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2 0 2 1 年 3 月 1 7 日 

ＪＲ東日本 仙台支社 

株 式 会 社 鉄 道 会 館 

『出前！グランスタ東京 in仙台』を開催します！ 
 

 

 

 

 

１．概要 

  （１）開催期間   2021 年 3月 19日(金)～3月 21日(日) 

 （２）時  間   11:00～19:00（19日は 12:00～） 

 （３）会  場   仙台駅 2階ステンドグラス前 北側物販ブース（位置図：Ⓐ） 

 （４）共  催   東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

           株式会社鉄道会館 

 （５）運  営   JR東日本東北総合サービス株式会社 

（６）内  容   ①グランスタ東京内の人気のスイーツ・パン・惣菜の販売 

          ②新幹線荷物輸送による出来立てのスイーツ・パンの販売 

（７）販売商品（一部抜粋）※商品によってはなくなり次第終了となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社では、株式会社鉄道会館と連携し、『出前！グランスタ東京 in仙

台』を仙台駅で開催します。 

 当日は、グランスタ東京から厳選した人気スイーツ・パン・惣菜の販売のほか、出来立てのスイー

ツやパンを東北新幹線で東京駅から仙台駅へと直送し販売します。 

「萩の調 煌 ホワイト」／ 菓匠三全 

「広尾のビスチィーヌ」／ BURDIGALA TOKYO 

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」／ COCORIS 

「東京鈴せんべい」／ 富士見堂 

【グランスタ東京 新エリア 人気手土産 第 1 位】 

【JR 東日本おみやげグランプリ 2020 新人賞】 

【グランスタ限定 洋菓子ランキング第 1 位】 

【グランスタ限定 和菓子ランキング第 4 位】 
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２．新幹線荷物輸送 

 （１）実 施 日  2021年 3月 19日(金)～3月 21日(日) 

No. 列車名 東京発 仙台着 販売開始時間 

① やまびこ 123号  7:44 10:29 
商品は 11:30 頃より販売します。 

※19日は 12:00 頃より販売します。 

② やまびこ 127号  8:48 11:10 商品は 12:00 頃より販売します。 

③ やまびこ 135号 11:28 14:14 商品は 15:30 頃より販売します。 
 

（３）対象商品（一部抜粋）※商品によってはなくなり次第終了となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※同期間で「パンフェス」を開催いたします 

     日  程   2021 年 3月 19日(金)～3月 21日(日) 

     時  間   10:00～20:00（21日のみ～19:00） 

     会  場   仙台駅 2階ステンドグラス前 南側物販ブース（位置図：Ⓑ） 

     運  営   JR東日本東北総合サービス㈱ 

内  容   高級生食パンや食事パンの販売を行います。 

 

〈位置図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象列車 

   （予定） 

「苺ショートケーキ」京橋千疋屋 

「プティ ブルーベリーパイ、プティ アップルパイ」 

petit gargantua 
「豆大福」銀座甘楽 

「まるごといちご生クリームサンド」 

PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン 
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（別紙） ※販売商品および、東北新幹線にてお届けする商品は都合により変更となる場合がございます。 
 

『出前！グランスタ東京 in仙台』販売商品詳細   

 ＜東北新幹線にて“できたて”をお届けする商品の一例＞ 

             

 

 

 

 
 

             
 

             

 

 

 
 

             
 

             

             
 

             

             
 

             
 

             

            
 

             

             
 

             
 

             

             
 

             

             
 

             
 

             

             
 

             

             
 

             

 

「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：1個 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」。2020年 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。 

「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。 

「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。 

「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）                        

2020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。 

「右：プティ アップルパイ、左：プティ ブルーベリーパイ」       

／ petit gargantua  （税込価格：1個 648円）                        

「帝国ホテル 東京」のホテルショップ「ガルガンチュワ」で人気のバターの

酸味となめらかな舌触りが特徴の紅玉にシナモンをたっぷりきかせ、上品な甘

さに仕上げたアップルパイと、香り豊かなパイ生地とシナモンの香るブルーベ

リーフィリングとの絶妙なバランスのブルーベリーパイを「プティ ガルガン

チュワ」限定サイズで販売します。 

「ジャンドゥーヤロール」 ／ カファレル（税込価格：1本 1,728円） 

濃厚なジャンドゥーヤたっぷりのガナッシュと生クリームをオリジナルのココ

アパウダーを使用したふわふわのチョコレート生地で包み込みました。 
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「黒糖どら焼き 5個入り」 ／ 香炉庵 （税込価格：975 円） 

