【NEWS LETTER 2017 Vol.4】

＜報道関係者各位＞

2017 年 1 月 25 日（水）
東京ステーションシティ運営協議会

「金箔をあしらった豪華な恵方巻き」、「“浅草今半”など名店の創作恵方巻き」、
「直径約１８センチのジャンボ恵方巻き」、「いちご大福入りの変わり種」など、豊富なラインナップをご用意

約５０種が東京駅に集結！！“恵方巻き”大特集
東京駅でしか手に入らない限定商品も登場！３月１４日ホワイトデー情報

（左から、魚力海鮮寿司「十二単衣」／加賀料理 金茶寮「加賀百万石巻き」／
駅弁屋 祭「大船軒の節分恵方巻」／つきじ喜代村「ジャンボ巴太巻き」※「ネットでエキナカ」予約限定）

（左から、焼肉チャンピオン「焼肉チャンピオンロール」／ワッフル・ケーキの店 エール・エル「上恵方巻 大福くるくる」／
パオパオ「プレミアム恵方まん」※「ネットでエキナカ」予約限定／豆狸「豆狸 信田巻」）

東京ステーションシティ（運営：東京ステーションシティ運営協議会）エリア内の各施設では、2017 年の節分シーズン
に合わせ、各施設でバラエティに富んだ恵方巻きを順次発売開始いたします。
近年、“節分グルメ”とし注目を集める恵方巻き。2 月 3 日“節分”に合わせ、東京駅エリア内の各店舗でも力を入れた
ラインナップをご用意しました。金箔をあしらった「加賀百万石巻き」や、明治 28 年創業の老舗 “浅草今半”の「笑宝
巻」、そして直径約 18 センチもある「ジャンボ巴太巻き」、いちご大福が入った「上恵方巻き 大福くるくる」など、見た目
にも味にもこだわった豊富なラインアップが勢揃い。また一日 200 種類以上の駅弁を取り扱いしている駅弁専門店「駅
弁屋 祭」では、10 社の駅弁屋さんが趣向を凝らした恵方巻きを 2 月 3 日（金）限定で販売します。
また 3 月 14 日のホワイトデーに向け、各施設ではホワイトデー限定スイーツや宿泊プランなどの展開も予定しており
ます。季節イベントに合わせた情報が盛りだくさんの 2017 年早春シーズン、ぜひ東京駅でお楽しみください。
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2016 年 11 月、東京駅やイベントの情報をより拡充し、リニューアルしました。

東京駅 facebook：

https://www.facebook.com/TheTokyoStation

1

【TOPICS 1. 約５０種が東京駅に集結！！“恵方巻き”大特集】
東京ステーションシティエリア内にある各施設が力を入れて考案した、“節分グルメ”の定番である恵方巻き。約 50
種類にも及ぶ豊富なラインナップの中から厳選してご紹介します。

【豪華】

加賀百万石巻き ￥1,080(税込)

特選恵方巻 ￥3,500(税込)

十二単衣 ￥1,990(税込)

（加賀料理 金茶寮／グランスタ）
海老や穴子など 7 種の具材をふんだん
に巻き上げ、見ているだけで美しい
金沢の特産「金箔」をあしらった豪華絢
爛な恵方巻。 【発売期間：2/2～2/3】

（築地 竹若／グランスタ）
築地直送の新鮮な海の幸をたっぷ
り巻いた恵方巻。豪華で見た目も鮮
やかな具材を存分にご堪能 く ださ
い。
【発売期間：2/3】
※写真左が「特選恵方巻」です。
※グランスタ限定

（魚力海鮮寿司／京葉ストリート）
12 種類の具材をふんだんにちりばめ
た、ごはんよりも具材の多さが光る鮮
やかな海鮮巻は京葉ストリート店限定
の渾身の逸品です。まぐろの最高峰
「本マグロ」ははずせないという方にオ
ススメです。 【発売期間：2/1～2/3】

【名店・専門店】

豆狸 信田巻

笑宝巻 ￥3,240(税込)※1 本

恵方巻きハーフ 2 本セット

￥760(税込) ／ハーフ¥400(税込)

（浅草今半／グランスタ）
5 等級仙台牛を使用し 7 つの具材が
入ったすき焼き風の恵方巻。思わず
笑みがこぼれる老舗ならではの味わ
い深い一品。
【発売期間：2/3】
※グランスタ限定

\756(税込)

（豆狸／グランスタ）
お揚げのシートで巻いた自慢の信田巻。
いなり寿司専門店だからこそ出せる味わ
いのある恵方巻。
【発売期間：2/3】

【肉】

（地雷也／グランスタ）
天むす有名店が作る海老の天ぷらがぎっ
しり詰まった恵方巻。見た目も楽しく白米
と黒米のハーフサイズの 2 本セット。
【発売期間：2/3】

