
 

 
1/5 

1位
雑貨（日用品・衣料品・小物）

33％

2位
アルコール飲料

22％

3位
レストランでの食事（ランチ・ディナー）

19％

4位
お菓子（和菓子・洋菓子）

7％

-
その他（旅行券、手紙、肩たたき券　等）

19％

【ニュースリリース】        2016年 5月 24日 

東京駅で働くお父さんに聞きました！ 

父の日にもらって嬉しいプレゼントは？！ 
今年の父の日は 6月 19日。毎年父の日のプレゼントでお悩みの方も多いのでは？東京ステーションシティ運営協

議会では、このほど東京駅で働くお父さんを対象に「父の日に嬉しいプレゼント」のアンケートを実施いたしました。ア

ンケート結果と、あわせて寄せられたエピソードに基づき、東京ステーションシティのオススメ「父の日ギフト」をご紹介

いたします。1年に 1日だけの父の日は、いつも頑張っているお父さんに素直に感謝の気持ちを伝えられる日です。父
の日のギフトと共に、素敵な時間をお過ごしください！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当協議会会員 27名へのアンケート調査による） 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

【東京駅で働くお父さんの“父の日”エピソード】 

■自宅で缶ビールを、缶のまま飲んでいた所、娘が父の日にジョッキをプレゼントしてくれました。（50代） 
■父の日・母の日合同でしたが、2人の息子から旅行宿泊券を頂き、嬉しく思った。後で息子たちから倍以上のものを
要求されましたけど…！（60代） 
■手紙。覚えたての、つたない字でしたが、心のこもったものであれば紙切れ 1枚でも嬉しいです。（40代） 
■手作りの「肩もみ券」をプレゼントしてくれました。使用期限をたずねたら“本日限り”と書かれそうになり、それはない

だろう！と話し合い 1週間使える券になりました。（40代） 
 

東京駅で働くお父さんに聞いた、父の日に嬉しいプレゼント 

元町 香炉庵（グランスタ） 

香炉庵ようかん ￥1,188（税込） 

ニッコリーナ（エキュート東京） 

エチゴビール ￥288（税込） 
everyday by collex inn（京葉ストリート） 

クラフトビアグラス爽快、芳醇、重厚 

各￥756（税込） 
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1位 雑 貨 オ ス ス メ 商 品 

毎日頑張るお父さんの日常を彩るオススメ商品をご紹介します！ギフトと一緒にカードも添えてサプライズしよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2位 ア ル コ ー ル  オ ス ス メ 商 品 

お酒が大好きなお父さんに贈る、お酒と“おつまみ”のオススメ商品をご紹介します！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外広がりの飲み口をつたい口先に
ビールを広げ、芳醇な香りを引き立
てます。こだわり派のお父さんにお
すすめ。※その他「爽快・重厚」各 756円

のご用意もございます。 

everyday by collex inn（京葉ストリート） 

クラフトビアグラス芳醇 ￥756（税込） 

everyday by collex inn（京葉ストリート） 

涼綿 すててこ 各 4,104円（税込） 

テキスタイルのデザインはファッシ
ョン感度が高く、ユニセックスで使
えます。UV カット、遮光加工を施し
ているので、晴れの日は、日傘とし
ても活躍します 

濱文様（エキュート東京） 

ひとことはんかち 各￥540（税込） 

「ひとことはんかち」は、てぬぐい生地に
捺染した、小粋な「てぬぐいのはんか
ち」です。普段伝えられないお父さんへ
の感謝の言葉を“はんかち”で。 

気持ちが伝わる小粋なプレゼントです。 

トーキョーリラクシング 

バイ ステテコドットコム（エキュート東京） 

Danke（ダンケ）折り畳み傘 各￥2,571 

（税込） 

ボンチステーション（エキュート東京） 

てぬぐい扇子 ￥3,024～（税込） 

毎日がんばるお父さんに、今年はイイ
風吹いてる快適な夏をプレゼント！夏
を満喫できる、目にも楽しい“てぬぐい
素材”の扇子です。 

日本の伝統を今に伝える涼綿のすて
てこ。お父さんへのプレゼントにぴった
り。 

 

