
 
 

2 0 1 2 年 2 月 2 4 日  
東日本旅客鉄道株式会社  

人気スイーツが期間限定で登場！ 

JR 東日本ホワイトデーフェア 2012「ホワイトステーション」 
～駅ビル・エキナカで人気のスイーツ＆スプリングギフトを販売、駅がますます魅力的に～ 

 
東日本旅客鉄道株式会社は、今年で３回目となるホワイトデーシーズンの人気イベント「ホワイト ステー

ション（white station）」を開催し、人気のスイーツを期間限定で販売します。バレンタインのお返しだけで

はなく、大切な人への贈り物や日頃の感謝を伝えるのにぴったりな商品、季節限定の商品などを多数取

り揃えました。ぜひ、この機会にご利用ください。 

 
 

「ホワイト ステーション（white station）」は首都圏だけでなく、

１都１４県の駅ビル・エキナカ３３箇所で開催します。      

通勤・通学・お出かけの途中など、お近くの会場へ気軽に  

お立ち寄りください。 

 

 

 定番のマカロンやバームクーヘンなどの焼き菓子に加え、人気

の高い海外ブランドのチョコレートなど、バレンタインのお返しとし

て女性に喜ばれるスイーツを多数ご用意しております。  

 

 

 

桜や抹茶を使用した春を感じられる商品や、季節の贈り物とし

て最適な商品もご用意しました。ちょっとしたお手土産やご自宅用

としてもご利用いただけます。 

 

★ 「いつもの駅」で開催！ 

★ 定番から人気のスイーツまで！ 

★ 季節限定の商品も販売！ 

※開催場所により開催期間、取扱いブランドが異なります。 



 

 

 

※ 同一開催場所において、ブランドにより開催期間が異なる場合がございます。 

※ 開催期間・時間は、変更になる場合がございます。 

JR 東日本ホワイトデーフェア 2012「ホワイト ステーション」展開箇所一覧 

1 ㈱JR東日本青森商業開発 A-FACTORY 3/3(土)～3/14(水) 9:00～20:00 A-FACTORY内 FoodMarché

2 ㈱ＪＲ東日本青森商業開発 青森ラビナ 3/10(土)～3/14(水) 10:00～20:00 2F プラザ

3 ㈱JR東日本青森商業開発 アプリーズ 3/10(土)～3/14(水) 10:00～20:00 2F ドトールコーヒーショップ前

4 秋田ステーションビル㈱ 秋田駅ビル トピコ 3/1(木)～3/14(水) 10:00～19:00
2F
①東京スウィーツ ②吹き抜け前特設

5 盛岡ターミナルビル㈱ 盛岡駅ビル フェザン 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:30 南館BF 特設催事場

6 仙台ターミナルビル㈱ エスパル仙台 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:30 BF インフォメーション前

7 仙台ターミナルビル㈱ エスパル福島 3/9(金)～3/14(水) 11:30～20:00 1F 特設催事場

8 仙台ターミナルビル㈱ エスパル郡山 3/9(金)～3/14(水) 11:30～20:00 M2F ロッテリア前

9 仙台ターミナルビル㈱ エスパル山形 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:00 2F 正面出入口前

10 ㈱トッキー CoCoLo新潟 3/12(月)～3/14(水) 11:00～19:00 CoCoLo本館前

11 ㈱トッキー CoCoLo長岡 3/10(土)～3/14(水) 10:00～18:00 2F CoCoLoプラザ

12 ㈱トッキー CoCoLo湯沢 3/11(日)～3/14(水) 12:00～17:30 CoCoLoゆざわ催事場

13 ㈱ステーションビルMIDORI MIDORI長野 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:00 2F 入口

14 ㈱ステーションビルMIDORI MIDORI長野 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:00 長野駅 自由通路「科の木」内

