
 
 
 

2 0 1 1 年 2 月 2 3 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 東日本ホワイトデーフェア 2011 「ホワイトステーション 3.14」 

～駅ビル・エキナカで人気スイーツを販売、駅がますます魅力的に～ 
東日本旅客鉄道㈱は、ホワイトデー催事の期間限定イベントとして、人気洋菓子ブランドを取り揃えた

「ホワイトステーション 3.14」をＪＲ東日本エリアの 1 都 14 県の駅ビル・エキナカ 35 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。 

★ご好評いただいた、ホワイトデーフェアを今年も開催！ 
ＪＲ東日本ホワイトデーフェア「ホワイトステーション 3.14」は駅空間の魅力拡

大をコンセプトに、人気の19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 35 箇所にてエリアを越えて実施します。 

ホワイトデーフェアは昨年に引き続き今年で 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バレンタインのお返しギフトニー

ズの男性層以外にも、「地元の駅で人気ブランドが購入できて便利」という女性

層からの反響をいただきました。今年も引き続き人が集い賑わいを創出するフ

ェアを開催します。 

 
★働く男性に、スイーツ好きの女性に朗報！ 

 有名スイーツを駅で気軽に。 
クッキー、マシュマロ、チョコレート、バウムクーヘンなど、ホワイト

デーギフトとして、またティータイムを彩るスイーツとして、バラエテ

ィ豊かなブランドを取り揃え、展開いたします。 

昨年好調であったお求め易い価格のアイテムを中心にクオリテ

ィの高いスイーツを取り揃え、男性にとって便利な、また、スイーツ

好きの女性にとっても嬉しいホワイトデーを展開します。 

JR東日本ホワイトデーフェア 2011「ホワイトステーション 3.14」参加ブランド一覧（予定） 

※この他に、仙台駅構内では、「アルパジョン」、「アンジェリーナ」、「アントステラ」、「苺の樹」、 

「いわい洋菓子店」、「いわきチョコレート」、「ヴォワザン」、「エピ」、「オランジュリー」、「ガトーよこはま」、

「シベール」、「新菓人」、「たまご舎」、「りぶらん」、「レパコ」、「和らすこ」も取り扱います。 

ア・ラ・カンパーニュ ゴンチャロフ  ボンサンク 

アントステラ 自由が丘ロール屋 マキシム・ド・パリ 

紀ノ国屋 シュワリ マッシイロマン 

QBG パティスリーα 旬風 一期一会 ワッフルワッフル 

銀座ｺｰｼﾞｰｺｰﾅｰ ダロワイヨ 和楽紅屋  

グランプラス  シルスマリア  

ゴディバ  ブールミッシュ  

※ホワイト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東日本ホワイトデーフェア 2011「ホワイトステーション 3.14」 開催場所一覧

