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【ニュースリリース】        2016 年 7 月 28 日 

はじめての山の日！  

夏の行楽に欠かせない東京駅のお弁当 最新情報 
 

今年から新たに国民の祝日となる 8 月 11 日の「山の日」。今年はこの日から夏休みという方も多いのではないでし

ょうか？東京駅では、鉄道の旅に欠かせない夏休み限定の駅弁や、お子様向けのお弁当が多数登場します。また、

東京ステーションホテルの「ユニフォーム撮影＆館内見学付きランチプラン」や、THE JEXER TOKYO Annex の楽し

い登山ができるカラダづくりのフィットネスプログラムなど、夏休みを都内で過ごされる方へも多彩なメニューをご用意

しています。山の日からはじまる今年の夏休みは、ぜひ東京駅へ足をお運びください！ 

 

 

 
 

 

 

 

北は北海道から南は九州まで、日本各地の駅弁を毎日１７０種類以上販売している「駅弁屋 祭」では、北海道新

幹線が開業して初めての夏休みを迎え、帰省やご旅行に車内で楽しめる駅弁をバラエティ豊かにご用意しました。

夏限定のお弁当や、お子さまに大人気の新幹線弁当など、旅の行程に「駅弁屋 祭」での駅弁選びの時間も是非加

えてください。 

 

■夏しか味わえない食材が満載の夏限定駅弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

東京駅エキナカ 新商品情報 

 

駅弁屋 祭 

夏休み限定や新幹線の駅弁が勢ぞろい！ 
 

ズッキーニやオクラなど夏野菜のバター
ソース焼や、バラチャーシューの黒糖仕
立て、銀ひらす漬焼き、鱧ちり風煮物な
ど一品一品丁寧に旬の味覚を盛り込ん
だ懐石弁当です。縁起のよい吉祥文様
「宝尽くし」の風呂敷で包んでいます。 

 

販売期間：販売中～８月３１日 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

吹き寄せ弁当～なつ～ 

￥1,350（税込） 

もろこし寄せ揚、鶏肉チーズ大葉巻揚、
鱧照焼、冬瓜・オクラ・野菜入り鶏団子
などの煮物、合鴨スモークなど旬の素
材を使用して、種類豊富な料理を彩りよ
く盛り込んだ盛夏限定の華やかなお弁
当です。 

 

販売期間：販売中～８月２２日 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

大人の休日弁当～夏～ 

￥1,800（税込） 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

夏のたっぷり野菜弁当 

￥870（税込） 

オクラ・南瓜・冬瓜・蓮根などの煮物、茄
子揚げ浸し、トウモロコシと枝豆真丈、
ズッキーニグリルなど夏の野菜をたっぷ
り使用したお弁当です。大豆ミートやマ
ンナン入りのご飯を使用してカロリーを
抑えています。 

 

販売期間：販売中～８月２４日 
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■お子さまに大人気「新幹線弁当」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グランスタでは、東京駅限定商品や夏季限定の“お子さま弁当”を、エキュート東京、京葉ストリートからは“最新おつ

まみ”など、多数ご用意しております。旅や花火大会のお供に、是非お楽しみください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランスタ・エキュート東京・京葉ストリート 

夏のオススメお子さま弁当＆オトナおつまみ 
 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

新幹線Ｅ７系弁当 

￥1,300（税込） 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

北海道新幹線弁当 

￥1,300（税込） 

駅弁屋 祭（セントラルストリート） 

Ｅ６系こまちランチ 

￥1,300（税込） 

秋田新幹線Ｅ６系型こまち号の車両をお
弁当のパッケージにしたお子さまランチ
です。鶏そぼろごはんに、エビフライ、チ
キンナゲット、オムレツ、ウインナーなど
を詰めました。 

北海道新幹線Ｈ５系型のプラ容器に、北
海道らしい海鮮ちらし寿司の上に北海
道の形をした昆布をのせ、鮭昆布巻き、
ホタテ風味フライ、いかリングフライなど
のおかずを盛り付けました。 

  

北陸新幹線Ｅ７系型のお弁当箱に鶏唐
揚、海老フリッター、ポークウインナー、
肉団子、鮭とツナのおにぎりなど人気の
おかずを詰め合わせました。食べた後も
たのしめますので、お子さまにおすすめ
です。 

 

イーション （グランスタ） 

スーパーグランスタ eashion号 

￥1,000（税込） 

海老フライやハンバーグ、からあげ、オ
ムライスなどを新幹線にたっぷり詰め込
みました。 

販売期間：8/1～8/31 

 

★グランスタ限定 

煮炊き屋本舗 まつおか（グランスタ） 

お子様ランチカー ￥864（税込） 

海老フライ、からあげなど、お子さまの
好物がスポーツカーの弁当箱に入って
います。 

販売期間：8/1～8/31 

 

★グランスタ限定 

地雷也 （グランスタ） 

お子様天むす弁当 

￥600（税込） 

天むす、からあげ、ミニ大福などを、お
子さまでも食べやすいサイズでかわい
いパッケージに。 

販売期間：8/1～8/31 

 