15 ㈱ステーションビルMIDORI MIDORI松本 3/9(金)～3/14(水) 10:00～20:00 3F 入口スターバックスコーヒー横

16 宇都宮ステーション開発㈱ 宇都宮駅ビル パセオ 3/8(木)～3/14(水) 10:00～20:00 2F グラスボックス前

17 宇都宮ステーション開発㈱ ＶＡＬ小山 3/10(土)～3/14(水) 10:00～20:00 3F 正面入口特設会場

18 宇都宮ステーション開発㈱ ＶＡＬ古河 3/10(土)～3/14(水) 10:00～20:00 1F 改札前出入口

19 水戸ステーション開発㈱ エクセル 3/8(木)～3/14(水) 10:00～20:00
エクセル本館2F
①正面入口 ②自由通路

20 水戸ステーション開発㈱ エクセルみなみ 3/9(金)～3/14(水) 10:00～21:00 エクセルみなみ3F 正面入口

21 東日本旅客鉄道㈱ ㈱アトレ ペルチ土浦 3/12(月)～3/14(水) 11:00～20:00 3F コンコース

22 高崎ターミナルビル㈱ イーサイト高崎 3/11(日)～3/14(水) 11:00～20:00 高崎駅 中央コンコース

23 高崎ターミナルビル㈱ アズ熊谷 3/10(土)～3/14(水) 11:00～21:00 熊谷駅 コンコース特設会場

24 ㈱千葉ステーションビル ペリエストリート 3/10(土)～3/14(水) 10:00～21:00 千葉駅 カラー通路

25 ㈱千葉ステーションビル Dila津田沼 3/10(土)～3/14(水)
平日10:00～21:00
土日10:00～19:00

津田沼駅 改札横(南側)

26 ㈱ジェイアール東日本高架サービス シャポー船橋 3/8(木)～3/14(水) 10:00～21:00 1F 東京寄り改札出口

27 ㈱ＪＲ東日本リテールネット 上野駅 3/12(月)～3/14(水) 10:00～21:00 上野駅 中央改札外 グランドコンコース

28 ㈱ＪＲ東日本リテールネット 品川駅 3/12(月)～3/14(水) 11:00～22:00 品川駅 改札内京急線改札口前

29 ㈱錦糸町ステーションビル テルミナ 3/9(金)～3/14(水)
10:00～21:00
3/9のみ 12:00～
3/14のみ ～20:00

錦糸町駅 北口改札コンコース

30 ＪＲ東京西駅ビル開発㈱ 八王子ナウ 3/9(金)～3/14(水) 10:00～21:00 2F 催事スペース

31 湘南ステーションビル㈱ 茅ヶ崎ラスカ 3/12(月)～3/14(水) 11:00～18:00 3F 茅ヶ崎駅 コンコース特設会場

32 湘南ステーションビル㈱ 平塚ラスカ 3/12(月)～3/14(水) 12:00～19:30 3F 平塚駅 コンコース特設会場

33 湘南ステーションビル㈱ 小田原ラスカ 3/12(月)～3/14(水) 11:00～18:00 1F 中央入口前

№ 開催期間 営業時間 開催場所箇所販売実施会社



JR東日本ホワイトデーフェア2012「ホワイト ステーション」取り扱いブランド一覧 

No. ブランド名                      各ブランドからのメッセージ ブランドイメージ 

① 
アフタヌーンティー・ 

ティールーム 

大切な人を招いてのティーパーティーや気の合う友達との愉しい語らいのひとときに、 

その日の気分や季節、用途に合わせてお茶を選べるように、フレーバーもパッケージも

様々なタイプを取り揃えております。そして、ティータイムを更に盛り上げてくれる、紅茶と

相性ぴったりの焼き菓子たち。おうちでのティータイムがいつもより待ち遠しくなる、そんな

お茶とお菓子をご用意してお待ちしております。 

 