販売期間：6/9～6/19 

喜代村ご自慢のマグロのかぶとを丸
ごと甘辛く煮付けました。父の日の晩
酌のお供に、食卓にどーん！と並べ
て、お召し上がりください。語らいの時
間を、本格的な酒の肴で盛り上げま
す！ 

【まぐろかぶと煮：エキュート東京限定】 
 

1994年に全国第一号地ビールとして
誕生以来、地ビールのトップブランドと
して歩んできた「エチゴビール」の人気
缶を期間限定で販売。 

・エチゴビールピルスナー350ml  

・スタウト 350ｍｌ 
・ホワイトエール 350ml 

・レッドエール 350ml  

つきじ喜代村（エキュート東京） 

オリジナル特別純米酒『喜び』 

［冷酒・300ml］ ￥1,080（税込） 

まぐろのかぶと煮 ￥1,200（税込） 

ニッコリーナ（エキュート東京） 

エチゴビール 各￥288（税込） 

富山のおいしい自慢の味の 3点セ
ット。3種の味を楽しめておつまみ
や酒の肴としてギフトにもおすすめ
です。 

ニッコリーナ（エキュート東京） 

幸のこわけ 3点セット 

ほたるいか・糸するめ・昆布 

￥1,251（税込） 

everyday by collex inn（京葉ストリート） 

メッセージカード 237円（税込） 

プレゼントには心のこもったメッセ
ージを添えて。 
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3位 レ ス ト ラ ン  オ ス ス メ 商 品 

 

 
 
 
 
 
父の日に東京駅丸の内駅舎の中で、一緒に過ごす時間をプレゼントする

のはいかがですか。ホテル内の見どころスポットを巡りながら、スタッフだ

からこそ知っているホテルの歴史や、東京駅丸の内駅舎の保存・復原事

業で生まれた物語などをご説明いたします。例えば、東京駅丸の内駅舎

の中央最上階に位置する、ゲルトラウンジ〈アトリウム〉や、駅舎ドームレリ

ーフが最も間近に見学できる、客室エリアの〈アーカイブバルコニー〉など。

100年の歴史を旅するかのようなひとときへと誘います。ツアー後は、レス
トラン「ブラン ルージュ」で、黒毛和牛の網焼とホテル名物料理ビーフシチ
ューの 2種の味わいを楽しめる、メインディッシュを。総料理長石原雅弘による 
フレンチのスペシャルコースをゆっくりとお召し上がりいただけます。 
 

■ 期   間 

2016年 6月 1日～8月 31日 （除外日：6月 10日～12日） 
■ 時   間 

ランチ 11:30～/ ディナー 17:30～ ※30分のホテルツアー後お食事 
■ 価   格 

ランチ 8,000円/ ディナー 10,800円 ※いずれも税込・サ別 
■ ご 予 約 
お電話 03-5220-0014（ブラン ルージュ直通） ※要予約 
 
 
4位 お 菓 子  オ ス ス メ 商 品 

甘いものが大好きなお父さんへ、スペシャルなスイーツをオススメします！スイーツを一緒に楽しみながら、感謝を伝

えてみては！？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京ステーションホテル レストラン「ブラン ルージュ」 

ホテル見学ツアー付きのスペシャルランチ＆ディナー“ツアーヒストリアル” 

お父さんと一緒に＜思い出を紡ぐ＞ 

 

ふわふわのスポンジに、北海道産の
生クリームと、フルーツをたっぷり巻き
上げたキャトル一番人気のロールケ
ーキを父の日仕様に仕上げました。 

※プレートのデザインは変更になる場
合がございます。 

 

販売期間：6/18～6/19 

キャトル（京葉ストリート） 

父の日ロールケーキ大 ￥2,160（税込） 

元町 香炉庵（グランスタ） 

香炉庵ようかん ￥1,188（税込） 

5種類のお味をお楽しみいただける
香炉庵ようかんをプレゼントに最適
な父の日バージョンの掛紙でご用意
しました。 

 

