／ 京橋千疋屋 （税込価格：702円） 

フルーツ専門店ならではの、こだわりの苺が楽しめるショートケーキ。甘さ控

えめの上品なクリームが苺の美味しさを引き立てる逸品です。 

※12月 25日はクリスマスバージョン（税込 648円）となります。 

※新幹線：①「はやぶさ 103号」にて輸送予定 

東京駅外初登場 

「ジャンドゥーヤ」 ／ カファレル （税込価格：594円） 

イタリア・トリノの老舗チョコレートブランド「カファレル」の直営店でしか

食べられない手作りケーキ。ヘーゼルナッツが豊かに香るジャンドゥーヤチョ

コレートと爽やかなラズベリーコンポートの絶妙なマリアージュをご堪能いた

だけます。  

※新幹線：①「はやぶさ 103号」にて輸送予定 

東北地方初登場 

「豆大福」 ／ 銀座甘楽 （税込価格：1個 206円） 

東京駅で 1日に最大 3,500 個を売り上げた人気の豆大福。契約農園の小豆を炊

いた粒あんの風味を感じられるようにシンプルながらも丹精込めて作っていま

す。新幹線輸送によりコシのある柔らかなお餅を堪能いただけます。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

東北地方初登場 

「東京百両あんぱん（右：こしあん／左：クリーム）」／ 元祖木村焼き 百両屋 

（税込価格：1個 195円） 

今年 8月に誕生したメゾンカイザー代表 木村周一郎氏プロデュースによる東

京駅限定のあんぱん専門店から看板商品が東京駅外に初登場。たっぷり卵とバ

ターリッチな贅沢生地に特製のあんを包んだ逸品です。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

東京駅外初登場 

「御養卵のクリームパン」 ／ THE STANDARD BAKERS TOKYO  

（税込価格：1個 302円） 

栃木県日光の御養卵を使用し、口どけの良い生地と濃厚な味わいのカスタード

をこぼれおちるほどたっぷり詰めた、東京駅限定の一番人気の商品です。薄く

焼き上げたブリオッシュ生地と、コクとスッキリとした甘さのカスタードを堪

能いただければ、ついもう一つ食べたくなってしまう美味しさです。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

東京駅外初登場 

「まるごといちご生クリームサンド」 ／ PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン 

（税込価格：648円） 

フルーツサンドが人気のサンドイッチ専門店「メルヘン」。8月に新オープンし

た「PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン」より作りたての人気商品をお届けします。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

東京駅外初登場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他おすすめ商品の一例】 

 

 

 

「極上但馬牛焼肉弁当」 ／ 純但馬牛 美方 powered by GORIO 

（税込価格：1,944円） 

炉窯炭火焼きステーキの名店「麤皮」（あらがわ）の分店として創業した名店

「哥利歐」（ごりお）が初監修する焼肉店による豪華な焼き肉弁当。純但馬牛

のトモバラを風味豊かな秘伝のたれで焼き上げました。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」・③「やまびこ 61号」にて輸送予定 

東京駅外初登場 

「名古屋コーチン特上焼き鳥重」 ／ 名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店 

（税込価格：1,480円） 

名古屋コーチンの焼き鳥を堪能できる焼き鳥重。人気のねぎま、皮、つくねに

希少部位のぼんじりを、焼き上がりに秘伝のたれをつけて仕上げ、御飯の上に

鶏そぼろと一緒に乗せた一品です。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」・③「やまびこ 61号」にて輸送予定 

 

東京駅外初登場 

「かみしめて肉弁当（黒毛和牛３色弁当）」 ／ 肉卸小島 

（税込価格：1,280円） 

黒毛和牛の赤身すじ、牛そぼろ、低温調理したステーキを詰め合わせました。

肉卸 85年の小島商店がこだわる黒毛和牛の美味しさをかみしめていただける

贅沢な弁当です。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」・③「やまびこ 61号」にて輸送予定 

 

東北地方初登場 

「サーモンカツサンド」 ／ＴＯＵＢＥＩ （税込価格：580円） 

グランスタ東京の新ショップ人気テイクアウトランキング第 1位（※）。やわ

らかな食パンにサーモントラウトのすり身を使用して揚げたカツ、国産卵と玉

ねぎをたっぷりと使用したタルタルソースをサンド。合成保存料・合成着色

料・化学調味料不使用です。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

※「鉄道会館調べ」(2020 年 9月 17日発表) 

