
 

 

＜報道関係者各位＞        2016年10月28日（金） 
東京ステーションシティ運営協議会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京ステーションシティ（運営：東京ステーション運営協議会）ではエリア内の各施設で、2016年 11月より順次クリ

スマスキャンペーンをスタートします。今年も、各店選りすぐりのケーキやスイーツ、ディナーなど、クリスマスの定番商

品や今年限定商品など、東京駅ならではの豊富なラインアップをご用意しています。 
また、これからの季節の東京駅は、クリスマスキャンペーン以外にも見逃せない商品やイベントが目白押し。12月

20日（火）に東京駅が開業 102周年を迎えるにあたり、アニバーサリー記念ロゴが決定。期間限定のアニバーサリー
商品を販売予定です。東京ステーションギャラリーでは、三回忌を迎える高倉健の追悼特別展を開催します。 
冬に向けて、多くの皆さまにお楽しみいただけるコンテンツが盛りだくさんの東京駅エリアにご注目ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

色とりどりのケーキ&スイーツ、豪華ホテルディナーからスペシャルな宿泊プランまで 

クリスマスのマストアイテムが東京駅に大集合！ 

東京駅 厳選クリスマス情報 

12月 20日は東京駅の 102回目の誕生日！アニバーサリー記念ロゴが決定 

高倉健の追悼特別展や東京オトナ大学など注目のイベントも目白押し 
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東京ステーションシティエリア内の“2016年イチオシのクリスマスケーキ”をご紹介します。クリスマスはケーキ店に

とっても年に 1度の一大イベントです。今年も各店力が入ったこだわりのケーキが多数揃っております。味はもちろん
のこと見た目もキュートで艶やかなクリスマスケーキの数々を厳選してご紹介いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【TOPICS 1. 東京駅各施設のクリスマスケーキ&スイーツ①】 

フルール ド ノエル（ショコラティエ  パレ ド オール：エキュート東京内） 

販売期間：2016年 12月 23日～12月 25日（予約期間：11月 1日～お引渡しの 3日前） 
※11月 1日よりインターネット予約を承ります／11月 24日より出店いたします 
価格：6,480円（税込） ※限定 30台 
特徴：カカオの芳醇な香りのチョコレートにシャンパンのショコラなどを飾りました。チョコレ
ート大輪の花が印象的です。 

ジャルダン・ドゥ・ノエル（パティスリー ル・ポミエ：エキュート東京内） 
販売期間：予約のみ 
（予約期間：2016年 11月 1日～12月 10日/引渡期間：12月 23日～24日） 
場所：イベントスペース 遍 アマネ ココロ 
価格：5,400円（税込） ※限定 20台 
特徴：木苺ソースにバニラムースを合わせ、さっぱりとした赤フルーツのジュレがアクセ
ントになったケーキです。 

フルリール（ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～：エキュート東京内） 

販売期間：2016年 12月 22日～12月 25日(予約期間：11月 1日～12月 20日) 
価格：直径 12㎝ 2,916 円（税込）／直径 15㎝ 3,672 円（税込） 
特徴：香ばしいナッツを散りばめ焼きあげたカカオダコワーズ生地に、フランボワーズ

の酸味をプラスしたホワイトチョコレートムースを重ねました。見た目もキュートなケー

キです。 

ミルクチーズケーキ（東京ミルクチーズ工場：京葉ストリート内） 

販売期間：2016年 12月 5日～12月 25日※店頭販売のみ 
価格：直径 12㎝ 1,836円（税込） 
特徴：厳選したミルクとチーズのとろける口どけのムースがクレープで包まれた、
東京ミルクチーズ工場の人気商品です。 
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（東京あんぱん 豆一豆：エキュート東京内） 

