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【ニュースリリース】        2016年 1月 26日 

 選び放題！恵方巻から本命バレンタインデートまで 

2 月も東京ステーションシティで楽しもう！ 
 

東京ステーションシティでは、東京駅でお楽しみいただける節分とバレンタインの最新情報をお届けします。節

分に合わせ、贅沢食材をふんだんに使った高級恵方巻や、斬新でユニークな恵方巻が 60種類以上も登場。また、

バレンタインギフトにぴったりなチョコレートや、デートにオススメのバレンタインディナーもご紹介します！ 

さらに、京葉ストリートの新店舗オープンの情報や、東京ステーションギャラリーの企画展など 2月も新しい情

報が盛りだくさん。特別なディナーやギフト選びにも、移動中やお仕事帰りのお買い物に最適な東京駅のエキナ

カショップを是非ご利用ください。 

 

 

 

 

 

東京駅の各エキナカショップでは、なんと 60 種類以上の恵方巻が購入できます！正統派の定番商品から、変り

種のユニークな商品まで、ぜひ食べ比べてお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京駅で買える恵方巻きは 60 種類以上！！ 
 

今年の恵方は「南南東」 

 

金華豚を使用した、やわらかなも
もカツを、山形県産のお米「つや
姫」で巻いた恵方巻。特製ソース
が美味しさを引き立てます。 

 

販売期間：2/3 

平田牧場（エキュート東京） 

「平田牧場恵方巻」 700 円 （税込） 

専門店の新鮮なネタをたっぷり詰め
込んだ食べごたえのある恵方巻！
（本まぐろ大トロ、いくら、えび、鯛、い
かなどの 10種類） 
 

販売期間：2/1～2/3 

 

魚力海鮮寿司（京葉ストリート） 

「大漁巻 匠」 1,990 円（税込） 

 

王道の恵方巻は、新鮮な魚介類を
ふんだんに使用した贅沢な一品。
人気寿司店のこだわりの味を堪能
でき、ボリュームも満点の恵方巻
です。【グランスタ限定】 
販売期間：2/3 

築地 竹若（グランスタ） 

「特選恵方巻」 3,500 円（税込） 

5等級仙台牛を使用し、8種類の
具材が入った豪華なすき焼風の
恵方巻が登場。老舗がこだわる伝
統のすき焼を、恵方巻でご堪能い
ただけます。【グランスタ限定】 
販売期間：2/3 

浅草 今半（グランスタ） 

「笑方巻」 2,525 円 （税込） 

【高級 恵方巻き】 

【ユニーク 恵方巻き】 

オリジナル恵方巻。中身に牛
たんを使用した他では食べら
れない一品。行列店のこだわ
りの味を恵方巻でお楽しみい
ただけます。 

【グランスタダイニング限定】 
 

販売期間：2/1～2/3 

仙臺たんや 利久（グランスタダイニング） 

「恵方巻」 600 円（税込） 
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縁起のよい 7品目が詰
まったボリュームたっぷ
りの恵方巻。毎年完売
必須の自慢の逸品で
す。 

 

販売期間：2/1～2/3 

つきじ喜代村（エキュート東京）「恵方巻」 

１本 1,000 円/ハーフ 500 円 （税込） 

まぐろ・えびなどの海鮮
が入った素材で味わい
深い恵方巻です。 

 

販売期間：2/3 

ふるさと料理 福膳（エキュート東京） 

「海鮮恵方巻」 680 円 （税込） 

めばちまぐろ、鯛、いくら、
えび、いか、サーモン、玉
子が入った、まさに海の宝
石のような恵方巻！ 

 

販売期間：2/1～2/3 

魚力海鮮寿司（京葉ストリート） 

「海宝巻」  1,080 円（税込） 

古市庵の海老や花咲
いか、厚焼き玉子等
12種類の具材が入っ
た毎年大人気の巻寿
司です。 

 