ごろっと角煮の恵方巻

焼肉チャンピオンロール

牛たん恵方巻 ￥1,080(税込)

￥1,480(税込)

￥1,350(税込)

（仙臺たんや 利久／グランスタ）
仙臺たんや 利久オリジナルの炊き込
みご飯に牛たんのやわらか煮などが
入ってお肉派必見の恵方巻。
【発売期間：2/1～2/3】
※グランスタ限定

（銘店弁当膳まい／京葉ストリート）
（大地を守る Deli／エキュート東京）
「仙台黒豚会」の豚バラ肉を使い、こだ 厳選 A5 和牛を焼肉チャンピオン秘伝の
わりのタレで 3 時間煮上げた角煮を、 タレで焼き上げ、キムチ・サンチュ・特製
ソースを炊き立てのご飯と海苔で包ん
契約栽培野菜と一緒に巻きました。
【発売期間：2/3】
【発売期間：2/2～2/3】 だ恵方巻。
※エキュート東京限定
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【海鮮】

大船軒の節分恵方巻 ￥750(税込)

恵方巻(特上巻うなぎ)

海鮮恵方巻 ￥1,650(税込)

（駅弁屋 祭 グランスタ店・駅弁屋 踊）
「鯵の押し寿司」の鯵を芯にし、七福神に
ちなんで７種の食材を使用した恵方巻。
※売切れ次第終了 【発売期間：2/3】

¥1,080(税込)／ハーフ¥540(税込)

（おむすび百千／京葉ストリート）
百千名物！たっぷりのネタがはみ出る
恵方巻はインパクト大！本まぐろはも
ろちん、女性に大人気のえびやサーモ
ンにこだわりました。
【発売期間：2/１～2/3】

【スイーツ】

（笹八／グランスタ）
炊き加減と味付けが自慢の国産米を
使用した寿司飯にうなぎなど具沢山
の恵方巻。 【発売期間：2/１～2/3】

上恵方巻 大福くるくる

お米のルーロ 風の穂

恵方巻ロール ￥1,080(税込)

￥1,080(税込)
（ワッフル・ケーキの店 エール・エル／
グランスタ）
黒いワッフルの恵方巻。大福とまるごとの
あまおうを入れたちょっと贅沢な一品。
【発売期間：2/１～2/3】

￥1,080(税込)

（Hana SYUMPOO／エキュート東京）
恵方巻に見立てた、節分限定のロー
ルケーキ。“縁起の良いものを招くよ
うに”という思いをこめて、七福神に
ちなみ、７つのフルーツを巻き込みま
した。
【発売期間：2/１～2/3】

（テラ・セゾン／グランスタ）
100％新潟産の米粉を使用したロール
ケーキ。テラ・セゾン定番の風の穂ロ
ールを恵方巻に見立てた期間限定バ
ージョン。
【発売期間：2/１～2/3】

【変わり種】

幸せを呼ぶ恵方巻

プレミアム恵方まん

ジャンボ巴太巻き

¥750(税込)／ハーフ¥390(税込)

￥1,260(税込)

¥3,000(税込)／ハーフ¥1,500(税込)

（マンゴツリーキッチン／グランスタ）
タイの人気料理「ガパオ」を恵方巻！
ピリッとした辛さがやめられない味わい。
【発売期間：2/3】
※写真左が「幸せを呼ぶ恵方巻」。

（パオパオ／エキュート東京）
昨年 TV で話題沸騰の恵方まん。今年は
東京店限定で、ジャンボサイズをご用意
しました。見た目もボリュームも通常の
約 3 倍！豚肉、鶏肉、エビ、錦糸卵、カニ
かまが入り、恵方巻に見立てたおまんじ
ゅうです。具材を肉まんの生地で包み、
イカスミ生地で巻き上げました。
【発売期間：2/3】
※右下は、通常サイズの恵方まん。
※「ネットでエキナカ」事前予約限定
※エキュート東京限定

（つきじ喜代村／エキュート東京）
職場やパーティーなど、みんなで楽しみ
たい、話題性抜群のジャンボ恵方
巻！！椎茸、卵焼き、胡瓜、鰻、海老、
干瓢、まぐろカツなどが、たっぷり豪快に
入っています。気になるサイズは、太さ：
最大約 18cm、重さ：約 4.5 ㎏！！つきじ
喜代村の通常恵方巻に対し、太さは約 3
倍、重さは約 10 倍です。
【発売期間：2/3 14 時以降】
※右下は、通常サイズの恵方巻。
※「ネットでエキナカ」事前予約限定
※エキュート東京限定
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【TOPICS 2. 東京駅限定商品多数！ホワイトデーギフト特集】
東京ステーションシティエリア内にある各施設から、ホワイトデーシーズンに東京駅へお越しにならないと手に入ら
ない、特別なスイーツや雑貨をご紹介します。
▼「エキュート東京」ラインアップ

