
2011年 1月 26日 
東日本旅客鉄道株式会社 

JR東日本の各エリアで、有名スイーツを横断的に展開！ 

JR 東日本バレンタインフェア 2011「ショコラ ステーション」 

～駅ビル・エキナカで人気チョコを販売、駅がますます魅力的に～ 
東日本旅客鉄道㈱は、バレンタイン催事の期間限定イベントとして、人気チョコレートブランドを

取り揃えた 「ショコラ ステーション（chocolat station）」 を JR東日本エリアの1都14県の駅ビル・

エキナカ 36 箇所にて実施します。なお、実施期間は各駅ビル・エキナカで異なります。 

★「駅で人気ブランドが買えて便利」と好評を受け今年も開催決定！ 
JR 東日本バレンタインフェア「ショコラ ステーション」は、駅空間の魅力拡大

をコンセプトに、人気の18ブランド（※）を取り揃え、JR東日本の駅ビル・エキナ

カ、1 都 14 県 36 箇所にてエリアを越えて実施します。 

「ショコラ ステーション」は昨年に初めて開催し、今年で2回目となります。昨

年は、エリア初出店の有名ブランドが多数登場したことで、女性層から「地元の

駅で人気ブランドが購入できて便利」などの反響をいただきました。今年も、人

が集い賑わいを創出するバレンタインフェアを開催します。 

 

 

★有名ブランドチョコレートが期間限定で登場！ 

当フェアでは、主に首都圏のデパートなどで販売されている

有名チョコレートブランドを各駅ビル・エキナカにてお求めいた

だけます。バレンタインのプレゼントやちょっとしたお土産にはも

ちろん、自分へのごほうびの「自分チョコ」や、親しい友人へ贈る

「友チョコ」にも最適な商品を揃えました。 

 

JR東日本バレンタインフェア 2011「ショコラ ステーション」 参加ブランド一覧 

この他に、仙台駅構内では「アルパジョン」、「アンジェリーナ」、「いわい洋菓子店」、「ヴォワザン」、
「オランジュリー」、「ガトーよこはま」、「新菓人」、「たまご舎」、「ばーすでぃ」、「りぶらん」、「レパコ」も取
り扱います。 

オリジンーヌ・カカオ サザコーヒー  ノイハウス  

カファレル  旬風 一期一会   ブールミッシュ  

銀座コージーコーナー  ショコラティエ パレ ド オール マキシム・ド・パリ 

グランプラス  シルスマリア マリアージュ ドゥ ファリーヌ   

ゴディバ  ダロワイヨ  レオニダス  

ゴンチャロフ  テオブロマ   和楽紅屋  

※写真はイメージです。実際の取り扱い商品とは異なる場合がございます。

ショコラ ステーションポスター ※ショコラ ステーション全体のブランド数です。開催場所により、取り扱いブランド数は異なります。 



 

 

 

 

JR東日本バレンタインフェア 2011「ショコラ ステーション」 開催場所一覧 
№ 駅 販売実施会社 箇所 実施期間 開催場所

1 青森駅 ㈱ＪＲ東日本青森商業開発 Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ 2/5（土）～2/14（月） 1F Food Marché