★グランスタ限定 

※JR 東日本商品化許諾済 

JR 北海道商品化許諾済 

 

※JR 東日本商品化許諾済 ※JR 東日本商品化許諾済 
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2016 年 7 月 27 日に、東京駅地下 1 階の丸の内地下エリアに新施設「グランスタ丸の内」が開業するとともに、エキ

ナカ商業施設「グランスタ」が増床されました。新規開業エリアは、2016 年夏から 2017 年夏にかけて順次開業予定で

す。「グランスタ丸の内」・「グランスタ」増床エリアでしか買えない、東京駅限定の商品が多数登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道のザンギ風鶏の唐揚げを、
ピリ辛のスパイシーだれで和えたビ
ールにオススメのおつまみです。 

 

★エキュート東京限定 

ふるさと料理 福膳（エキュート東京） 

ザンギ風唐揚げ＜スパイシー＞ 

￥350/100g （税込） 

京野菜である賀茂茄子は、肉厚で柔
らかいのが特徴。串焼きにし、甘だれ
で味付けをしました。 

 

串くら 京都・御池（エキュート東京） 

賀茂なす串 ￥520（税込） 

新鮮な小松草ときゅうりのマリネに梅干
のドレッシングをかけて食べる、暑い夏
におすすめのさっぱりサラダです。 

 

★エキュート東京限定 

大地を守る Deli（エキュート東京） 

小松菜とたたききゅうりの梅サラダ 

￥380/100g （税込） 

東京京鳥の味が集結！焼き鳥も唐 

揚げも、さらに野菜も！京鳥こだわ 

りのおいしさを丸ごと 1 本堪能で 

きる逸品です。 

 

★京葉ストリート限定 

東京京鳥（京葉ストリート） 

東京ちゃんばら串 ￥600（税込） 

1 番人気のえび天むすをはじめ、 

夏のおすすめアスパラマヨ天むす、 

茄子天むすの 3 種類が味わえる夏 

のイチオシセットです。 

おむすび百千（京葉ストリート） 

華麗なる天むす一族 

￥860（1セット・税込） 

鮮魚専門店が選んだ新鮮なネタを、
ちらし、お造り、巻物、押し寿司と豪華
に特製御膳にしました。 

 

★京葉ストリート限定 

魚力海鮮寿司（京葉ストリート） 

魚力特製海鮮御膳 ￥1,980（税込） 

「グランスタ丸の内」・「グランスタ」増床エリアが開業！ 

“グランスタふくらむ”をテーマに開業記念キャンペーン 
 

東京の‘晴れやかな空’をイメージした限定の香りと、和
コスメらしい桜色や紺色で表現したパッケージ。天然由
来成分のみ使用で、スッと手肌になじみべたつかない
のが特長。ギフトにも普段使いにも最適です。 

★グランスタ限定 

※JR 東日本商品化許諾済 

 

まかないこすめ （グランスタ増床エリア） 

絶妙レシピのハンドクリーム（晴れやかな空の香り） 

￥1,728円（税込） 
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㈱ＪＲ東日本リテールネットが運営する京葉ストリート及び東京駅南通路エリアのお弁当・お土産店では、2016 年 7

月 19 日（火）～8 月 28 日（日）の期間、東京ステーションホテル等でご利用いただける、「日本ホテルグループご利用

券」や、東京駅丸の内駅舎柄のグッズが当たる『東京のとっておきを Get』キャンペーンを開催します！ 

また、ここでしか買えない限定商品やこの時期しか味わえない期間限定商品を多数ご用意しております。東京駅に

お越しの際は、是非お立ち寄りください！ 

 

 

◆キャンペーン実施概要 

【実施期間】 2016 年 7 月 19 日（火）～8 月 28 日（日） 

【応募方法】 

① 対象ショップにて 1,000 円（税込）以上お買上げ頂いたレシートを撮影。 

② 専用サイト（URL:www.smartcross.jp/j-retailsummercp)にアクセス。 

※スマートフォンまたはパソコンよりアクセスが可能。 

③ 必要条項を入力・レシートを添付後、応募フォームに送信。 

※レシート合算は不可。 

④ 応募完了。  

※当選は発送をもってかえさせて頂きます。 

 

【当選賞品】※お好きな賞をお選び頂けます。 

Ａ賞…日本ホテルグループご利用券 10,000 円分（5,000 円券×2 枚） 20 名様 

（こちらのご利用券で、宿泊・直営レストランのご利用が可能です） 

 

Ｂ賞…INDEN・YA ×JIZAING 小銭入れ（東京駅丸の内駅舎柄） 30 名様 

 

 

 

 

 

 

東京駅の想い出に、お箸をレトロな桐
箱に入れて贈っていただけます。 箸
を取り出した後は「大切なもの入れ」と
してお使いいただけます。 

★グランスタ限定 

※JR 東日本商品化許諾済 

 

にほんぼう（グランスタ増床エリア） 

東京駅桐箱 二入￥1,944円（税込） 

※お箸は別売りです  

京葉ストリート・南通路エリア（お弁当・お土産店） 

レシートを使って『東京のとっておきを Get』キャンペーン 
 

東京ステーションホテル 

ディナーコース ※イメージ 

 