パレドオール スペシャル （ショコラティエ パレ ド オール）
販売期間：2017 年 2 月 25 日～3 月 14 日
価格：1,998 円（税込）
特徴：フランスで伝統的に親しまれている金箔をあしらった丸いフォルムのショコラ。
ホワイトデー限定の華やかなハートのデザインのショコラと詰め合わせました。

エクレールラスクジャパンセレクション 5 個入（和楽紅屋）
販売期間：～2017 年 3 月 14 日
価格：2,500 円（税込）
特徴：色とりどりのプチガトーのように、エクレアをラスクにアレンジ。軽やかな食感で、
和素材を使用。珠洲の塩ショコラ・桜苺・加賀棒茶・宇治抹茶・柚子の 5 種類のフレーバー
で、フランスのチョコレートの祭典「サロンデュショコラ」にも出品。
苺まかろん （奈良 天平庵）
販売期間：2017 年 2 月 15 日～3 月 31 日
価格：540 円（税込）
特徴：泡立てた卵白のメレンゲをじっくりと焼き上げた春の人気商品です。カリカリの食
感がアクセントです。
デコバウム（Hana SYUMPOO）
販売期間：2017 年 3 月 1 日～3 月 14 日
価格：直径 8cm 702 円（税込）
特徴：手のひらサイズのバウムクーヘンに、可愛らしいデコレーションを施した、プレゼント
に最適な商品です。
クライネバウムリンデ（マイスターシュトュック）
販売期間：2017 年 2 月 20 日～
価格：3 個入り 540 円（税込）
特徴：バニラビーンズ入りのいちごマジパンクリームをサンドした＜いちご＆バニラ＞と、
ラズベリーのマジパンクリームをサンドした＜ラズベリー＞の 2 種類の味わいです。
苺生チョコ大福（菓匠禄兵衛）
販売期間：2017 年 3 月 4 日～3 月 14 日
価格:270 円（税込）
特徴：なめらかな甘さのスイス産いちご生チョコとみるく餡が口どけよく、ふんわり食感を
楽しめます。ホワイトデー限定のご紹介です。

▼「グランスタ/グランスタ丸の内」ホワイトデーフェア
販売期間：2017 年 2 月 27 日～3 月 14 日
「グランスタ」（改札内）、「グランスタ丸の内」（改札外）では、2 月 27 日（月）～3 月 14
日（火）の期間、「グランスタ ホワイトデーフェア」を開催いたします。期間中は、創業
135 年の老舗「京橋千疋屋」によるグランスタ限定のミニケーキをはじめ、ホワイトデ
ー限定スイーツが多数登場します。

（展開商品 ※一部）
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▼「京葉ストリート」ラインアップ

ホワイトチョコレートチーズケーキ（マダム・ブロ）

京葉ストリート限定
販売期間：2017 年 3 月 4 日～3 月 14 日
価格：850（税込） ※コーヒーまたは紅茶付き(1 日 8 個限定)
特徴：マダム・ブロ調理長特製レシピのチーズケーキ。チョコレートの深いコクと甘みを
お楽しみください。

いちごちゃん （ブーランジェリー ラ・テール）
販売期間：2017 年 3 月 4 日～3 月 14 日
価格：238 円（税込）
特徴：とちおとめクリームを使用した季節限定のクリームパン。自家製カスタードを使用
した人気のクリームパンシリーズです。

まい泉 白いハート de かつバーガー（銘店弁当 膳まい）
販売期間：2017 年 3 月 10 日～3 月 14 日
価格：237 円
特徴：まい泉人気のヒレかつバーガーが限定のハート型ホワイトバンズで登場！
御土産にも最適です！

フランボワジェ（プチ/アントルメ）（柿の木坂 キャトル）
販売期間：2017 年 3 月 13 日～3 月 14 日
価格：（プチ）600 円（税込）／（アントルメ）2,500 円（税込）
特徴：口どけの良い甘酸っぱいクリームと、木苺シロップたっぷりのアーモンド生地を
組合せたホワイトデー限定ハート型ケーキです。

揚餅ショコラ （スイート／ホワイト） （御門屋）
販売期間：2017 年 3 月 4 日～3 月 14 日
価格：各 594 円（税込）
特徴：宮城産のみやこがねを使い香ばしくさくっと揚げた御門屋自慢の揚餅にスイート
チョコレート、ホワイトチョコレートをかけた「和」と「洋」のおかきです。

▼「グラントウキョウサウスタワー」ラインアップ

ホワイトデーセット（歯ブラシ屋 オーラリシス）
販売期間：2017 年 2 月 15 日～3 月 14 日
価格：800 円（税込）
特徴：ホワイトデーにちなんで白い歯ブラシホルダーと白い歯ブラシのセットをご用意
しました。着色のない白い歯を目指す女性へのプレゼントにどうぞ。
▼「ホテルメトロポリタン丸の内」ラインアップ