№ 駅 箇所 展開場所 開催期間 販売実施会社

1 青森駅 A-FACTORY 1F　Food　Marche 3/7（月）～3/14（月） ㈱ＪＲ東日本青森商業開発

2 青森駅 ラビナ 1F 特設会場 3/10（木）～3/14（月） 盛岡ターミナルビル㈱

3 弘前駅 アプリーズ 2Ｆ　特設会場（ドトールコーヒーショップ前） 3/10(木）～3/14（月） 弘前ステーションビル㈱

4 秋田駅 トピコ 2F 東京スウィーツ店舗内 3/1(火)～3/14（月） 秋田ステーションビル㈱

5 盛岡駅 フェザン 本館2FH催事場 3/10（木）～3/14（月） 盛岡ターミナルビル㈱

6 仙台駅 エスパル仙台 B1Fインフォメーション前　特設催事場 3/10（木）～3/14（月） 仙台ターミナルビル㈱

7 仙台駅 駅構内 仙台駅構内　2Fステンドグラス前 3/4（金）～3/14（月）
㈱JR東日本リテールネット、

及び、東北総合サービス㈱

8 山形駅 エスパル山形 5F　特設会場 3/10（木）～3/14（月） 仙台ターミナルビル㈱

9 福島駅 エスパル福島 1F　特設催事場 3/10（木）～3/14（月） 仙台ターミナルビル㈱

10 郡山駅 エスパル郡山 エキナカおみやげ館 3/10(木）～3/14(月） 仙台ターミナルビル㈱

11 水戸駅 エクセル 2Ｆ正面入口 3/10（木）～3/14（月） 水戸ステーション開発㈱

12 高崎駅 イーサイト高崎 高崎駅構内　東口改札前 3/11（金）～3/14（月） 高崎ターミナルビル㈱

13 熊谷駅 アズ熊谷 熊谷駅構内  改札前特設会場 3/10（木）～3/14（月） 高崎ターミナルビル㈱

14 宇都宮駅 パセオ グラスボックス前 3/8（火）～3/14（月） 宇都宮ステーション開発㈱

15 小山駅 バル小山 ふるさと名産前 3/10（木）～3/14（月） 宇都宮ステーション開発㈱

16 古河駅 バル古河 正面入口前 3/10（木）～3/14（月） 宇都宮ステーション開発㈱

17 長野駅 MIDORI　長野 2F　正面入口　 3/10（木）～3/14（月） ㈱ステーションビルMIDORI

18 松本駅 MIDORI　松本 3F入口(スターバックスコーヒー横) 3/10（木）～3/14（月） ㈱ステーションビルMIDORI

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

20 千葉駅 ペリエ千葉 千葉駅構内　東口改札外（自由通路） 3/11（金）～3/14（月） ㈱千葉ステーションビル

21 新潟駅 CoCoLo新潟 本館前 3/11（金）～3/14（月） ㈱トッキー

22 長岡駅 CoCoLo長岡 1F　食品館プラザ 3/11（金）～3/14（月） ㈱トッキー

23 越後湯沢駅 CoCoLo湯沢 がんぎどおり催事会場 3/11（金）～3/14（月） ㈱トッキー

24 東京駅 グランスタ 東京駅グランスタ内びゅうスクエア前 3/10（木）～3/14（月） ㈱鉄道会館

25 東京駅 駅構内 東京駅構内　新幹線南乗換口前 3/10（木）～3/14（月） ㈱デリシャスリンク

26 東京駅 駅構内 東京駅構内　SouthCourt ecute東京 3/10（木）～3/14（月） ㈱JR東日本ステーションリテイリング

27 池袋駅 駅構内 池袋駅構内　南改札前通路 3/10（木）～3/14（月） ㈱日本レストランエンタプライズ

28 秋葉原駅 駅構内 秋葉原駅構内　改札内1Fコンコース 3/10（木）～3/14（月） ㈱日本レストランエンタプライズ

29 上野駅 駅構内 上野駅構内　1F改札外　グランドコンコース 3/11（金）～3/14（月） ㈱JR東日本リテールネット

30 品川駅 駅構内 品川駅構内　改札内乗換改札口前 3/10（木）～3/14（月） ㈱JR東日本リテールネット

31 柏駅 駅構内 柏駅構内 3/11（金）～3/14（月） ㈱JR東日本リテールネット

32 錦糸町駅 駅構内 錦糸町駅構内　北口改札内 3/10（木）～3/14（月） ㈱JR東日本リテールネット

33 八王子駅 駅構内 八王子駅構内　 改札外コンコース 3/10（木）～3/14（月）※調整中 ㈱JR東日本リテールネット

34 立川駅 駅構内 立川駅構内　 東改札内 3/10（木）～3/14（月）※調整中 ㈱JR東日本リテールネット

35 横浜駅 駅構内 横浜駅構内　中央北改札内　ドリップマニア横浜リフレスタ前 3/10（木）～3/14（月） ジェイアール東日本フードビジネス㈱


