
＜PRESS RELEASE＞ 

 

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 

 

東北デスティネーションキャンペーンに合わせ 

「スティックチーズケーキ ＲＯＰＰＯ」を限定発売いたします 

 
 

 

 

 

 

 

1 商品情報 
 
（１）商 品 名   「スティックチーズケーキ ＲＯＰＰＯ（ロッポ）」 
 
（２）内 容 量  ６本入り 
 
（３）特 徴  東北 6県の果実をフレーバーに使用 
          青森県産：りんご        秋田県産：いちじく 
          山形県産：シャインマスカット  岩手県産：ゆず 

宮城県産：いちご        福島県産：もも 
           
（４）価 格  ２,５００円(税込) 東北ＭＯＮＯエコバック付 

 
（５）販 売 数  限定５００セット 
 
（６）販売形態  冷凍(保冷剤付) 
 
（７）製 造 者  株式会社ｙｕｚｕｋｉ（本社:宮城県仙台市） 
 
（８）企画協力  JR東日本東北総合サービス株式会社（本社:宮城県仙台市） 

   
(９) 発 売 日  ２０２１年４月１日(木) 
 
（10）取扱店舗    青森県/ぐるっと遊八戸駅店・美味山海新青森駅店 
           秋田県/こまち苑 

         岩手県/東北めぐりいろといろフェザン店・ぐるっと遊一ノ関駅店 他 

         宮城県/東北めぐりいろといろ仙台エスパル店・おみやげ処せんだい各店 他 

         山形県/おみやげ処やまがた・おみやげ処よねざわ 

         福島県/福島駅西口パワーシティピボット・おみやげ処新白河 他 

         ＪＲＥＭＡＬＬ「ＧＩＦＴＳＨＯＰトライ・ワン」 

         杜の都のチーズケーキ工房 ｙｕｚｕｋｉ 
 

                   ※取り扱い店舗の詳細は別紙による 

         
  

                         

「スティックチーズケーキＲＯＰＰＯ」は、 

                       私達が素材を選び、商品開発を担当しました。 
 

 

 

２０２１年４月より開催される東北デスティネーションキャンペーンに合わせ、東北６県の素材

を使用した「スティックチーズケーキ ＲＯＰＰＯ（ロッポ）」を数量限定で販売いたします。 

東北の「らしさ」が詰まった商品をとおして東北の魅力を発信すると共に、ネットでエキナカや

デジタルグルメチケットなど新たな取り組みにより、東北デスティネーションキャンペーンを盛り

上げます。 

＜画像はイメージです＞ 

LiViT秋田支店 LiViT仙台支店 LiViT盛岡支店 



 

(1) ネットでエキナカ 

観光周遊の仕掛けとして TOHOKU MaaSと連動した「ネットでエキナカ」を展開します。 
 

≪ネットでエキナカとは≫ 

事前に商品をネットで注文・決済し、エキナカの店舗でクイックに受け取れるサービス。(取置き 

サービス) 

 

➀ 実施期間 2021年 4月 1日～9月 30日  

➁ 実施店舗 9駅 計 9店舗  
      対象店舗一覧 

 駅 店舗名 

1 秋田駅 こまち苑 

2 新青森駅 美味山海 

3 盛岡駅 大地館 

4 一ﾉ関駅 ぐるっと遊 一ﾉ関駅店 

5 仙台駅 おみやげ処せんだい 9号 

6 山形駅 おみやげ処やまがた 

7 米沢駅 おみやげ処よねざわ 

8 郡山駅 おみやげ処あさか野 

9 会津若松駅 おみやげ処会津若松 

       ※各店の取扱商品 詳細は下記 URLよりご確認ください。 

                 TOHOKU MaaS「ネットでエキナカ」 

https://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx 

（4月 1日以降特設ページにてご覧になれます。） 

 

(2) 東北 MaaSチケット 

仙台駅 3階(牛たん・すし通り)店舗において各店おすすめ商品を設定し、電子チケットで購入 

することができる「東北 MaaSチケット」サービスを実施します。 

 
≪東北 MaaSチケットとは≫ 

事前にネットで共通の電子チケットを購入し、対象店舗で東北 MaaSチケット限定のメニューをご利用いた 

だけるサービス。 
 

➀ 実施期間  2021年 4月 1日～9月 30日 

➁ 実施店舗 仙台駅 3階 牛たん・すし通り 9店舗  (たんや善治郎は除く) 
対象店舗一覧 

 牛たん通り すし通り 

1 伊達の牛たん本舗 仙令鮨 

2 牛たん炭焼き 利久 すし三陸前 

3 味の牛たん 喜助 気仙沼 あさひ鮨 

4 牛たん 焼助 寿司処こうや 

5 牛たんと仙台牛 伊勢屋  

            ※各店のサービス内容は右の QRコードよりご確認ください。 

       （4月 1日以降ページをご覧になれます。） 

       

≪サイトイメージ≫ 

≪サービスイメージ

≫ 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社     営業本部商品部 担当：黒江・保坂・丹治 

ＴＥＬ：（０２２）３９７－７２４０ 

 

 

   ２ その他の取組み 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

≪商品イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

TICKET

  



別紙 

東北デスティネーションキャンペーンに合わせ 

「スティックチーズケーキ ＲＯＰＰＯ」を数量限定で発売いたします 

販売箇所一覧 

県名 店舗場所 店舗名 

青森県 
八戸駅 3階 ぐるっと遊八戸駅店 

新青森駅(新幹線改札内) 美味山海新青森駅店 

秋田県 秋田駅 2階 こまち苑 

岩手県 

一ノ関駅 1階 ぐるっと遊一ノ関店 

一ノ関駅(在来線改札内) 詩季彩一ノ関駅店 

水沢江刺駅 1階 ぐるっと遊水沢江刺駅店 

盛岡駅 2階 ぐるっと遊盛岡駅店 

盛岡駅 2階 大地館 

盛岡駅(新幹線改札内) 美味山海盛岡駅店 

盛岡駅 2階 iwate tetoteto 

フェザンおでんせ館 1階 東北めぐりいろといろフェザン店 

盛岡駅(新幹線改札内) おみやげ処もりおか 

盛岡駅 2階北側コンコース 

 

催事「ようこそ東北へ！エキナカ MORIOKA 

スイーツ＆食品フェア」 4/1～ 

   山形県 
山形駅 2階 おみやげ処やまがた 

米沢駅 1階 おみやげ処よねざわ 

宮城県 

仙台駅 2階(西側) おみやげ処せんだい 3号店 

仙台駅 3階(新幹線中央改札隣) おみやげ処せんだい 4号店 

仙台駅 3階(新幹線中央改札内) おみやげ処せんだい 6号店 

仙台駅 3階(新幹線南改札隣) おみやげ処せんだい 9号店 

エスパル仙台東館 2階 東北めぐりいろといろ仙台エスパル店 

古川駅 2階 おみやげ処ふるかわ 

古川駅 1階 おみやげ処おおさき 

くりこま高原駅 1階 おみやげ処くりこま 

仙台市太白区東大野田 杜の都のチーズケーキ工房 yuzuki 

仙台駅 2階ステンドグラス前 

 

催事「東北 6県産直市」 4/3～8 

杜の都のチーズケーキ工房 yuzuki 出店 

福島県 

福島駅 1階 福島駅西口パワーシティ Pivot 

郡山駅 2階 おみやげ処あさか野 

新白河駅 2階 おみやげ処新白河 

会津若松駅隣 会津若松駅食品館 Pivot 

その他 JREMALL内 GIFTSHOPトライ・ワン(通販) 