特製スイーツをプレゼント！ バレンタイン＆ホワイトデー期間限定宿泊プラン
期間：2017 年 2 月 1 日～3 月 20 日
料金：素泊り 25,000 円（税・サ込）～
特典：ホテル特製「焼き菓子」／バスローブ
客室：スタンダードセミダブル／デラックスセミダブル／ステーションサイドセミダブル
特徴：おふたりのホテルステイに、ホテル特製の「焼き菓子」をプレゼント！
期間限定のカップルプランで、27階以上の高層階から望める眺望と共に、ホテル
ステイをお楽しみください。
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【TOPICS 3. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS】
東京ステ ーシ ョン シテ ィでは恵方巻、ホ ワイトデー 商品以外にも、2 月・3 月に様々なイベントや新商品が
目白押しです。新商品やイベント情報をご紹介します。
▼東京ステーションギャラリー

「パロディ、二重の声―日本の一九七〇年代前後左右」
期間：2017 年 2 月 18 日～4 月 16 日
休館日：3 月 20 日をのぞく月曜、3 月 21 日
入館料：一般 900(800)/高校・大学生 700(600)/中学生以下無料
※( )内は 20 名以上の団体料金
特徴：
右も左もパロディづくし！機知と批評の技を呼び戻す。1960 年代中頃からアーティ
ストが頻繁に実践し、70 年代に入るとテレビや雑誌などを通じて社会的に流行した
「パロディ」。ありとあらゆる文化がパロディに染まったこの現象は、モダンとポスト
モダンの狭間に開花した徒花であったのか？日本語として定着し、それでいてなお
不明瞭なこのパロディという技術または形式を、当時の視覚文化を通じて振り返る。

▼東京ステーションホテル

〝母娘″で過ごす、春の宿泊プラン「Spring Celebration」
期間：2017 年 3 月 1 日～4 月 28 日
価格：1 泊 1 室 2 名様 97,897 円～(税・サ込・宿泊税込)
特徴：
祝福の舞台は駅舎内のレストラン「ブラン ルージュ」で、グラスシャンパーニュの
乾杯からスタート。季節のフルコースディナーをお召し上がりいただいた後は、
スタッフから花束をプレゼント。レストランスタッフ全員でお祝いいたします。
さらに、館内でホテルスタッフによる記念撮影を行い、大切な時をホテルで過ごし
た思い出として、お二人分お渡し。お祝いにふさわしい、「祝」の焼印が入った
虎屋「紅白まんじゅう」もプレゼント。
※詳細は、http://www.tokyostationhotel.jp/plans/springcelebration2017/に記載。

6 路線カクテル” が限定復活！＠バー＆カフェ 〈カメリア〉
期間：2017 年 2 月 1 日～3 月 31 日
料金：各 1,900 円（税込サ別）
特徴：
2015 年に東京ステーションホテル開業 100 周年企画で行われた「6 路線カクテル」が、
好評につき 2 月に限定復活いたします。JR 東京駅を行き交う東海道線、京葉線、
京浜東北線、山手線、中央線、総武線快速の各車両カラーをイメージしたカクテル
で、一部冬のフルーツを使い前回とは若干異なる味わいに。カクテルからカクテルへ
〈乗り換え〉したり、〈全路線制覇〉したり。バーテンダーとの語らいも楽しめるプロモー
ションが再びはじまります。
・グリーン サンライズ Green Sunrise ＜東海道線＞
緑＆オレンジのツートンカラーをロングカクテルで。フレッシュメロンとオレンジを合せました。

・ガーネット ライン Garnet Line ＜京葉線＞
旬の苺を使い、京葉線のカラーであるワインレッドをイメージ。
苺の芳醇な香りと酸味が爽やかな味わい。

・スカイ ブルー Sky Blue ＜京浜東北線＞
グレープフルーツと空色のリキュールで色合いを表現。ヒプノティックで香り豊かな仕上がりに。

・サークル グリーン Circle Green ＜山手線＞
芳醇な香りのフレッシュメロンカクテル。

・ヴァ―ミリオン オレンジ Vermilion Orange ＜中央線＞
オレンジカラーのカクテル。フレッシュマンゴーとパイナップルで作るトロピカルな味わい。

・マリーゴールド イエロー Marigold Yellow ＜総武快速線＞
グレープフルーツとパイナップルでさっぱりとした味わいに、
ゆずリキュールをアクセントに効かせた爽やかなカクテル。
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【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
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。
八重洲側

《地上 1 階》

八重洲側

《地下 1 階》

②

⑤

③
①
⑥
丸の内側

④

丸の内側

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

【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
「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、JR 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
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