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株式会社ＤＣＳ（事業所：福岡市東区、代表取締役：平山 哲生）が運営するベーカリー「パンストック」は、ヤ

マト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾 裕、以下「ヤマト運輸」）および九州旅客鉄道

株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：古宮 洋二、以下「JR九州」）との連携により、当日の朝焼

きたてのパンを、その日のうちに熊本駅・鹿児島中央駅・長崎駅・大分駅近辺の地区へ個別配送（宅配）する取

り組みを 2022年 9月 1日（木）に実施します。新幹線や特急列車の速さを活かすことで、遠方にお住まいのお

客さまにも、焼き上がりの美味しいパンを冷凍することなく当日中にお届けすることが可能です。 

 

１ 取り組みの背景 

日本の農業産出額に、鹿児島県、熊本県、宮崎県が上位※1に入るなど、九州では生鮮品の生産量が多く、

その内野菜の約 4割、果物の約 3割※2が九州内へ出荷されています。生鮮品はスピード輸送が求められるこ

とから、ヤマト運輸と JR九州は、九州特産の生鮮品や日持ちの短い食品などを安定した品質でスピーディに

お客さまにお届けするため、両社で連携し、旅客列車での輸送事業に取り組んできました。今回は、JR九州の

新幹線や特急列車での貨客混載による荷物輸送と、ヤマト運輸の配送商品を組み合わせた九州域内におけ

る「即日輸送」の検証を行うにあたり、株式会社 DCSが運営するベーカリー「パンストック」と連携し、当日の消

費を推奨しているなどが理由で通信販売をしていない商品を当日中にお客さまにお届けします。 

※1 「農林水産省：都道府県別の農業産出額（2020 年）」 URL:https://www.e-stat.go.jp/ 

※2 「農林水産省：令和元（2019）年 各県上位 5 品目の農業産出額 資料」 

URL:https://www.maff.go.jp/kyusyu/kikaku/attach/pdf/mirusiru_2021-27.pdf 

 

２ 新サービスの詳細 

商 品 名  “夜にパンストックを。便” 

商品内容  「めんたいフランス（2本）」「プレミアムキビック（クリームパン）」など 

初の遠方発送商品を含む、計 13点のパン詰め合わせセット 

 

 

 

販売数量  限定 30セット（販売期間終了後、ご応募が 30セット超の場合は抽選となります） 

販売価格  5,400円（税込） 

        ※送料およびヤマト運輸のコレクト手数料を含む価格です。 

        ※お支払は、商品配達時の代金引換のみ承ります。 

パンストックの「焼きたてパン」 

熊本・鹿児島・長崎・大分への“即日個配”を実施します 

★パンストックで大人気の看板商品「めんたいフランス」は、日持ちせず 

冷凍でも発送はしていないため、通常は店頭でのみ販売されている 

逸品です。常温・当日着でお届けできるからこそ、その日の夜のおつ 

まみになるパンもご用意します。 



販売期間  2022年 8月 17日（水）午後 5時 ～ 8月 24日（水）午前 9時 

お届け日  2022年 9月 1日（木） ※当日 14時以降の到着時間指定が可能です 

配達エリア  別紙をご覧ください。 

※当日配送限定商品のため、配送できるエリアに制限があります。 

※当日配送可能エリア外のご住所へは配送ができないため、ご注文いただけませんので、 

あらかじめご了承ください。 

応募方法  販売期間中に、パンストックの本商品受付専用メールアドレスへメールでご応募ください。 

メールアドレス：painstock.y.j@gmail.com 

※このアドレスから抽選結果等をご連絡しますので、受信ができるよう設定をお願いします。 

【メール本文に記載いただく情報】 

①送り先氏名  ②送り先郵便番号・住所 

③電話番号（日中お電話がつながる番号） 

④当日 14時以降の到着時間指定のご希望 

（指定なし／14～16時／16～18時／18～20時／19～21時） 

 