販売期間：2/1～2/3 

膳まい（京葉ストリート） 

「古市庵・節分うず潮巻」 671 円 （税込） 

人気の「エビシューマイ」と「黒豚シュー
マイ」が一度で二度楽しめる、見た目に
も“インパクト”のある恵方まんです。 

【エキュート東京限定】 
販売期間：2/3 

パオパオ（エキュート東京）「恵方まん」 

350 円（税込） 

サーモンロール・生ハムロールなど、
メルヘンサンドでも人気のある具材
をたっぷり入れて、恵方巻風に仕上
げました。【エキュート東京限定】 
販売期間：2/3 

サンドイッチハウスメルヘン（エキュート東京） 

「スペシャル恵方ロール」各 1 本 500 円 （税込） 

東京あんぱん豆一豆の恵方巻風あんぱん。のり
巻をイメージしたパンに五色豆とあんバターをサ
ンドしました。（数量限定）【エキュート東京限定】 
販売期間：2/3 

東京あんぱん 豆一豆（エキュート東京） 

「福を呼ぶ！恵方ぱん」1 本 800 円/ハーフ 430 円 （税込） 

【定番 恵方巻き】 

この他、「駅弁屋 祭」では、11社の駅弁を販売する会社から 22種類の恵方巻を販売する予定です。 
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エキナカ商業施設「グランスタ」、「グランスタダイニング」、「セントラルストリート」「エキュート東京」にて、1月 25

日～2月 14日にかけて、「バレンタインフェア」を開催します！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界地図がデザインされた、エ
レガントな 3段の BOX。中には
色とりどりのショコラをバラエテ
ィ豊かに詰め込みました。 

資生堂パーラー（セントラルストリート） 

「ショコラバリエ 2016～シェルシェ ドゥ ショコラ」 

3,888 円 （税込） イタリア・トリノの老舗チョコレー
トブランド カファレルのバレンタ
インギフト。素敵なことが起こり
そうな予感＝パルピターレ（わく
わくドキドキ）を気球にのせて贈
ります。中にはイタリアンブラン
ドらしいカラフルなホイルチョコ
レートのアソートが、ぎっしり詰
まっています。 

カファレル（グランスタ）「パルピターレ グランデ」 

3,240 円 （税込） 

 

今年は週末！誰にあげる？ 

「バレンタインフェア」 開催 
 

遅くまで営業しているエキナカで仕事帰りにも購入可能！ 

 

金沢発・和菓子の名店のバレン
タインギフトは、黒豆甘納豆を
ビターチョコレートでコーティン
グした期間限定スイーツ。久谷
でひとつひとつ手描きされた豆
箱は、バレンタイン限定柄。ご
年配の方へのギフトにもおすす
めです。 

まめや 金澤萬久（グランスタ） 

「黒豆しょこら（ハートパンダ蓋 2016 年）」 

972 円 （税込） 

下町葛飾の人気煎餅店「富士見堂」バ
レンタインギフト。お煎餅をベルギー産
クーベルチュールチョコレートでコーテ
ィングした人気の「ショコラビター」が、
バレンタイン限定ボックスで登場！ほ
ろ苦いビターチョコに醤油が香る煎餅
がマッチします。 

富士見堂（グランスタ） 

「ショコラビターBOX バレンタイン ver.」 

1,080 円 （税込） 

チョコレート専門店「マルシェ ド シ
ョコラ」で人気のロリポップチョコレ
ートがバレンタイン限定バージョン
で登場！パステルピンクの「ストロ
ベリー」、ブルーの「ミルクティー」、
チョコ色にハートの花が咲く「ミル
ク」の３種。お好みで組み合わせ
て、チョコレートの花束をギフトにし
ていただけます。 

マルシェ ド ショコラ（グランスタ） 

「ファンシーロリポップチョコレート」 

各 378 円（税込） 

可愛い顔して味は本格派！
パティシエ手描きの動物チョ
コレートです。 

 

※画像は 10個入 

パティスリーQBG×TOKYO STATION limited edition（エキュート東京）  

「トリュフＺＯＯ」 6 個入 1,800 円、10 個入 2,950 円 （税込） 

ココア生地でチョコレート
クリームを巻き、ハートの
チョコレートとラズベリー
を飾った、ロールケーキ
です。 

【エキュート東京限定】 
販売期間：2/12～/14 

マイスターシュトュック（エキュート東京）  

「ガナッシュクリームロール」 1,620 円（税込） 

★イベント情報★ 

ピエール マルコリーニ氏が 2月 3日（水）14:30～15:30にピエール マルコリーニ グランスタ店の商品をご

購入いただいたお客さま対象でサイン会を実施いたします。 
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ホテルメトロポリタン丸の内 27階Dining & Bar TENQOO（テンクウ）ではバレンタイン期間限定で通常デ

ィナー価格よりも、お得な特別ディナーコースを提供いたします。今年のバレンタインは日曜日、当日は会

えないというお二人のために期間は翌日 15日までとなっております。ぜひ大切な方とお楽しみください。 

 