② アントステラ 

ステラおばさんのクッキーは、焼き菓子専門店として100種類近いクッキーレシピがあり 

ます。小麦粉にこだわり、独自のブレンドのものを使用。だからこそ、力強いアメリカン 

カントリークッキーの食感が楽しめます。手作り製法なので、チョコレートチップやナッツ、 

フルーツなど具材が入っており、季節に合わせたクッキーを提案しております。合成保存

料、合成着色料は使用せず安心安全のこだわった品質なので贈り物に最適です。 

 

③ エール・エル 

エール・エルは、神戸のワッフル専門店です。建築設計事務所からスタートした 

ユニークなブランドで、デザインにこだわったものづくりが特徴です。2011年12月1日には

20周年を迎えました。ワッフルベーカーでひとくちサイズに焼き上げたクッキータイプの「コロ

コロワッフル」は、ユニークなルックスとさくさくの食感が人気です。 
 

④ 花月堂 

岩手県盛岡市で1947年の創業以来、地元のお客様からご愛顧をいただき現在に至

っております。ふんわり食感の「巌手燦然 季らブッセ」、国立公園八幡平の樹氷を賛

美したマシュマロクッキーサンド「八幡平の樹氷」、厳選一番蜜を使用した「壱BANまど

れーぬ」、盛岡の伝統行事ちゃぐちゃぐ馬っこの鈴をイメージした「ちゃぐちゃぐダック」な

ど、楽しさ美味しさがたくさん詰まった当社のお菓子たちを是非、ご賞味くださいませ。 

 

 
 
 

⑤ ガトー・ド・ボワイヤージュ 

フランスでは、旅行用焼菓子のことを「ガトー・ド・ボワイヤージュ」と呼んでいます。「この

美味しさを一日でも長く保てたら…」そんな思いを胸に、フランスの菓子職人たちは香り

高いセピア色の焼菓子を創りあげました。世界食品コンテスト・モンドセレクションで最

高金賞受賞の「ガトー・オ・ガナッシュ」等をはじめとする、特別な焼き菓子をそろえたス

ペシャルブランドです。 

 

⑥ グランプラス 

グランプラスのチョコレートは、ベルギー産の上質なクーベルチュールを使い、日本人の味

覚に合わせ丁寧に作り上げ、格式高い伝統と洗練されたオリジナリティが表現されてい

ます。私たちのチョコレートを召し上がっていただくことで、食することの喜びと感動を味わ

っていただきたい・・・そんな想いをこめて、皆様にお届けします。 

 

⑦ 銀座コージーコーナー 

2012年ホワイトデー、銀座コージーコーナーは大切な人に感謝の気持ちを伝える 

お手伝いをいたします。スティック状のフィナンシェや6つの味わいを楽しめるバウムクーヘ

ン、キュートなクッキーとマカロンの詰め合わせなど、期間限定の特別なギフトをご用意

し、皆様のご来店をお待ちしております。贈る人も贈られる人もやさしい気持ちに包ま

れる―そんなギフトで素敵な春をお迎えください。 

 



⑧ ゴディバ 

デザートをイメージして創られた、4種類の限定粒「デセールダムール」が登場。 

パッケージは、人気のアーティスト、ハイメ・アジョンのデザインで、ロマンチックな場面だけ

でなく、友人、家族など大切な方への愛情と感謝の気持ちを伝えたい。そんな贈る方

に合わせたさまざまな気持ちを表したパッケージです。 

 

⑨ ゴンチャロフ 

ゴンチャロフは1923年、神戸・北野町で誕生。ロマノフ王朝の香り漂う高級チョコレート

を日本で最初に手がけました。独自のブレンドやテンパリング（温度調整）にこだわった

チョコレートをはじめ、心をつなぎ、笑顔になれるスイーツの魅力をお届けしています。 

 

⑩ 旬風 一期一会 

1999年に創業し、「和」をコンセプトに、季節の素材を取り入れた洋菓子を展開してい

ます。「四季」をあらわす「そのときにしかないもの」を取り入れた、趣向をこらしたスイーツ

を提供しています。ゆっくりと少しずつ変化する時間の流れをお楽しみください。 

 