※送り先や電話番号等、商品の配送に必要な情報が不足して    

いる場合は受付ができませんので、事前に送信内容をご確認くだ

さい。 

※販売期間外や、当日配送可能エリア外の送り先でのご応募は無効 

となりますので、ご注意ください。 

※メールでのお問い合わせでは、返信に数日を要する場合がありま 

す。ご不明な点は、パンストック箱崎本店へお電話をお願いします。 

※8 月 26 日（金）以降順次、抽選結果およびご当選の方には商品の

送り状番号をメールでご案内します。 

※ご応募後およびご当選後のキャンセルは承れませんので、ご了承

ください。 

※複数回ご応募いただきますと、複数当選する場合がございます。そ

の場合もキャンセルや数量変更は承ることができません。 

配送方法  ヤマト運輸による配送 

 

【ご注意】 

・配送の際、やむを得ず遅延する可能性があることをご了承のうえ、ご応募ください。配送遅延等により商

品を当日中にお届けできない場合は、配送の取り止めや日を改めてのお届けについてお客さまへご連絡

することがあります。 

・2回目以降の実施につきましては、決まり次第パンストックの公式 Instagram等でお知らせします。 

 

３ 輸送方法・輸送フロー 

①パンストック箱崎本店～博多駅・・・トラック輸送（ヤマト運輸） 

②博多駅～熊本駅・鹿児島中央駅・長崎駅・大分駅・・・九州新幹線さくら・つばめ、特急かもめ・ソニック 

（JR九州がヤマト運輸からの委託を受け輸送） 

③熊本駅・鹿児島中央駅・長崎駅・大分駅～配達先（ご自宅等）・・・トラック輸送（ヤマト運輸） 

★従来の宅配では翌日着ですが、このサービスでは当日中、約 5時間（最短）でのお届けが可能です！ 

  （輸送リードタイムが約 11時間以上の短縮となります） 

【お送りいただくメールの例】 

From 〇〇〇〇〇 

To painstock.y.j@gmail.com 

件名 ９月１日パン応募 

①九州 パン子 

②〒000-0000 

長崎県〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

③092-631-5007 

④16～18 時 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

４ パンストックについて 

福岡市東区箱崎に本店を構える大人気のベーカリー「パンストック」。国産

小麦を中心に、安心して食べられる素材だけを使用しており、高加水、低温

長時間での発酵により焼き上がるパンは保湿性が高く、店名のとおりご家庭

で冷凍ストックしても美味しくお召し上がりいただけます。 

ネット通販も常時実施していますが、従来のトラックによる宅配サービスで

は発送できるパンの種類に限りがあり、かつ冷蔵での配送が中心のため、

「当日焼きたて」の美味しさが伝わる方法での遠方輸送は今回が初めてとな

ります。 

 

 

参考 JR九州の物流事業（貨客混載事業）を活用した「お荷物の即日輸送サービス」について 

 JR 九州では、事前予約不要でご利用いただける駅から駅への荷物輸送サービス「       」を実施してお

りますが、この他にも法人のお客さま向け・事前予約制で個別に荷物量や輸送時間帯を伺い、貨客混載サー

ビスを承っております。新幹線や特急列車での荷物輸送により、「採れたて」「できたて」「日持ちの短い」食品や

お急ぎの物品などを遠方へ即日お届けすることが可能となるため、最速でエコな物流ネットワークの構築や、 

商圏の広がりに繋がります！ 

▼新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」や貨客混載サービスに関するお問い合わせはこちら 

専用メールアドレス：nimotsu@jrkyushu.co.jp      JR九州 はやっ！便 検索 
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別紙 ヤマト運輸による当日配送可能エリア一覧 （市区町村は 50音順で記載） 

※当日配送可能エリア以外の住所には配送できないため、ご応募いただけませんので、ご了承ください。 

 