販売期間：2016年 12月 21日～12月 25日 
価格：450円（税込） 
特徴：シュトーレンをあんぱん専門店らしくアレンジした商品。人気商品「豆褒美」で

使用している大納言かの子豆が練りこまれています。 
 

ビジュー ド ノエル（ショコラティエ  パレ ド オール：エキュート東京内）  

販売期間：2016年 12月 23日～12月 25日（予約期間：11月 1日～お引渡しの 3日前） 
※11月 1日よりインターネット予約を承ります／11月 24日より出店いたします 
価格：12,960円（税込） ※限定 30台 
特徴：日本屈指のショコラティエが手掛ける自家製ショコラをベースに、ピスタチオやシ
ャンパンをアクセントに加えました。更に金箔をデコレーションした丸いチョコレートを重
ねてツリーを表現した、贅沢なケーキです。 

Xmas雪だるま（柿の木坂キャトル：京葉ストリート内） 

販売期間：2016年 12月 23日～12月 25日※店頭販売のみ 
価格：650円（税込） 
特徴：かわいらしい雪だるまのレアチーズケーキ。ホワイトチョコと木苺、すぐり、
野苺がアクセントになっています。 

東京駅限定 

東京駅限定 

東京駅限定 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【TOPICS 1. 東京駅各施設のクリスマスケーキ&スイーツ②】 

フォブール de Suica（ダロワイヨ：グランスタ内） 

販売期間：予約のみ（予約期間：2016年 11月 7日～12月 19日） 
価格：7,020円（税込）※限定 100台 
特徴：Suicaのペンギンのかわいらしさと、ダロワイヨの「フォブール」のレシピが
融合。バニラ風味のシロップを染み込ませたスポンジにバニラクリームとチョコ
レートババロアを組み合わせ、チョコレートでコーティングしました。 

カファレル with Suica カード（カファレル：グランスタ内） 

販売期間：2016年 12月 22日～25日（予約期間：2016年11月7日～12月19日） 
価格 2,700円（税込）※限定 100台 
特徴：Suica カードのデザインをそのまま再現した、インパクトのあるオリジナル
ケーキ。今しか見ることのできない、クリスマスパーティーのサプライズに最適
な一品です。 

フェアリークリスマスBOX（フェアリーケーキフェア：グランスタ内） 

販売期間：2016年 12月9日～25日（予約期間：2016年 11月 14日～12月 21日） 
価格：4個入り 1,900円（税込）／6個入り 2,840円（税込）／9個入り 4,250円（税込） 
特徴：店内の工房で手作りされる大人気のカップケーキがクリスマス限定のデ
コレーションで登場。サンタやトナカイ、パンダなど、食べるのがもったいないほ
どキュートなカップケーキは、ファミリーにも女子会にも、ギフトとして最適です。 

フルーツショコラクリスマス（京橋千疋屋：グランスタ内） 

販売期間：予約のみ（予約期間：2016年 10月 29日～12月 10日） 
価格：16,200円（税込）※限定 10台 
特徴：“フルーツ盛りだくさん”をテーマにしたゴージャスな 2 段ケーキ。宝石の
ように輝くフルーツが京橋千疋屋の職人により美しく盛られています。濃厚なコ
クがあるチョコレートムースと、爽やかなアプリコット&ピーチムースに、盛りだく
さんの厳選されたフルーツがマッチします。 

ノエル ドゥ ピエール（ピエール マルコリーニ：グランスタ内）  

販売期間：予約のみ（予約期間：2016年 10月 1日～12月 21日） 
価格：6,300円（税込）※限定 100台 
特徴：ベルギー王家御用達のショコラティエ「ピエール マルコリーニ」による、
“あわてん坊のサンタクロース”をテーマにしたユニークなビジュアルのクリスマ
スケーキ。カカオバターの芳醇で優しい甘さと、いちごの心地よい酸味が口い
っぱいに広がります。 
 