2 青森駅 盛岡ターミナルビル㈱ ラビナ 2/5（土）～2/14（月） 2Ｆ　プラザ

3 弘前駅 弘前ステーションビル㈱ アプリーズ 2/5（土）～2/14（月） 2F　ドトールコーヒーショップ前

4 秋田駅 秋田ステーションビル㈱ トピコ 2/1（火）～2/14（月） 2Ｆ　東京スウィーツ

5 盛岡駅 盛岡ターミナルビル㈱ フェザン 2/8（火）～2/14（月） 2F　催事場

6 仙台駅 仙台ターミナルビル㈱ エスパル仙台 2/9（水）～2/14（月）
①3F中央エスカレーター前
②B1Fインフォメーション前 特設催事場

7 仙台駅
㈱JR東日本リテールネット
東北総合サービス㈱

駅構内 2/3（火）～2/14（月） 仙台駅構内　2Fステンドグラス前

8 山形駅 仙台ターミナルビル㈱ エスパル山形 2/9（水）～2/14（月） 1F　飲食店側入口　特設催事場

9 福島駅 仙台ターミナルビル㈱ エスパル福島 2/9（水）～2/14（月） 1F　特設催事場

10 郡山駅 仙台ターミナルビル㈱ エスパル郡山 2/9(水)～2/14(月) 1F　センターコート

11 水戸駅 水戸ステーション開発㈱ エクセル 2/8（火）～2/14（月） 2F正面入口 、 ルイナス横

12 高崎駅 高崎ターミナルビル㈱ イーサイト高崎
①2/1（火）～2/14（月）
②2/11（金）～2/14（月）

①2F イーサイト高崎内通路
②高崎駅構内　在来線改札前コンコース

13 熊谷駅 高崎ターミナルビル㈱ アズ熊谷 2/1（火）～2/14（月） 熊谷駅構内　改札外コンコース

14 宇都宮駅 宇都宮ステーション開発㈱ パセオ 2/3（木）～2/14（月） グラスボックス前

15 小山駅 宇都宮ステーション開発㈱ バル小山 2/7（月）～2/14（月） ふるさと名産前

16 古河駅 宇都宮ステーション開発㈱ バル古河 2/7（月）～2/14（月） VAL古河正面入口

17 長野駅 ㈱ステーションビルMIDORI ＭＩＤＯＲＩ　長野 2/8(火）～2/14(月）　 2F入口

18 松本駅 ㈱ステーションビルMIDORI ＭＩＤＯＲＩ　松本 2/8（火）～2/14（月） 3F 入口(スターバックスコーヒー横）

19 新潟駅 ㈱トッキー CoCoLo新潟 2/9（水）～2/14（月） 本館前

20 長岡駅 ㈱トッキー ＣｏＣｏＬｏ長岡 2/9（水）～2/14（月） 2F CoCoLoプラザ

21 越後湯沢駅 ㈱トッキー ＣｏＣｏＬｏ湯沢 2/9（水）～2/14（月） がんぎどおり催事会場

22 横浜駅 ジェイアール東日本フードビジネス㈱ 駅構内 2/8（火）～2/14（月）予定 横浜駅構内　中央北改札内　Refresta前

23 茅ヶ崎駅 湘南ステーションビル㈱ 茅ヶ崎ラスカ 2/11（金）～2/13（日） 3F駅通路

24 千葉駅 ㈱千葉ステーションビル ペリエ千葉 2/11（金）～2/14（月）予定 千葉駅構内　東口改札外(自由通路)　

25 市川駅 ㈱ジェイアール東日本高架サービス シャポー市川 2/8（火）～2/14（月） 1F　宮田口（千葉方）

26 本八幡駅 ㈱ジェイアール東日本高架サービス シャポー本八幡 2/8（火）～2/14（月） 1F　ｸｲｰﾝｽﾞ伊勢丹入口（東京方）

27 赤羽駅 ㈱ジェイアール東日本高架サービス アルカード赤羽 2/8（火）～2/14（月） アルカード赤羽2　入口

28 錦糸町駅 ㈱錦糸町ステーションビル テルミナ 2/10(木）～2/14（月） 錦糸町駅構内　北口改札内

29 池袋駅 ㈱ルミネアソシエーツ ルミネ池袋 2/8（火）～2/14（月） B1Ｆプリズムガーデン

30 池袋駅 ㈱日本レストランエンタプライズ 駅構内 2/10（木）～2/14（月）予定 池袋駅構内　南口改札前通路

31 東京駅 ㈱鉄道会館 駅構内 2/8（火）～2/14（月） 東京駅構内　丸の内地下　北口改札外　動輪の広場

32 東京駅 ㈱デリシャスリンク 駅構内 2/8（火）～2/14（月）予定 東京駅構内　新幹線南乗換口前

33 東京駅 ㈱JR東日本ステーションリテイリング 駅構内 2/8（火）～2/14（月）予定 東京駅構内　SouthCourt ecute東京

34 秋葉原駅 ㈱デリシャスリンク 駅構内 2/8（火）～2/14（月）予定 秋葉原駅構内　改札内1Fコンコース

35 上野駅 ㈱JR東日本リテールネット 駅構内 2/8（火）～2/14（月）予定 上野駅構内　1F改札外　グランドコンコース

36 品川駅 ㈱JR東日本リテールネット 駅構内 2/10（木）～2/14（月）予定 品川駅構内　改札内乗換改札口前


