2022 年 1 月 5 日
株式会社 BAKE

年間 2,500 万個を販売するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」

「PRESS BUTTER SAND HANAGATAYA 東京店」
2022 年 1 月 13 日（木）移転オープン
東京駅店にてバターサンド全 8 種を特別販売！
株式会社 BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田 純平）が運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER
SAND」は、2022 年 1 月 13 日（木）に「PRESS BUTTER SAND HANAGATAYA 東京店」を JR 東日本東京駅構内にオープンいたしま
す。

東京駅構内の駅舎工事に伴い、2022 年 1 月 12 日（水）をもって、東京駅店は閉店し、HANAGATAYA 東京店に移転オープンいた
します。
移転オープンにあたり、今までお越しいただいたお客様への感謝の気持ちを込めて、2022 年 1 月 12 日（水）までの期間中、東京
駅店でこれまでに販売されたバターサンド全 8 種を販売いたします。また、バターサンド全 8 種とブランド初のオリジナルトートバッグ
をあわせた「バターサンドコンプリートセット」を特別価格にて提供いたします。
また、2022 年 1 月 13 日（木）よりオープンする HANAGATAYA 東京店では、2022 年バレンタインコレクション『Chocolate Festa trio-』を他店舗より早く先行販売いたします。
東京駅から始まった「PRESS BUTTER SAND」は様々な土地での縁があり、東京だけでは発見出来なかったその土地の素材や地
域性に出会いました。手間を惜しまず、材料にこだわり続ける姿勢はこれからも変わりません。誕生の地である東京駅から、新たな
「PRESS BUTTER SAND」が始まります。
【東京駅店 商品概要】
商品名/価格：
バターサンド
バターサンド〈宇治抹茶〉
バターサンド〈あまおう苺〉
バターサンド〈黑〉
バターサンド〈檸檬〉
バターサンド〈栗〉
バターサンド〈白〉
バターサンド〈チーズ〉
バターサンドコンプリートセット
おすすめのバターサンドセット
焼きたてバターサンド〈チーズ〉

5 個入 ¥1,026（税込）/9 個入 ¥1,836（税込）/15 個入¥3,024（税込）
5 個入 ¥1,296（税込）
5 個入 ¥1,296（税込）
5 個入 ¥1,404（税込）/9 個入 ¥2,511（税込）
5 個入 ¥1,296（税込）
5 個入 ¥1,296（税込）/9 個入 ¥2,322（税込）
5 個入 ¥1,404（税込）/9 個入 ¥2,511（税込）
5 個入 ¥1,404（税込）
40 個入（バターサンド全 8 種 各 5 個入、オリジナルトートバッグ 1 個） ¥10,800（税込）
15 個入（バターサンド、宇治抹茶、あまおう苺 各 5 個入） ¥3,500（税込）
1 個 ¥280（税込）

販売期間：2021 年 12 月 31 日（金）〜2022 年 1 月 12 日（水）※無くなり次第終了
販売場所：PRESS BUTTER SAND 東京駅店
■本件に関するお問い合わせ
株式会社 BAKE PR 担当 TEL：03-6450-4982 Email：pr@bake.co.jp

【HANAGATAYA 東京店 店舗概要】URL:https://buttersand.com/news/hanagataya_tokyo2022
店舗名：PRESS BUTTER SAND HANAGATAYA 東京店
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1F 新幹線南乗換口前 HANAGATAYA 東京店内
営業時間：6:30〜21:30
オープン日：2022 年 1 月 13 日（木）※準備などの都合により、開店時間が変更になる場合がございます。
通年販売商品：
バターサンド
バターサンド〈黑〉
バターサンド 2 種詰合せ〈黑〉
バターサンド 3 種詰合せ

5 個入 ¥1,026（税込）/9 個入 ¥1,836（税込）/15 個入¥3,024（税込）
5 個入 ¥1,404（税込）/9 個入 ¥2,511（税込）
10 個入 ¥2,430（税込）
14 個入 ¥3,240（税込）/22 個入 ¥5,400（税込）

先行販売商品：
ショコラバターサンド〈MAROU〉
2 種詰合せ〈MAROU・黑〉
ガナッシュサンド〈フランボワーズ〉
2 種詰合せ〈フランボワーズ・黑〉
バターサンド〈黑〉
コレクションボックス -trio-

3 個入 ¥1,134（税込）、5 個入 ¥1,890（税込）
6 個入 ¥2,052（税込）
3 個入 ¥972（税込）、5 個入 ¥1,620（税込）
6 個入 ¥1,836（税込）
3 個入 ¥864（税込）
15 個入 ¥5,400（税込）

【PRESS BUTTER SAND について】
-Cookies
和の製法をルーツとした「はさみ焼き」
食感を追求しオリジナルのプレス機を開発、大量生産となるパッケージ化された土産菓子には実
現が難しい、和菓子の製法をルーツにもつ「はさみ焼き」を採用し、ひとつひとつ丁寧にプレスして
います。北海道産オリジナルブレンドの小麦粉を使用し、フレッシュバターの豊かな風味を楽しめ
る味わいと食感に仕上げています。
-Butter cream & Butter caramel filling
クリーム☓キャラメルの贅沢な味わい
北海道産フレッシュバターを使用した濃厚なバタークリームと、口どけなめらかなバターキャラメル
の 2 層を挟み込みました。バター本来の風味が広がります。
-“Easy to bite” Structural design
食べやすさもおいしさのひとつ
挟んだときに柔らかいバタークリームがはみ出さないよう、クッキーをボックス型にして閉じ込めま
した。
表面に入った柄は力学的に食べやすく割れるように設計されています。
-Design
レギュラー商品「バターサンド」のパッケージには、プレス機の「鉄・熱・プレス」のエッセンスをデザインソースとし、テーマを「インダスト
リアル」に設定。シンプルなグレーをベースに、溶鉄をイメージしたビビットオレンジをアクセントにすることで静と動の対比を表現しま
した。同ブランドのこだわりをまっすぐに伝えることを目指し、機能的で余計なものを削ぎ落としながらも印象に残るデザインは、独自
の世界観を確立しています。
【会社概要】URL:https://bake-jp.com/
・名 称：株式会社 BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013 年 4 月
・代表者：代表取締役社長 CEO 山田 純平
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台 3-19-1 興和白金台ビル 6F
・事業内容：菓子の製造・販売、EC サイト「BAKE THE ONLINE（https://bake-the-online.com/）」運営、WEB メディア運営
・展開する 9 つの菓子ブランド
1）焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」
URL：https://cheesetart.com
2）シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」
URL：http://zakuzaku.co.jp
3）焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」
URL：http://ringo-applepie.com
4）バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」
URL：https://buttersand.com
5）焼きたてスイートポテトパイ専門店「POGG」
URL：https://pogg-sweetpotatopie.com
6）ガトーショコラ専門店「Chocolaphil」
URL：https://chocolaphil.com
7）コンセプチュアルストア「POSTBOX COOKIES」
URL：https://postbox-cookies.com
8）薩摩スイーツ専門店「OIMON」
URL：https://oimon.jp
9）バターゴーフレット専門店「SOLES GAUFRETTE」
URL：https://soles-gaufrette.com
■本件に関するお問い合わせ
株式会社 BAKE PR 担当 TEL：03-6450-4982 Email：pr@bake.co.jp