市区 町村 市区 町村 市区 町村 市区 町村 市区 町村 市区 町村

熊本市中央区 安政町 熊本市西区 池上町 鹿児島市 伊敷 長崎市 油屋町 大分市 青葉台 大分市 東大道

熊本市中央区 出水 熊本市西区 沖新町 鹿児島市 伊敷台 長崎市 岩見町 大分市 芦崎 大分市 東春日町

熊本市中央区 板屋町 熊本市西区 小島 鹿児島市 伊敷町 長崎市 魚の町 大分市 生石 大分市 東八幡

熊本市中央区 魚屋町 熊本市西区 小島上町 鹿児島市 犬迫町 長崎市 馬町 大分市 生石港町 大分市 府内町

熊本市中央区 大江本町 熊本市西区 小島下町 鹿児島市 小野 長崎市 上町 大分市 泉町 大分市 弁天

熊本市中央区 岡田町 熊本市西区 春日 鹿児島市 小野町 長崎市 江戸町 大分市 上野丘 大分市 舞鶴町

熊本市中央区 鍛冶屋町 熊本市西区 上代 鹿児島市 花野光ケ丘 長崎市 恵美須町 大分市 上野丘西 大分市 南生石西

熊本市中央区 上鍛冶屋町 熊本市西区 上高橋 鹿児島市 高麗町 長崎市 尾上町 大分市 上野丘東 大分市 南生石東

熊本市中央区 辛島町 熊本市西区 上松尾町 鹿児島市 小山田町 長崎市 御船蔵町 大分市 上野町 大分市 南春日町

熊本市中央区 川端町 熊本市西区 河内町大多尾 鹿児島市 下伊敷 長崎市 鍛冶屋町 大分市 上野南 大分市 都町

熊本市中央区 河原町 熊本市西区 河内町面木 鹿児島市 下伊敷町 長崎市 勝山町 大分市 王子北町 大分市 御幸町

熊本市中央区 九品寺 熊本市西区 河内町河内 鹿児島市 城西 長崎市 金屋町 大分市 王子新町 大分市 三芳

熊本市中央区 慶徳堀町 熊本市西区 河内町白浜 鹿児島市 新照院町 長崎市 樺島町 大分市 王子中町 大分市 元町

熊本市中央区 紺屋阿弥陀寺町 熊本市西区 河内町岳 鹿児島市 西陵 長崎市 上銭座町 大分市 王子西町 大分市 豊町

熊本市中央区 紺屋今町 熊本市西区 河内町東門寺 鹿児島市 千年 長崎市 銀屋町 大分市 王子町 大分市 六坊北町

熊本市中央区 紺屋町 熊本市西区 河内町野出 鹿児島市 草牟田 長崎市 興善町 大分市 王子港町 大分市 六坊南町

熊本市中央区 国府 熊本市西区 河内町船津 鹿児島市 草牟田町 長崎市 五島町 大分市 王子南町

熊本市中央区 国府本町 熊本市西区 城山大塘 鹿児島市 鷹師 長崎市 栄町 大分市 王子山の手町

熊本市中央区 小沢町 熊本市西区 城山上代町 鹿児島市 田上 長崎市 桜町 大分市 大久保

熊本市中央区 古城町 熊本市西区 城山下代 鹿児島市 田上台 長崎市 諏訪町 大分市 大手町

熊本市中央区 琴平 熊本市西区 城山半田 鹿児島市 田上町 長崎市 銭座町 大分市 大道町

熊本市中央区 琴平本町 熊本市西区 城山薬師 鹿児島市 武 長崎市 大黒町 大分市 春日浦

熊本市中央区 呉服町 熊本市西区 新土河原 鹿児島市 武岡 長崎市 高島町 大分市 金池町

熊本市中央区 米屋町 熊本市西区 新港 鹿児島市 中央町 長崎市 宝町 大分市 金池南

熊本市中央区 細工町 熊本市西区 高橋町 鹿児島市 常盤 長崎市 竹の久保町 大分市 要町

熊本市中央区 桜町 熊本市西区 田崎 鹿児島市 常盤町 長崎市 立山 大分市 金谷迫

熊本市中央区 下通 熊本市西区 田崎本町 鹿児島市 永吉 長崎市 玉園町 大分市 上春日町

熊本市中央区 城東町 熊本市西区 田崎町 鹿児島市 西伊敷 長崎市 筑後町 大分市 上白木