「バレンタインディナーコース」 

■期間・提供時間 

2016 年 2月 7日～2 月 15日 

17：00～22：00 

■コースメニュー・・・・・１種類 7,000 円※１名様分（サービス料・税金込） 

・グラススパークリングワイン（お一人様 1杯） 

・【アミューズ】フォアグラのブリュレ 

・【前菜】 炙りオーロラサーモンとモッツァレラチーズのサラダ仕立て 

・【魚料理】本日のお魚のソテーとスパゲッティーニの盛り合わせ 

・【メイン】イベリコ豚肩ロースのグリエ エシャロット入り香草ソース 

・【デザート】フォンダンショコラ バニラアイスクリーム添え 

・【スペシャルティコーヒー】 

・【小菓子】 

 

※お電話（03-3211-0141）もしくは、ホテルホームページ

（http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/dinner/）よりご予約ください。 

 

芳醇な味わいのベルギー産スイ
ートチョコと、シャープな香りが特
徴のビターチョコをオレンジ風味
のお酒で香り付けしました。滑ら
かな口溶けのチョコレートです。 

ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～ 

（エキュート東京）  

シエール・プティ  

生チョコ 5 本入り 864 円（税込） 

シエール・ミリュー 

生チョコ 9 本入り 1,296 円（税込） 

 

ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOO 
デザートは熱々のフォンダンショコラ！「バレンタインディナーコース」  

TRAINIARTで人気のデコチ
ョコに新しい商品が仲間入り
しました。東日本を中心とし
たヘッドマークをデザインした
「ヘッドマークデコチョコ」鉄道
好きなあの子への贈り物に
オススメです！ 

販売期間：1/下旬～ 

ミュージアムショップ TRAINIART 

（東京ステーションギャラリー） 

「ヘッドマークデコチョコ」 734 円（税込） 

TRAINIARTで人気のデコチョ
コに新しい商品が仲間入りしま
した。中央線の駅名標をデザイ
ンした「駅名デコチョコ 中央
線」です。鉄道好きなあの子へ
の贈り物にオススメです！ 

販売期間：1/下旬～ 

ミュージアムショップ TRAINIART 

（東京ステーションギャラリー） 

「駅名デコチョコ 中央線」 734円（税込） 
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京葉ストリートは 1月下旬よりリニューアル工事を行います。リニューアルオープン 5店舗と新店舗 5店舗、合計

10店舗が順次オープン予定となります。第一弾として 2月 11日には『八天堂』が装い新たにリニューアルオープ

ンし、さらに2月19日にベーカリーショップ アンデルセンが展開する、東京駅ニーズに合った商品をあつめた『ア

ンデルセンセレクト』と、47都道府県のおむすびが楽しめるおむすび専門店『百千（ももち）』がオープンします！ 

 

■新店舗情報（2/19オープン） 

 

『アンデルセンセレクト』 

 

バラエティ豊かな品揃えが自慢のアンデルセンが展開する「アンデルセンセレクト」。東京駅ならではの利用シーンに合

わせ、新幹線の車内でも食べやすいサンドイッチや、東京土産など、差し入れとしても喜んでいただけるよう、京葉スト

リート限定商品もご用意します。《2/19にはオープンを記念し、お楽しみ袋（限定 30袋）を販売いたします。》 

 

 

 

『百千（ももち）』 

 

 

定番から 47都道府県それぞれの名物を具材にいれたおむすびが楽しめるおむすび専門店。おむすびの中央から飛

び出すえび天がインパクト大！の、えび天むす（愛知県：名古屋名物）をはじめ、常時 60種類のおむすびをお楽しみい

ただけます。差し入れに、都道府県のおむすび詰め合わせなどオススメです。《オープンを記念し、プレミアムおむすび

を 2/19～3/21までを販売いたします。》 

 

■リニューアル店舗情報（2/11 リニューアルオープン） 

 

『八天堂』 

和と洋を融合させた新たなスイーツパンを創造する八天堂の“くりーむパ

ン”。今回は「先進性」と「革新性」をテーマに、カスタードクリームとフレッシ

ュフルーツを独自の黄金比で革新的に仕上げた「京葉ストリート限定商品」

（全 5種類、いちご・ブルーベリー・りんご・キウイ・ミックス、各 280円～390

円）が登場します！ 

※商品名未定 

 

※営業時間は 3店舗とも 8：00～22：00（ただし 2/11、2/19は営業時間が異なります） 

京葉ストリート 2/19 新店舗オープン！ 
 

新店舗情報 
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≪静物≫1948 年 モランディ美術館

（ボローニャ）蔵 

©Sergio Buono, Bologna 

 

 

 

 

 