生地に沖縄県産の黒糖を練り込み、餡には北海道産の甘さ控えめの粒あんを使

用した香炉庵の看板商品です。 

「原宿ロール」／ コロンバン （税込価格： 1,080円） 

発売から 8年で 50万本を販売した原宿本店の看板商品です。新鮮な牛乳から

つくられた軽く滑らかな生クリームを、ふわふわに焼き上げたロール生地で巻

き上げました。「ざらめ糖」が甘みと食感のアクセントになっています。 

「１カップケーキ ベリーちゃん」 ／ Fairycake Fair （税込価格：550円） 

刻んだいちごチョコレート入りのケーキにホワイトチョコレートをかけまし

た。その上にベリーちゃんがちょこんと乗ったかわいいケーキです。 

「クロワッサンセット（プレミアム、トリュフ、とちおとめ、ハムチーズ）」

／Curly's Croissant TOKYO BAKE STAND （税込価格：1,500円）                      

「THE STANDARD BAKERS TOKYO」の新ブランド。パリッと、サクサクとした表

面、中はしっとりきめ細やかな食感。濃厚で良質な生乳で作られた発酵バター

のリッチな風味溢れるプレミアムクロワッサン。朝食に、おやつに、手土産

に。毎日食べたい、東京駅だけで味わえるクロワッサンです。 

「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。 

※写真はイメージです 

「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。 
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「天むす 5個入」 ／ 地雷也（税込価格：702円） 

グランスタ 弁当ランキング 魚部門第 3位(※) を獲得。エビの天ぷら入りの食

べやすい小さなおむすび 5 個と、蕗の佃煮“きゃらぶき”を詰めました。天然

の竹の皮で包装しているので、おにぎりの余分な水分は吸収しつつ、程よく保

湿してくれます。 ※「鉄道会館調べ」（2020年 12月 9日発表） 

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 」 ／ COCORIS          

（税込価格：6 個入 1,296 円） 

グランスタ限定 洋菓子ランキング第 1位(※) を獲得した東京駅限定商品。「濃

厚なヘーゼルナッツココアペースト」と「甘酸っぱいラズベリーソース」をそれ

ぞれチョコレートで閉じ込めて、ヘーゼルナッツを混ぜ込んだ香ばしいクッキー

でサンドしました。 ※「鉄道会館調べ」（2020年 12月 9日発表） 

「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(※)を獲得した「メープルバタークッキ

ー」は、メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクと軽い食感に焼き上げ

たメープルマニア自慢のクッキーです。仕上げにバターが香るチョコをサンド

することで、メープルのコクとさっぱりとした甘みを表現しました。    

※「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） 

「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。※「鉄道会館調べ」(2020年 9月 17日発表) 

【グランスタ東京 新エリア 人気手土産 第 1位】 

「萩の調 煌 ホワイト」 ／ 菓匠三全 （税込価格：6個入 1,200円） 

グランスタ東京 新エリア 人気手土産第 1位(※)を獲得した仙台銘菓「萩の

月」で有名な菓匠三全の東京駅限定商品。ピュアな「ホワイトエッグ」を用い

て独自の製法で「ホワイトクリーム」を炊き上げました。選びぬいた小麦粉を

もとにした白いカステラ生地でつつみ食べやすい大きさに仕上げております。 

※「鉄道会館調べ」（2020年 9月 17日発表） 

※新幹線：②「やまびこ 53 号」にて輸送予定 

 

【グランスタ限定 洋菓子ランキング第 1位】 

【東京駅の洋菓子売上ランキング第 1位】 

「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。※「東日本旅客鉄道調べ」(2020年 10月 21日発表) 

【JR 東日本おみやげグランプリ 2020 新人賞】 

【グランスタ東京 新ショップ人気テイクアウトランキング第 1位】 

【グランスタ 弁当ランキング 魚部門第 3位】 

 ＜その他おすすめ商品の一例＞ 
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「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。 

「東京鈴せんべい」 ／ 富士見堂 （税込価格：20枚入 1,530円）         

グランスタ限定 和菓子ランキング第 4位(※) を獲得した東京駅限定商品。定

番のだし醤油と揚げ塩、人気の黒米揚げとかつお七味の 4種の味が楽しめる可

愛い鈴型のおせんべいです。 選び抜かれた国産契約栽培米を、玄米から自社

で精米。精米したてを生地にし、お煎餅に仕上げています。        

※「鉄道会館調べ」（2020年 12月 9日発表） 

「TOKYO スイーツバック」 ／ 紀ノ国屋アントレグランスタ東京店       

（税込価格：1,512円） 

シンプルなコットンバッグにバウムクーヘンやクッキーなどの人気の焼菓子を

詰め合わせた東京店限定商品です。 

「Suica のペンギン コロコロキューブ 3個セット」 ／ ワッフル・ケーキの

店 R.L （エール・エル）（税込価格：1,296円） 

Suicaのペンギンとひとくちサイズクッキーの「コロコロワッフル」がコラ

ボ！東京行きの電車から覗く Suicaのペンギンがとびきりかわいいキューブパ

ッケージに、チョコチップ入りキャラメル生地の「チョコキャラメル」が入っ

た東京駅限定商品です。

 

「ショコラＺＯＯ」 ／ マルシェ ド ショコラ （税込価格：1個 540円） 

チョコレートやナッツ、果物などと一緒に小瓶に入った動物たちが可愛らしい

パッケージに、ひと口サイズのジャンドゥヤやバニラなどのチョコレートを詰

め合わせました。 

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

（税込価格：4個入 790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。 

©Chiharu Sakazaki/JR 東日本/DENTSU Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。 

©Chiharu Sakazaki/JR 東日本/DENTSU Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。 

※四季で帯の柄が変わります    
今回は、春の帯(桜柄ピンク色帯)です 

【グランスタ限定 和菓子ランキング第 4位】 