飛騨牛グリルビーフのデコ弁ケーキ（にんにくバター醤油だれ）（煮炊き屋本舗 まつおか：グランスタ内） 

販売期間：2016年12月22日～25日 
（予約期間：2016年10月29日～12月19日） 
価格：2,160円（税込）※限定 1日 20台 
特徴：グランスタ限定の豪華でかわいいデコ弁ケーキが登場。A4 ランクの飛騨
牛を使用したグリルビーフを、にんにくバター醤油だれを絡めて鶏そぼろご飯に
載せました。雪だるまがクリスマスを楽しく盛り上げます。 

11月 18日で生誕 15周年を迎える『Suicaのペンギン』をモチーフにした限定ケーキ&スイーツも登場 

クリスマス モカ（ベックスコーヒーショップ 東京新幹線店/丸の内北口店）  

販売期間：2016年 11月 1日～12月 25日 
価格：420（税込）／ダブルクリーム \470（税込） 
※一部価格の異なる店舗がございます。 
特徴：ベックスの定番のカフェモカを、クリスマスの時期に合わせてアレンジし
ました。苺のダイスと柊のチョコレートで赤と緑のクリスマスカラーを表現。苺の
酸味がチョコレートにぴったりです。（右記写真はダブルクリームの商品） 

東京駅限定 

東京駅限定 

東京駅限定 

東京駅限定 

東京駅限定 

東京駅限定 

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU ※Suicaは JR東日本の登録商標です。 



 

 

 

＜ホテルメトロポリタン丸の内＞ 

ホテルメトロポリタン丸の内(日本ホテル株式会社)より「ホテルメトロポリタン丸の内で過ごすクリスマスのひとときが、
温もりのある楽しい思い出となりますように」という願いが込められた 「Warm & Joyful Christmas」をテーマにしたさ
まざまなプランをご紹介します。 
【宿泊プラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Dining＆Bar TENQOO(テンクウ)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夜景のきれいなお部屋☆ジルスチュアートアメニティ付プラン 

期間：2016年 12月 1日（木）～25日（日） 
価格：2名様 1室 34,600円（税サ込）～ 
特徴： 夜景が美しく煌めくこの時期ならではのクリスマスプラン。  
女性に人気で香りの良さが定評のジルスチュアートのアメニティが
特典となっています。 

DECOルームプラン ※1日 2部屋限定 

期間：2016年 12月 22日（木）～12月 25日（日） 
価格：2名様 1室 36,000円（税サ込） 
特徴：お部屋の中をクリスマス一色で装飾したデコレーションルーム
でクリスマスの雰囲気をたっぷり楽しみながらクリスマスのひととき
をお過ごしいただけるプランです。 

クリスマスランチコース 「TENQOO ノエルランチコース」 

期間：2016年 12月 1日（木）～25日（日） 11:30～14:00 
価格：6.500円（税サ込） 
特徴：特徴：熊本県産地鶏“天草大王”がメインディッシュの全9品の
ランチコース。前菜はリースやツリーをデザインした盛り付けにして
おり、目でも楽しめます。 

クリスマスディナーコース「TENQOO ムニュ ドゥ ノエル」 

期間：2016年 12月 16日（金）～25日（日） 17:00～22:00 
価格：18,000円（税サ込）／20,000円（税サ込） 
※メインディッシュにより価格が変わります 
特徴：世界最高のオマール海老として「大西洋の青い宝石」と称され
るブルターニュ産オマール海老、より繊細な肉質で芳醇な味わいが
楽しめるフランスのトゥーレーヌ産仔鳩など食材から厳選し、それぞ
れが一番美味しく頂ける調理法とソースで召し上がっていただく  
贅沢かつ珠玉のコースです。 

クリスマスカクテル 

期間：2016年 12月 1日（木）～25日（日） 17:00～23:00(L.O22：30) 
価格： 
① 「bijou（ビジュー）」（画像左）1,500円（税サ込） 
② 「Snow Fraise（スノーフレーズ）」（画像右）1,200円（税サ込） 
特徴： 
① テーブルを彩るカクテルとして、素敵な夜に花を添えたいという