 

INDEN・YA ×JIZAING 小銭入れ 

（東京駅丸の内駅舎柄）※イメージ 
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東京ステーションホテルへご宿泊のお客様に朝食を提供しているゲストラ

ウンジ「アトリウム」。東京駅丸の内駅舎の中央最上階に位置するこの限定

空間で、サマーシーズン限定の新プランが登場します。お子様用のホテルユ

ニフォームをこのプランのためにご用意。大人用もあるので、ご家族で「ホテ

ルマン」になった写真をお撮りいただけます。その他、ホテルスタッフによる

見学ツアー、秘蔵 VTR の鑑賞、夏野菜やシーフードを使いさっぱりと召し上

がれるランチコースなど、盛りだくさんの内容です。唯一無二の空間で、お子

様と夏休みの想い出作りにもおすすめです。 

 

■期  間 2016 年 8 月 6、7、8、23、24 日 

■時  間 12：15 受付開始、15：00 終了予定 

■価  格      大人￥6,800／お子様（4～10 歳）3,800 円 

  ※いずれも税込・サ別、ワンドリンク付き 

■お問い合わせ   03-5220-0514（アトリウム直通） 

 

 

 

 

 

ホテルメトロポリタン丸の内 27 階 「Dining & Bar TENQOO（テンクウ）」で

は、昨年に限定販売をした日本の元祖クラフトビール「サンクトガーレン」をご

好評につき今年も販売します。さらに、サマーシーズンの限定メニューとしてフ

ルーティーな味わいが楽しめるトロピカルカクテルの販売も開始いたしました。 

 

■期 間： 販売中～ 2016 年 9 月 30 日（金） 

■時 間： 17:00~23:00（22:30L.O.） 

■クラフトビール：「サンクトガーレン」 

       ① ゴールデンエール ②湘南ゴールド（発泡酒） 

／各種 1 本 330ml 1,200 円（税・サービス料込） 

■トロピカルカクテル： 

① エトワール（写真左）／1 杯 1,700 円（税・サービス料込）  

② イルマーレ（写真右）／1 杯 2,800 円（税・サービス料込） 

■お問合せ： 03-3211-0141（直通） 

※クラフトビールは、11：30 から、ご利用いただけます。 

※イルマーレは 2 名様分の容量です。 

東京ステーションホテル 

お子様と楽しめる「ユニフォーム撮影＆館内見学付きランチプラン」 

夏の夜を盛り上げる！期間限定アルコール 

 
ホテルメトロポリタン丸の内 

クラフトビールとトロピカルカクテルが登場！ 

夏休みの想い出作りに… 
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THE JEXER TOKYO Annex では山登りに特化したトレーニングをご用意

しております。ここ数年人気がある山登りを今年、あなたも実践しませんか？

「初めてで不安」、「今年は挑戦したい」、「もっと高い山にチャレンジしたい」 

など、そんな皆様へ、8 月～9 月末までの期間限定特別サポートプログラム

「マウンテンクライマー」が登場します。是非この機会に THE JEXER 

TOKYO Annex にお越しください。 

ご入会やプログラムのお問合せ THE JEXER TOKYO Annex：TEL 03-6206-3123 （※休館日／毎週日曜日） 

 

 

 

 

12 Rooms 12 Artists 

UBS アート・コレクションより 

 

民間企業の現代美術コレクションとして世界最大規模を誇る UBS アート・コ

レクションがこの夏、当館に集結します。1960 年代以降の変転めざましい美術

に焦点を当て、じつに 30,000 点以上もの作品を蔵する UBS アート・コレクショ

ン。本展は、歴史ある駅舎を展示室とする当館独自の空間を 12 の部屋の集

合に見立て、その一部屋ごとに厳選した 12 作家を当てはめます。ルシアン・フ

ロイド、エド・ルーシェイなど、日本でまとめて見る機会の少ない作家も紹介し

ます。 

 

 

【開催期間】 開催中～9 月 4 日 

【休 館 日】 月曜日 

【開館時間】 10:00 － 18:00 

         ※金曜日は 20:00 まで開館※入館は閉館 30 分前まで 

【入 館 料】 一般 1000（800）円 高校・大学生 800（600）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）、産経新聞社 

【特別協賛/作品提供】UBS グループ 

【U R L】  http://www.ejrcf.or.jp/gallery/ 

 

 

 

東京ステーションギャラリー 企画展 

夏の企画展 

 

THE JEXER TOKYO Annex 

楽に登れて楽しい登山ができる カラダづくり 『マウンテンクライマー』 

新しいサポートプログラムが登場！ 

 

ルシアン・フロイド《裸の少女の頭部》1999 年 

©Lucian Freud Archive/Bridgeman Images UBS 

Art Collection 
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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：03‐5220‐0514（アトリウム直通） 

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

【THE JEXER TOKYO Annex】・・・TEL：03-6206-3123 

【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 7 月 28 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/ 

 

「東京駅 facebook」 

https://www.facebook.com/TheTokyoStation 

http://www.tokyostationcity.com/

