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【ニュースリリース】        2016 年 2 月 23 日 

ホワイトデーギフト選びは便利な東京駅エキナカで！ 

東京駅限定ショップが京葉ストリートに新登場！エキナカで“はしご酒”イベント開催！ 
 

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ホワイトデーの最新情報をお届けします。バレンタインの

お返しには、お仕事帰りにも移動の途中にも、いつでも気軽に立ち寄れるエキナカショップを是非ご利用ください！ 
また、リニューアルが進む、「京葉ストリート」では東京駅限定ショップがオープンします。そして、グラングルメではチ

ケットを持って多彩な店舗を巡りお花見気分を味わえる「啓翁桜お花見ちょい呑み祭」が開催されます！さらに、ホテ

ルメトロポリタン丸の内 27 階 Dining & Bar TENQOO（テンクウ）では、ひなまつり期間に合わせて、スペシャルディナ

ーコースが登場します。春を間近に控え、イベントが満載の東京ステーションシティをぜひお楽しみください。 
 
 
 
 
 
ホワイトデーのギフト選びには苦労されている男性も多いのでは？！今年のホワイトデー商品を「グランスタ」「エキュ

ート東京」「京葉ストリート」からご紹介します。昨年の人気はクッキーが多かったですが、今年のオススメラインナップ

は、チョコレートが目白押し！ 
 
【グランスタ・セントラルストリート 銘菓紀行】 
2015 年ホワイトデーギフト人気 NO.1 は…ピエール マルコリーニ「ホワイトデー セレクション」 ！ 
装いも新たに、今年も「ホワイトデー セレクション（9 個入）」が登場（3,456 円税込） 
※2 月 29 日～3 月 14 日まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年人気の商品と、今年の新作をご紹介 
 

今年のトレンドはチョコレート？！ 

 

2016 年オススメ商品はコチラ 

グランスタ＆セントラルストリート 銘菓紀行編 

お煎餅にチョコレートをコーティングした
富士見堂の冬の定番人気商品「ショコラ
ビター」が、ホワイトデー限定ボックスに。
お醤油香るお煎餅に、ベルギー産ダーク
チョコレートのほろ苦い甘さが絶妙。 

 

販売時期：販売中～3 月 14 日まで 

ショコラビターBOX ホワイトデーver. 

（富士見堂/グランスタ） 

4個×3袋入 ￥1,080（税込） 
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【エキュート東京】 
2015 年ホワイトデーギフト人気 NO.1 は… 
西光亭の「くるみのクッキー」（1,296 円税込） ※販売中～3 月 14 日まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トラディショナルコレクション 『スティック＆プレート』 

（帝国ホテル/セントラルストリート 銘菓紀行） 

￥1,620（税込） 

「特別感」のあるギフトは、パートナーは
もちろん、感謝を伝えたいあの方にも。プ
レート型４種（カフェ・アールグレイ・ビタ
ー・マーブル）と、スティック型（マーブル） 

のチョコレートセット。 

 

販売時期：販売中～3 月 14 日まで 

慶応２年創業、えびせんべい一筋の「桂
新堂」から、ホワイトデーのための特別な
セットが登場。愛らしいハート形や、「いつ
もありがとうございます」のメッセージ入り
えびせんべいなどの詰合せ。 

 

※数量限定（無くなり次第終了） 

販売時期：販売中～3 月 14 日まで 

はあとえびせんべい 

（桂新堂/セントラルストリート 銘菓紀行） 

￥1,080（税込） 

2016 年オススメ商品はコチラ エキュート東京編 

装いも新たに誕生石ショコラが生まれ変
わりました。贈る相手を想い、その一粒に
願いを込められる商品です。 

 

販売時期：販売中～3 月 14 日まで 

誕生石ショコラ 

（ハナ シュンプウ） 

￥1,058（税込） 

パティシエ‘辻口博啓’氏が手掛ける和楽
紅屋のオリジナルエクレールラスク。こだ
わりのラスクを軽やかな触感にアレンジ。
軽やかな食感の新感覚スイーツです。 

●5 種類● 

ショコラ・フランボワーズ・シトロン 

天空抹茶・カフェ キリマンジャロ 

 

※写真は通常パッケージです。 

※限定パッケージは無くなり次第終了 

販売時期：3 月 4 日～14 日まで 

エクレールラスク（和楽紅屋） 

5個入り（通常パッケージ） ￥2,000（税込） 

5個入り（限定パッケージ） ￥2,160（税込） 

パティスリー･サダハル・アオキ･パリ
はパリを拠点とし、世界をリードする
パティスリー。サロン・デュ・ショコラ
で最高位を受賞した青木シェフが手
がける「アオキ」の「今」を表現したシ
ョコラの詰め合わせです。 

 

※期間限定ショップ 

販売時期：3 月 4 日～14 日まで 

ボンボンショコラ 

（パティスリー・サダハル・アオキ・パリ） 

￥5,346（税込） 
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【京葉ストリート】 
2015 年ホワイトデーギフト人気 NO.1 は… 
東京ミルクチーズ工場の「クッキー詰合せ 10 枚入り」（1,000 円税込） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京葉ストリートは 1 月下旬よりリニューアル工事を行なっております。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 2 弾として 3 月 3 日より、エキナカの便利な弁当店「銘店弁当膳

まい」が東京の老舗弁当にこだわったセレクトショップを展開！さらに 3 月 18 日より、東京土産店『東京かみなり舎

（や）』と、「ラ・テール」が手がける新ブランドのチーズをテーマにした新ブランド『フロマージュ・テラ』が初出店！ 

 

■新店舗情報（3/18 オープン） 
『東京かみなり舎（や）』 
東京土産の新定番が登場！ 
和と洋。なつかしさとモダン。しょっぱさとあまさ。さくさくとふんわり。 
今までにない素材や技の組み合わせがベストなバランスでひとつ