バーテンダーの想いから作られたオリジナルカクテルです。  
② 雪が積もったようなカクテル。見た目はホットカクテルのように温

かみが感じられる仕上がりですがテイストはいちごと桃のフルー
ティな香りが口に広がり、ジンジャーエールがアクセントになって
います。(ノンアルコール) 

【TOPICS 2. クリスマス限定宿泊プラン＆ディナー①】 



 

 
 
＜東京ステーションホテル＞ 

東京ステーションホテル（日本ホテル株式会社）では、「共に喜びをわかちあうクリスマス」をテーマに「Share the 

Joy of Christmas 2016」と題して、心弾むホリデーシーズンにバラエティに富んだクリスマススペシャルメニューや、 

クリスマススイーツ、限定カクテル、宿泊プランなどをご用意いたします。館内では、6 つのレストラン＆バーで、それぞれ

趣向を凝らしたクリスマススペシャルディナーをご提供いたしますので、東京駅丸の内駅舎内のホテルの中で、様々

なシチュエーションに合わせてお選びいただけます。また、クリスマス限定のチャリティ企画も実施いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Share the Joy of Christmas 2016 URL： http://www.tokyostationhotel.jp/christmas-101/ 
 
 

 
2016年 12月 20日（火）に東京駅が開業 102周年を迎えます。これを記念して、東京駅

のアニバーサリー記念ロゴが決定。 
東京ステーションシティでは、東京駅の“お誕生日”をお祝いするとともに、みなさまから

の日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めてアニバーサリーキャンペーンを開催予定。エリ

ア内の各施設で期間限定のアニバーサリー商品を販売します。是非この機会に、アニバー

サリーを迎える東京駅に足をお運びください。 
（アニバーサリー記念限定商品のラインアップや販売期間については、後日発表いたします。） 

【TOPICS 2. クリスマス限定宿泊プラン＆ディナー②】 

【極上ディナー】 クリスマスコース“ノエル2016”/ブラン ルージュ 

期間：2016年 12月 22日（木）～25日（日） 17:30～21:00 L.O 
価格：ディナーコース 27,000円（税込サ別） ※要予約 

ランチコース 9,800円（税込サ別） 
特徴：総料理長石原雅弘がご用意する珠玉のクリスマスメニュー。    
フォワグラ、キャヴィア、黒トリュフといった世界で愛されている食材と、日
本の旬の食材とのマリアージュを堪能いただける、贅を尽くしたお料理の
数々です。 

【テーマはシャンパーニュ】 クリスマス シャンパーニュカクテル/カメリア 

期間：2016年 12月 19日（月）～25日（日） 11:30～23:30 L.O 
価格：各 2,150円（税込サ別）  
特徴：苺と葡萄の芳醇な香りを楽しむ「ノエル・デュオ」など、シャンパー 
ニュをベースにした華やかなクリスマスカクテル 3種が登場いたします。 

【クリスマスチャリティ】今年も森林保全団体「more tree」とコラボレーション！

ホテルオリジナルのクリスマスチャリティオーナメントを販売 
期間：2016年 12月 1日（木）～12月 25日（日） ※なくなり次第終了 
個数：400個限定 
価格：500円からお気持ちで 
特徴：国産ヒノキで作ったホテルオリジナルデザインのオーナメントを販売
し、売上全額を「more trees」に寄付いたします。大切な森を育む活動に  
ぜひ御協力ください。オーナメントはクリスマスの飾りとしても、ちょっとした
ギフトとしてもお勧めです。 

東京駅アニバーサリー記念ロゴ 

【1日 2組限定の宿泊プラン】TWO OF US～煌めく夜にグラスを傾けながら～ 

期間：12月 17日（土）～12月 25日（日） 

価格：1泊 1室 2名様 53,748円～（税サ込・宿泊税込） 

特徴：特別な夜をお部屋でゆっくり過ごしたい方向けの宿泊プラン。高級感  

のある「ブルガリ」チョコレートとフルボトルのスパークリングワインをお部屋に

ご用意し、グラスを傾けながらおふたりだけの時間をお楽しみいただけます。

チャリティオーナメント付で、自動的にチャリティにもご参加いただけます。 

【TOPICS 3. 12月 20日は東京駅の 102回目の誕生日！アニバーサリー記念ロゴが決定】 

http://www.tokyostationhotel.jp/christmas-101/


 