ジョルジョ・モランディ―終わりなき変奏 

 

■ 開催日： 2月 20日～4月 10日 

■ 休館日： 月曜日（ただし 3月 21日は開館）、3月 22日（火） 

■ 開館時間： 10:00-18:00 ※金曜日は 20:00まで  

※入館は閉館の 30分前まで 

■ 入館料： 一般 1,100円 高校・大学生 900円 中学生以下無料 

■ 主催： 東京ステーションギャラリー 

（公益財団法人東日本鉄道文化財団）、東京新聞 

■ 学術協力： ボローニャ市立美術博物館機構 モランディ美術館 

■ 後援： イタリア大使館、イタリア文化会館、ボローニャ市 

■ 協力： アリタリア-イタリア航空 

■ 協賛： 大日本印刷 

■ URL： http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition.html 

■ 内容： 20世紀最高の静物画家ジョルジョ・モランディ(1890～1964)の、日本では 3度目、 

17年ぶりとなる待望の本格的な個展を開催します。もったりとした筆触と淡い色彩で 

まとめられた、つつましく落ち着いた画面。その作品の気品こそモランディの最大の魅力 

ですが、それ以上に人々の興味を引いてきたのは、作者の尋常でなくひたむきな制作スタ 

イルでしょう。故郷のボローニャを終生離れなかったこの孤高の画家は、静物もしくは風景 

という限定された主題にひたすら専心したことで知られます。しかも登場するのはいつも同 

じ瓶や壷。一列に並べたり、一箇所にまとめたり、それらを果てしなく組み換えることで、モ 

ランディは構図や色調のわずかに異なる無数の表現を生み出しました。モランディにとっ 

て卓上の瓶や容器は、作品のモティーフであるとともに、絵画の潜在力を試す恰好の相手 

でもあったのです。 本展は、モランディの真骨頂といえるヴァリエーション＝変奏に焦点を 

当てます。画家の生涯をかけた探求はいかなる変遷を辿り、何を見出したのか。 

ボローニャのモランディ美術館の全面的な学術協力のもとに集まった油彩画約 50点、 

水彩、素描、版画約 50 点が彩る贅沢な空間をご堪能ください。 

 

 

 

 

東京ステーションギャラリー 2 月 企画展 

すべての絵画好きにささぐ 
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＜各商品・店舗・サービスの一般のお客様からのお問合せ先＞ 

【グランスタ】・【グランスタダイニング】・【セントラルストリート】・・・㈱鉄道会館 TEL：03-6212-1740 

【エキュート東京】・・・㈱JR東日本ステーションリテイリング TEL：03-3212-8910 

【京葉ストリート】・・・㈱JR東日本リテールネット TEL：03-3218-8001 

【ホテルメトロポリタン丸の内】・・・TEL：03-3211-0141（Dining & Bar TENQOO直通） 

【東京ステーションギャラリー】・・・TEL：03-3212-2485 

 

本資料に記載の情報は 2016年 1月 26日現在の情報で「予定」を含みます 

東京ステーションシティ運営協議会 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェイアールバス関東㈱／㈱鉄道会館／㈱ジェイアール東日本ビルディング／日本ホテル㈱ 

㈱JR東日本リテールネット／㈱日本レストランエンタプライズ／ジェイアール東日本フードビジネス㈱ 

㈱JR東日本ステーションリテイリング／㈱ＪＲ東日本ウォータービジネス／㈱紀ノ國屋 

㈱ジェイアール東日本商事／㈱ジェイアール東日本物流／㈱びゅうトラベルサービス 

ジェイアール東日本レンタリース㈱／㈱ジェイアール東日本スポーツ／㈱ジェイアール東日本都市開発 

㈱ビューカード／㈱JR東日本テクノハート TESSEI／㈱東日本環境アクセス／㈱JR東日本ステーションサービス 

ジェイアール東日本ビルテック㈱／JR東日本メカトロニクス㈱／セントラル警備保障㈱ 

公益財団法人 東日本鉄道文化財団／東日本旅客鉄道㈱ 

「東京ステーションシティ PR事務局」は、東京ステーションシティ運営協議会の活動に関する様々な情報を報道関係者の皆様に発信する、 
情報発信機関です。 

「Tokyo Station City 公式サイト」 

http://www.tokyostationcity.com/ 

「Tokyo Station City 倶楽部」 

http://www.tsc-club.com/ 

「東京駅 facebook」 

https://www.facebook.com/TheTokyoStation 

http://www.tokyostationcity.com/
http://www.tsc-club.com/

