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～新潟駅からお花とスイーツで笑顔を届けます～
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「エキカラスマイルウィークエンド」を開催！
- 新潟県初登場スイーツを新幹線で輸送、
「出前！グランスタ東京 in 新潟」出店 JR 東日本グループは、新潟駅で開催される、新潟市の PR 事業『フラワーバレンタイン』に連動し、
東京駅の限定スイーツ販売と、賞品がもらえるお得なキャンペーンを実施します。
当日は、㈱鉄道会館（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 平野邦彦）と連携した催事『出前！
グランスタ東京 in 新潟』を開催。新潟初出店のスイーツ販売のほか、当日朝出来立てのスイーツやパ
ンを上越新幹線で東京駅から新潟駅へ直送し販売します。また期間中、CoCoLo 新潟で 1,500 円以上
（合算可）のレシートを集めると、バレンタインにちなんだ素敵な賞品をプレゼントするキャンペー
ンを実施します。
「自分へのご褒美に！感謝を込めたプレゼントに！」コロナ禍の暗い気持ちを新潟駅
からお花とスイーツで笑顔にする 2 日間です。ぜひお越しください。
※画像はすべてイメージです。

【エキカラスマイルウィークエンド 実施概要】
 日

時： 2021 年 2 月 6 日（土）、7 日（日）

 共

催： 東日本旅客鉄道株式会社新潟支社
JR 東日本新潟シティクリエイト㈱

 催事販売： ㈱鉄道会館（「グランスタ東京」運営会社）
 協

力： 新潟市、食と花の世界フォーラム組織委員会

 主な内容：
(1) 『出前！グランスタ東京 in 新潟』 の開催
＜概

各イベントの位置図

要＞ ・東京駅の魅力的なスイーツやパンの販売
・上越新幹線で輸送した生菓子等の販売（注）

＜開催時間＞ 2021 年 2 月 6 日（土）、7 日（日） 11：30～19：00
＜実施箇所＞ CoCoLo 本館前催事スペース
※販売商品の詳細は本プレスリリース別紙をご参照ください。
（2）CoCoLo 新潟 フラワーバレンタインレシートキャンペーン
＜概

要＞

新幹線輸送商品の一例
京橋千疋屋「苺ショートケーキ」
※新潟県初登場

CoCoLo 新潟館内で 1,500 円（税込）以上のお買上げレシートをお持ちいただいたお客さま
に素敵な賞品（お花とスイーツのセット）をプレゼント。（レシートは合算可です）
※ ビックカメラ、駅レンタカー、チャンスセンター、サービスカウンターは対象外となります。
※ 各日先着 100 名で賞品が無くなり次第終了となります。（1 名様 1 回限りの引換えとなります）
＜開催時間 （引き換え対応時間）＞

※レシート有効期間：2021 年 2 月 3 日（水）～7 日（日）

2021 年 2 月 6 日（土）、7 日（日） 10：00～15：00
＜実施箇所＞CoCoLo 本館奥 特設会場

（注） 上越新幹線による生菓子等の輸送について
首都圏でのみ販売しているスイーツやパンを中心に東京駅から上越新幹線
で運び、今回「出前！グランスタ東京 in 新潟」にて販売します。
対象列車（予定）

№

列車名

東京発

新潟着

販売開始時間

①

とき 307 号

8:24

10:28

商品は 11:30 頃より販売します。

②

とき 313 号

9:28

11:34

商品は 12:30 頃より販売します。
新幹線による輸送の様子

【参考】
■上越新幹線による新潟市産のチューリップの輸送について （㈱鉄道会館施策）
本イベントと連動し、「新潟県花」である旬のチューリップを、上越新幹線で新潟駅から東京駅へフ
レッシュなまま輸送し販売します。新幹線で運ぶことにより、通常は生産地から市場を経由して店頭
に届く切り花を、生産地を出発後、数時間のうちにお客さまにお届け可能となります。
・販売期間：2 月 6 日（土）、7 日（日）
・販売時間：チューリップ到着次第販売開始
・対象列車：とき 314 号（新潟駅 9 時 23 分発 東京駅 11 時 28 分着）
・販売店舗：アオヤマフラワーマーケット グランスタ東京店
・販売価格：1 本：330 円、3 本：900 円、5 本：1,400 円 （各税込）
※各日限定 100 本でなくなり次第終了

販売イメージ

■PR 事業「にいがた花フェスタ フラワーバレンタイン」について （新潟市と JR 東日本グループの連携）
CoCoLo 西 N＋内『TABIBAR＆CAFE』にて、新潟市産花きの装飾と、花束＆お花にちなんだ東京駅で人
気のスイーツをセット販売します。（販売時間：10：30～17：00、各日限定 50 セットでなくなり次第終了）

フラワーバレンタイン PR 事業の様子（昨年）

東京駅の人気スイーツ
（左：カファレル 右：TOKYO チューリップローズ） ※ブランド名

（別紙１） ※販売商品および、上越新幹線にて“できたて”をお届けする商品は都合により変更となる場合があります。

『出前！グランスタ東京 ㏌ 新潟』 販売商品詳細
＜上越新幹線にて“できたて”をお届けする商品の一例＞
新潟県初登場
「まるごといちご生クリームサンド」 ／ PREMIUM SAND+CAFE 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」
。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。
新潟県初登場

「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。

新潟県初登場
「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。

新潟県初登場

「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。
新潟県初登場

「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）
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。

新潟県初登場
「いなり グランスタ 6 種セット」 ／ 豆狸 （税込価格：916 円）
大阪で圧倒的な人気を誇るいなり寿司専門店。贅沢志向の「新感覚」
いなり寿司です。素材を丁寧に包み込んだ出来立ての味を愉しんで、明
日の活力につなげませんか。※画像はイメージ

（別紙２）

新潟県初登場

「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。
※「鉄道会館調べ」(2020 年 9 月 17 日発表)

新潟県初登場
「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。

＜その他おすすめ商品の一例＞
東京駅洋菓子ランキング 1 位

「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）

新潟県初登場

「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。全て保存料不使用で東京駅の店内で手作り
しています。
新潟県初登場

「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）
去年 8 月に誕生した東京駅限定の新スイーツブランド「COCORIS」の
人気スイーツが新潟県初登場。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。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）

新潟県初登場

（別紙３）

「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」が新潟県初登場。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。

新潟県初登場

「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。

＜Suica のペンギンをモチーフとした商品も登場＞
東京駅外初登場
「Suica のペンギン缶」 ／ カファレル

（税込価格：1,080 円）

Suica のペンギンをデザインした缶がかわいい、チョコレートの
アソートギフト。本年 1 月 25 日に発売したばかり。通常はグラン
スタ東京限定での販売です。

新潟県初登場

「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。
©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。

■各イベントの位置図