 

 

東京ステーションシティでは、これからの時期、クリスマス関連商品以外にも、様々なイベントや新商品が目白押し。

下記イベントや新商品にも是非ご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京オトナ大学（サピアタワー） 

日程：2016年 11月 20日（日）13:00～18:00（受付開始 12:00） 

参加：無料 

※WEB サイト（https://www.otonadaigaku.jp/）からの事前申込制（受講者受付中。定員

になり次第締め切り） 

会場：サピアタワー4階・5階「ステーションコンファレンス東京」 

（東京都千代田区丸の内 1-7-12） 

内容： 

東京ステーションシティのサピアタワーでは、11 月 20 日（日）に第 6 回目となる『東京オトナ大学』を開催いたします。

『東京オトナ大学』では、過去 5回の開催で約 3,500名の皆さまにご来場いただきました。今年は、アルピニストの野口

健氏による基調講演のほか、サピアタワーに入居している 9 大学の教授が、社会学・経営学・心理学など様々な角度

から「これからの日本」を考える講義を行います。 

主催：株式会社ジェイアール東日本ビルティング 

講義提供： 

東京大学 先端科学技術研究センター、東北大学、埼玉大学、関西大学、関西学院大学、甲南大学、西南学院大学、

立命館アジア太平洋大学（APU）、流通科学大学 

追悼特別展 高倉健（東京ステーションギャラリー） 

会期：2016年 11月 19日（土）～2017年 1月 15日（日） 

開館時間：10:00～18:00（金曜日は 20:00まで開館／入館は閉館の 30分前まで） 

入館券：一般 1,300円／高校・大学生 1,100円／中学生以下無料 

※日時指定の完全予約制 

東京ステーションギャラリーでは、当日券・前売券とも販売いたしません。 

詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話でお問合せください。 

HP http://www.ejrcf.or.jp/gallery/／ハローダイヤル 03-5777-8600（8:00～22:00） 

休館日： 

月曜日（1月 2日、9日は開館）、年末年始（12月 29日～1月 1日）、1月 10日 

内容： 

三回忌を迎えるのを期に、高倉健の映画俳優としての仕事を回顧し、あらためて

その業績を顕彰する追悼特別展。横尾忠則、森山大道による高倉健をモチーフ

にした作品で幕を開ける本展の最大の見どころは、出演作 205 本すべてから抜

粋した、高倉健出演場面の映像の紹介です。あわせて、高倉健が所蔵していた

台本や小道具、スチール写真、ポスターといった貴重な資料を一堂に展示し、時

代とともに歩んだ稀代の映画俳優の足跡をたどります。 

THE JEXER TOKYO Annex 1周年記念 WEEK（THE JEXER TOKYO / Annex） 

実施日：2016年 12月 12日（月）～17日（土） 

内容： 

12 月 12 日（月）～17 日（土）までの期間、開業 1 周年記念イベントを実施いたし

ます。夜の街をスタッフと散策する『ナイトウォーキング』やカリスマトレーナー有

馬康泰と一緒にトレーニング体験会、DJ の BGM に合わせてトレーニング！など

などこの期間中のみのイベントが盛りだくさんです。 

期間中は、メンバー様以外の方もご参加いただけるイベントをご用意しておりま

す。イベント内容につきましては THE JEXER TOKYO Annexにお問い合わせくだ

さいませ。 

THE JEXER TOKYO Annex TEL 03-6206-3123／HP http://thejexertokyo.jp/annex/ 

【TOPICS 4. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS】 

https://www.otonadaigaku.jp/
http://www.ejrcf.or.jp/gallery/
http://thejexertokyo.jp/annex/


 