東北地方初登場 

「メープルバタークッキー」 ／ザ・メープルマニア  

（税込価格：18枚入 1,900 円） 

東京駅の洋菓子売上ランキング第 1位（※）の人気商品。メープルシュガーと

発酵バターを生地にたっぷりと練りこみ、サクサクと軽い食感に焼き上げたク

ッキーでバターチョコレートをサンドしました。 

※「東京ステーションシティ運営協議会調べ」（2019年 7月 22日発表） 

東京駅洋菓子ランキング 1 位 

「松露サンド」 ／ つきぢ松露 （税込価格：648 円） 

具材は伝統の玉子焼「松露」とマヨネーズのみ。玉子焼の味そのものを楽しん

でいただけるよう分厚くボリューミーに、しっとり滑らかなパンとの間に塗っ

たマヨネーズの酸味が美味しさを引き立てています。 

※新幹線：②「やまびこ 53号」にて輸送予定 

 

岩手県初登場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「広尾のビスチィーヌ」 ／ BURDIGALA TOKYO  

（税込価格：4個入 864円／8 個入 1,728 円／12 個入 2,592 円） 

JR 東日本おみやげグランプリ 2020 で新人賞を受賞。東京駅限定の「ピスタ

ーシュ」「焦がしキャラメル」が東北地方初登場。クローブ、カルダモン、ナ

ツメグ、ジンジャー、シナモンを独自にブレンドした香りよいビスキュイをお

楽しみいただけます。 

東北地方初登場 

「東京駅丸の内駅舎フールセック」 ／ コロンバン  

（税込価格：19枚入 1,080 円） 

コロンバンの代表的ギフト、濃厚バターを使用した贅沢な焼菓子「フールセッ

ク」。東京駅丸の内駅舎を刻印したオリジナル缶におさめました。中のクッキ

ーにも丸の内駅舎が刻印された東京駅限定のお菓子です。 

東京駅外初登場 

「チョコスチームケーキ」 ／ Ura  

（税込価格：4個入 840円／8個入 1,650円） 

今年 6月に誕生した新スイーツブランド。看板商品の「チョコスチームケー

キ」は、たっぷりの水蒸気でじっくりと蒸しあげることで、凝縮されたチョコ

レートの味わいと滑らかな口どけを楽しめる一品です。 

東北地方初登場 

「Suica のペンギン巾着」 ／ プログレ （税込価格：980円） 

Suicaのペンギンの顔がかわいい巾着にドライフルーツを詰め合わせました。

プログレ 1番人気のいちごとパインのドライフルーツが入っています。食べ終

わったあともリユースできて、カジュアルなギフトにも最適です。 

東京駅外初登場 

「キャラメルクリスピー」 ／ TAICHIRO MORINAGA STATION Labo 

（税込価格：4個入 790円・8個入 1,580円・12個入 2,370円） 

森永製菓が 100年かけて磨き上げたお菓子づくりの技術をお届けするスイーツ

ブランドの東京駅限定スイーツが登場。森永独自の製法で生み出したキャラメ

ル、ビスケット、チョコレートの三重奏を堪能いただけます。 

東北地方初登場 

「ベイクド ZOO」 ／ Fairycake Fair （税込価格：1,600円） 

菓子研究家いがらし ろみがプロデュースするカップケーキ専門店で人気のギ

フトスイーツが登場。愉快などうぶつのデコレーションを施したベイクドカッ

プケーキです。全て保存料不使用で東京駅の店内で手作りしています。 

東北地方初登場 

「サンドクッキーヘーゼルナッツと木苺」 ／ COCORIS 

（税込価格：6枚入 1,296 円） 

今年 8月に誕生した東京駅限定の新スイーツブランド「COCORIS」の人気スイ

ーツが東京駅外に初登場。濃厚なヘーゼルナッツとスペイン産チョコレートの

贅沢な味わいが特徴です。グランスタ東京の新ショップ人気手土産ランキング

第 2位（※）の人気商品です。 

※「鉄道会館調べ」（2020 年 9月 17日発表） 

 

東京駅外初登場 
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