熊本市中央区 新鍛冶屋町 熊本市西区 谷尾崎町 鹿児島市 西千石町 長崎市 築町 大分市 上八幡

熊本市中央区 新市街 熊本市西区 戸坂町 鹿児島市 西田 長崎市 寺町 大分市 机張原

熊本市中央区 新町 熊本市西区 中島町 鹿児島市 西別府町 長崎市 天神町 大分市 季の坂

熊本市中央区 水道町 熊本市西区 中原町 鹿児島市 原良 長崎市 中町 大分市 顕徳町

熊本市中央区 菅原町 熊本市西区 中松尾町 鹿児島市 原良町 長崎市 賑町 大分市 寿町

熊本市中央区 船場町 熊本市西区 西松尾町 鹿児島市 平之町 長崎市 西坂町 大分市 桜ケ丘

熊本市中央区 船場町下 熊本市西区 二本木 鹿児島市 皆与志町 長崎市 浜平 大分市 椎迫

熊本市中央区 段山本町 熊本市西区 野中 鹿児島市 明和 長崎市 浜町 大分市 志手

熊本市中央区 千葉城町 熊本市西区 松尾 鹿児島市 薬師 長崎市 春木町 大分市 下白木

熊本市中央区 中央街 熊本市西区 松尾町近津 長崎市 東古川町 大分市 下八幡

熊本市中央区 手取本町 熊本市西区 松尾町平山 長崎市 淵町 大分市 庄の原

熊本市中央区 通町 熊本市西区 八島 長崎市 古川町 大分市 城崎町

熊本市中央区 中唐人町 熊本市西区 八島町 長崎市 宝栄町 大分市 新春日町

熊本市中央区 西阿弥陀寺町 熊本市西区 蓮台寺 長崎市 万才町 大分市 新川西

熊本市中央区 西唐人町 熊本市南区 会富町 長崎市 緑町 大分市 新川町

熊本市中央区 二の丸 熊本市南区 荒尾 長崎市 目覚町 大分市 新町

熊本市中央区 萩原町 熊本市南区 今町 長崎市 元船町 大分市 末広町

熊本市中央区 白山 熊本市南区 海路口町 長崎市 茂里町 大分市 住吉町

熊本市中央区 八王寺町 熊本市南区 薄場 長崎市 八百屋町 大分市 勢家町

熊本市中央区 花畑町 熊本市南区 内田町 長崎市 八千代町 大分市 碩田町

熊本市中央区 春竹町 熊本市南区 奥古閑町 長崎市 梁川町 大分市 太平町

熊本市中央区 東阿弥陀寺町 熊本市南区 上ノ郷 長崎市 万屋町 大分市 高尾台

熊本市中央区 古桶屋町 熊本市南区 刈草 大分市 高崎

熊本市中央区 古川町 熊本市南区 川口町 大分市 高砂町

熊本市中央区 古京町 熊本市南区 合志 大分市 田ノ浦

熊本市中央区 古大工町 熊本市南区 護藤町 大分市 田室町

熊本市中央区 平成 熊本市南区 島町 大分市 中央町

熊本市中央区 本荘 熊本市南区 白藤 大分市 千代町

熊本市中央区 本荘町 熊本市南区 白石町 大分市 豊海

熊本市中央区 本丸 熊本市南区 砂原町 大分市 中春日町

熊本市中央区 松原町 熊本市南区 銭塘町 大分市 中島中央

熊本市中央区 南熊本 熊本市南区 土河原町 大分市 中島西

熊本市中央区 宮内 熊本市南区 鳶町 大分市 中島東

熊本市中央区 迎町 熊本市南区 中無田町 大分市 長浜町

熊本市中央区 本山 熊本市南区 並建町 大分市 鳴川

熊本市中央区 本山町 熊本市南区 野口 大分市 荷揚町

熊本市中央区 山崎町 熊本市南区 畠口町 大分市 西大道

熊本市中央区 弥生町 熊本市南区 八分字町 大分市 にじが丘

熊本市中央区 横紺屋町 熊本市南区 浜口町 大分市 西春日町

熊本市中央区 横手 熊本市南区 孫代町 大分市 錦町

熊本市中央区 万町 熊本市南区 馬渡 大分市 浜の市

熊本市中央区 練兵町 熊本市南区 美登里町 大分市 浜町北

熊本市南区 無田口町 大分市 浜町東

熊本県 大分県鹿児島県 長崎県