販売期間：6/6～6/19 

京橋千疋屋（グランスタ） 

ウイスキーパパムース ￥756（税込） 

ウイスキーのバニラムースにレモン
風味ゼリーを重ね果物を飾りまし
た。 

【グランスタ限定】 
 

販売期間：6/6～6/19 

メインディッシュ 

ホテルが位置する東京駅丸の内駅舎 
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そ の 他  オ ス ス メ 商 品 

 
 
 
 
 
 
ホテルメトロポリタン丸の内は、有名トップアスリートも身に着ける健康

サポートグッズの“ファイテン”と東京都内のホテル・旅館では初の公式

コラボレーションした「ファイテン体感ルーム」プランを販売します。 “リフ
レッシュ＆リラックス”をテーマに、リニューアルしたばかりの新しいお部
屋には、ファイテンのリラクゼーショングッズが揃っています。運動大好

きなお父さんや、健康意識の高いお父さんに、少し贅沢な宿泊プランを

プレゼントしてみてはいかがでしょうか？ 
■ プラン備品・特典（詳細はWEBサイトにて） 

①「ファイテンエアー」（空気加工機） 
②「ソラーチ」（フットマッサージ器） 
③「療法士指圧ピロー」（枕） 
④「ふぁいてんの湯」1袋（入浴剤） 
⑤「パワーテープ」試供品（ボディケアシール） 
⑥「メタックスローション」試供品（ボディローション） 
⑦「純金ピンクのおいしい水」1本（リフレッシュウォーター） 
⑧「RAKUWAネック X50スリムタイプ」1本（リラックスネックレス） 
※①～③は客室備品として利用可能・④～⑧は持ち帰りも可能 ※内容が変更になる場合も有ります 
■ 販売期間・価格 

販売期間 2016年 6月 1日（水）～ 7月 31日（日） 
デラックスシングルルーム（フィットネスルームと同じ階の禁煙室を確約） 
１名様 朝食無 27,524円 ／ 朝食付き 29,724円 ※いずれも税込・サ込 
■  ご   予   約 

お電話 03-3211-2233 もしくは、ホテルホームページ（http://www.hm-marunouchi.jp/）より 

発酵バター、ラベンダー蜂蜜、スペイン産アーモンドプ

ードル等を使用したケーク生地に、サントリー響１７年

ものを使用したシロップに漬け込んだフルーツ（イチヂ

ク、プルーン、アプリコット、サルタナレーズン）を混ぜ

入れ、クルミを入れて焼き上げました。焼成後には生

地にたっぷりと響を使用したシロップを染み込ませて

います。 ※響は１７年ものを使用 

販売期間：6/13～無くなり次第終了 

きくじろう（エキュート東京） 

ウイスキーケーキ（響） 

￥5,940（税込） 

スポーツ好きのお父さんにオススメ！ 

 
ホテルメトロポリタン丸の内 

リフレッシュ＆リラックス 「ファイテン体感ルーム宿泊プラン」 
 

いつも頑張っているお父さんに、フ
ルーツたっぷり、甘さ控えめなタルト
を一緒に楽しみませんか？ 

 

販売期間：6/13～6/19 

ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパニュ～ 

（エキュート東京） 

父の日タルト・メリメロ（直径 15cm） 

￥3,240（税込） 

滋賀の老舗酒蔵の大吟醸酒粕と清酒を使っ

た、「きき酒粕」を楽しめるレアチーズケーキ。

味や香りの違う 6酒造のお味をご用意。日ご

とに酒粕が熟成し、まろやかに味に深みが増

します。酒粕ビスコッテイ付きのお得な 6蔵セ

ットは、父の日のギフトにも最適です！ 

販売期間：6/6～6/19（イベントスペースにて） 

 

工房しゅしゅ（エキュート東京） 

湖のくに生チーズケーキ 

【プレミアム】お猪口入り 6蔵セット￥3910 

単品・各￥540 （全て税込） 
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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】【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 

【東京ステーションホテル】・・・TEL：03-5220-0014（ブラン ルージュ直通） 

【ホテルメトロポリタン丸の内】・・・TEL：03-3211-2233 

 

本資料に記載の情報は 2016年 5月 24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/