になりました。新しい東京の味をぜひお楽しみください。 
あなたのまわりに、晴れやかな笑顔が広がりますように。 
 

東京駅限定ブランドが登場！ 3/3より続々 
 

新店舗情報 

 

2016 年オススメ商品はコチラ 京葉ストリート編 

シレトコドーナツ生地にチョコでデコレー
ションをしたカラフルなアニマルドーナ
ツ！見た目もかわいいオリジナルパッケ
ージで登場！！ 

 

販売時期：販売中～3 月 14 日まで 

HAPPY♥ホワイトデー 

（シレトコファクトリー） 

￥950（税込） 

甘酸っぱい木苺のクリームと木苺シロップ
たっぷりのアーモンド生地を使用した、ホワ
イトデー限定ハート型ケーキです。 

 

販売時期： 3 月 13 日、14 日 

 

フランボワジェ 

（柿の木坂キャトル） 

￥2,500（税込） 
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『フロマージュ・テラ』 
素材にこだわったベーカリーやスイーツ店を展開する「ラ・テール」

が手掛ける新ブランド、チーズをテーマにした新ブランドが、京葉ス

トリート限定ショップで初登場します。イチオシは、コクのあるチーズ

の旨みとさくさくのタルトの生地の調和が絶妙な新食感の「とろとろ

焼きカップチーズ」！東京駅でしか味わえないチーズタルトをぜひお

楽しみください。 
 

 
■リニューアル店舗情報（3/3 リニューアルオープン） 
 
『銘店弁当 膳まい』 
老舗有名店からオリジナルのお弁当まで、上質・安全な食材にこだわり、 
安心してお召し上がりいただける“東京の弁当”にこだわったセレクトショップ。 
「日本橋たいめいけん」のオープン記念商品や「なだ万」ブランドの新規取扱 
など品揃えを強化し、東京駅ならではのラインナップでお楽しみいただける 
ショップへと生まれ変わります！ 

※（左）日本橋たいめいけん「たいめいけん洋食やの牛弁当」1,150 円 
（右）賛否両論 THE DELI 笠原将弘「賛否両論 懐石弁当「彩」（IRODORI）」1,620 円 

 
※営業時間は 3 店舗とも 8：00～22：00（ただしオープン初日は営業時間が異なります） 
 
 
 
 
ホテルメトロポリタン丸の内 27 階 Dining & Bar TENQOO（テンクウ）では、ひなまつり期間に合わせて、お土産

付きの特別ディナーコースを提供いたします。スパークリングワイン、赤・白グラスワインの 3 杯付。お土産には、

和のグッズとして麻の葉模様をあしらったホテルオリジナル手ぬぐいをプレゼントします。春の女子会にも是非ご

利用ください。 
「ひなまつりディナーコース」 
■期間・提供時間・・・・・販売中～3 月 3 日 《17：00～22：00》 
■コース内容・・・・・10,000 円※１名様分（税・サービス料込） 
 
・スパークリングワイン、赤・白ワイン（お一人様、各 1 杯） 
・【アミューズ】・【前菜】・【魚料理】・【メインディッシュ】・【デザート】・【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。 

ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOO 

春の女子会に！「グラス 3杯付☆ひなまつりディナー」  
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施設名 店舗数 営業時間 施設紹介

北町ダイニング 6
11：00～23：00
（土日祝：～22：00）

JR 東京駅が北町奉行所跡地に隣接している
ことにちなんで名づけられたレストラン施設。
和・洋・中の個性豊かな6 店舗が揃います。

Kitchen Street
（キッチンストリート）

24
11：00～23：00
※一部店舗は異なる

一つのメニューに拘った専門店が集結。人気
店の味をカジュアルにお楽しみいただけます。

黒塀横丁 14
11：00～23：00
※一部店舗は異なる

黒い塀に囲まれたシックな空間に食通もうな
らせるこだわりの名店が集まりました。

 
 
 
 
東京駅構内の商業施設「グラングルメ」（2F 北町ダイニング、１F キッチンストリート、B1 黒塀横丁）にて、2 月

24 日（水）～3 月 8 日（火）の期間、冬のさなかに満開を迎える山形県の早咲き桜「啓翁桜」（けいおうざくら）の

枝約 4,000 本を館内装飾に使用した「啓翁桜お花見ちょい呑み祭」を展開いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（グラングルメ B1「黒塀横丁」 館内装飾 イメージ） 
 
 
 
3 枚綴りの専用チケット「ちょい呑みチケット」（税込 3,000 円）をご利用いただくことで限定メニューの“はしご酒”
をお楽しみいただけます。チケットは販売中～25 日 17:00～21:00 までの間、黒塀横丁内のチケット販売ブース

でご購入いただける他、フェア期間中の 17:00~閉店までの間、参加店舗各店でも購入可能です。 
 
※実施時間：各日 17:00～ラストオーダー、チケット 1 枚につき 1 店舗 1 メニューをお楽しみいただけます。 

※北町ダイニングの店舗「東京屋台」、「華祭」、「七代目卯兵衛」は 2 月 25 日（木）からの提供開始となります。 

※数量限定メニューのため、品切れや代替メニューにてご提供させていただく場合がございます。 

 
 
 
 

東京駅人気店の限定“ちょい呑み”メニュー24 種 
 

JR 東京駅グラングルメ 「啓翁桜お花見ちょい呑み祭」開催！ 
 

限定の“ちょい呑みセット”24 種のはしご酒もお楽しみいただけます 



 

 

6/6 

 
 

＜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】・【北町ダイニング】・【Kitchin Street】・【黒塀横丁】・・・㈱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） 

 

本資料に記載の情報は 2016 年 2 月 23 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/