⑪ ダスカリデス 

ベルギーの元祖4大チョコレートメーカーのひとつと言われるダスカリデスは、世界チョコレ

ートコンテスト最優秀賞の実績を持つベルギーの老舗ブランド。20年以上続く日本での

展開はバレンタインデー、ホワイトデーの期間限定販売。リーズナブルな価格を提供す

るため、広告等の宣伝を一切行っておりませんが、口コミによる評判、日本人の味覚に

合う確かなティストで毎年多くのお客様に指示され、愛され続けております。 

 

⑫ ダロワイヨ 

300年以上も前のルイ王朝時代に誕生したフランス菓子の老舗。100種類以上の 

レシピがある「マカロン」は1932年から作り続けられているダロワイヨのスペシャリテです。

伝統を受け継ぎならも常に時代の先駆者であることを目指しており、パリと同じレシピを

使いつつも、日本の風土にあった独創性を加味しながら質の高い製品をひとつひとつ

手作りしています。 

 

⑬ デザートサーカス 

デンマーク王室デザートシェフを務めるモーテン・ヘイバーグが手がけるスイーツブランド。

自分の目で確かめ、吟味を重ねた素材を使い、決して複雑ではないシンプルな組み

合わせで心を込めて丁寧に仕上げたスカンジナビアンスタイルのモダンスイーツ、それが

“DESSERTCIRKUS”。デザートサーカスという名前は、スイーツを通してまるでサーカス

のように愉しく幸せな時間をお届けしたいという想いから生まれました。 

 

⑭ パティスリー キハチ 

旬の素材、手作りの製法、できたてにこだわった鮮度。レストランのデザートから生まれた

お店、patisserie KIHACHI は、四季折々のおいしさをいちばんおいしいときにお届け 

します。自由な素材選びと、意外な味の組み合わせ、さまざまなエッセンスを取り入れた

新しいスイーツを提案します。 

 

⑮ ブールミッシュ 

ブールミッシュは、日本の本格的フランス菓子の草分け的存在の店として知られている 

お店です。代表的な商品として店主・吉田菊次郎が在仏修業中、150年ぶりに発掘 

した宮廷菓子「シブースト」、トリュフチョコレートを丸ごと忍ばせた焼菓子で世界食品 

コンテスト・モンドセレクションでは1998年以来14年連続（2011年現在）特別金賞受

賞の創作スイーツ「トリュフケーキ」等があげられます。 

 

⑯ マッシィロマン 

「ホワイト（マシュマロ）デー」は、バレンタインデーの「チョコレート」を真っ白い愛「マシュマ

ロ」で包み、お返しする日として1977年に当社が発案しました。口の中でふわっと消えて

しまいそうなやわらかさとフルーティな香りをお楽しみ下さい。 

 



 

⑰ 
メリーチョコレート 

メリーチョコレートは、1950年に東京 青山で生まれました。「想いを贈る」をコンセプト

に、創業から培われた技術で心を込めてチョコレートや焼き菓子などのお菓子を作り、

常に新しいおいしさをご提案しております。女の子の横顔がシンボルの日本で初めて女

性から男性にチョコレートを贈るバレンタインを行ったことでも知られ、サロン・ド・ショコラ 

パリで三年連続国際優秀賞を受賞するなど、海外でも高く評価されています。 

 

⑱ レ・フィーユ 

心豊かなスイーツのおもてなし。 

素材本来の味わいを愉しめる お菓子の数々。 

素敵な時間の お供に…、 

レ・フィーユの、自慢の焼き菓子をどうぞ。 

 

⑲ ラムール 

もっと多くのお客様にベルギープラリネを気軽に楽しんでほしいという思いから、ベルギー

老舗ブランドとコラボして作り上げた日本限定ブランド。目指したのは本格的なベルギ

ープラリネを今までにないリーズナブルな価格で提供すること。パッケージにもこだわり、日

本人好みのポップでキュートなデザインに仕上げました。 

 

  

 

 

※ 開催場所により取扱いブランドは異なります。 