 ボージョレ・ヌーヴォー2016ご紹介（エキュート東京） 

エキュート東京 丸の内側エントランス イベントスペースにて、ワイン専門店「エ

ノテカ」が期間 限定出店します。 

期間：2016年 11月 14日(月)～23日(水・祝)  9：00～21：30 

 

①ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー・ゴールド（画像左）/ ジル・ド・ラモア 

価格：3,996円（税込） 

特徴：丁寧な造りに定評があるジル・ド・ラモア社。ゴージャスなゴールドボトル、

ピュアでナチュラルな果実味が魅力的なフルーティ赤ワイン。 

 

②マコン・ヴィラージュ・ヌーヴォー・シルバー（画像右）/ ジル・ド・ラモア  

価格：3,996円（税込） 

特徴：丁寧な造りに定評があるジル・ド・ラモア社。スタイリッシュなシルバーボト

ルで爽やかな辛口白ワイン。 

 

 

③ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー・アンフォゲッタブル（画像左）/ アンリ・フェッシ 

価格：2,700円（税込） 

特徴：120年に渡り手摘み収穫と伝統的な醸造方法にこだわり、上質なボージョ

レを造り続けるアンリ・フェッシ社。ボージョレらしいフレッシュな味わいが楽しめ 

ます。 

 

④ボージョレ・ヌーヴォー・ビオ（画像右）/ アンリ・フェッシ 

価格：2,700円（税込） 

特徴：120年に渡り手摘み収穫と伝統的な醸造方法にこだわり、上質なボージョ

レを造り続けるアンリ・フェッシ社。2016年新登場の国際オーガニック認証機関 

認定のボージョレ・ヌーヴォー。 



 

 

 

本ニュースレターでご紹介した施設の場所は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①エキュート東京 
②京葉ストリート 
③グランスタ 
④東京ステーションホテル 
⑤サピアタワー／ホテルメトロポリタン丸の内 
⑥東京ステーションギャラリー 
⑦THE JEXER TOKYO / Annex（上記範囲外 / 住所：東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉄鋼ビルディング南館 5F） 

 

 

 

 

「東京ステーションシティ（TOKYO STATION CITY）」は、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が、東京駅とその
周辺エリアを“一つの大きな街”と捉え、駅構内、丸の内口、八重洲口、日本橋口などの周辺エリアを「東京駅が街にな
る」というコンセプトのもと 2006年に命名しました。 
その後、同エリアの魅力を最大限に引き出し、エリア全体の価値を継続的に高めていくことを目的とし、2013年6月、

東日本旅客鉄道株式会社と東京ステーションシティに関係する JR 東日本グループ 24 社（公益財団法人を含む）※を
会員とする「東京ステーションシティ運営協議会」が発足。東京ステーションシティに関する情報発信・イベントの企画

実施・エリア内環境整備などの活動を通して同エリアの活性化に取り組んでいます。 
 
※ジェイアールバス関東（株）、（株）鉄道会館、（株）ジェイアール東日本ビルディング、日本ホテル（株）、（株）JR 東日本リテールネット、（株）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（株）、（株）JR東日本ステーションリテイリング、（株）JＲ東日本ウォータービジネス、

（株）紀ノ國屋、（株）ジェイアール東日本商事、（株）ジェイアール東日本物流、（株）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

（株）、（株）ジェイアール東日本スポーツ、（株）ジェイアール東日本都市開発、（株）ビューカード、（株）JR 東日本テクノハート TESSEI、（株）東日
本環境アクセス、（株）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（株）、JR 東日本メカトロニクス（株）、セントラル警備保障

（株）、公益財団法人東日本鉄道文化財団 計 24社 

 

【参考 2】 「東京ステーションシティ」と「東京ステーションシティ運営協議会」について 

【参考 1】 「東京ステーションシティ」と「東京ステーションシティ運営協議会」について 

《地上 1階》 《地下 1階》 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

八重洲側 八重洲側 

丸の内側 丸の内側 


