【NEWS LETTER 2017 Vol.5】

＜報道関係者各位＞

2017 年 2 月 28 日（火）
東京ステーションシティ運営協議会

お花見スポットとして人気な北の丸公園や日本橋桜通り。
東京駅周辺でのお花見にぴったりな手土産情報が満載！

東京駅で購入できる「桜」アイテム大特集
・東京駅直結の 2 つのホテルでは、こだわりの春限定メニューも登場！
・東京駅構内の、丸の内南口～八重洲南口・丸の内地下エリアが大きくリニューアル！

（左から、ル・ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～「桜マカロン」／鉢の木「桜づくしセット」／
／豆狸「桜いなり」／浅草今半「銘柄牛行楽弁当」）

（膳まい「春彩」／東京ステーションホテル ロビーラウンジ「桜フレンチトースト」／
／Dining & Bar TENQOO「桜スイーツ入りアフタヌーンティー」／濱文様「朧桜柄アイテム各種」）

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 年の春・お花見
シーズンにぴったりな、バラエティに富んだ桜アイテムを各施設で順次発売開始いたします。
お花見スポットとしても人気のある、北の丸公園や日本橋桜通りなどがある東京駅周辺。そこで駅構内では、お花見
への手土産としてぴったりな、見た目もかわいい桜スイーツや春野菜を使ったお弁当などを取り揃えています。また、
桜には美容効果の高い成分も入っているといわれています。見て楽しむだけではなく、食べて綺麗になれる桜メニュ
ーは女性必見です。
他にも、東京駅に直結している東京ステーションホテルとホテルメトロポリタン丸の内では、このシーズンでしか楽し
めない桜スイーツやカクテル、春の食材を楽しめるランチコースなど、ホテル内でもお花見気分を楽しめるプランをご用
意しております。お花見や新生活などイベントが盛りだくさんのこの季節、ぜひ東京駅でお楽しみください。
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Topic １. お花見のお供に！！“桜＆春メニュー”を大特集・・・Ｐ.2～6
Topic ２. 東京駅構内が、大幅リニューアル！！・・・Ｐ.6～8
Topic ３. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS（エリア内で開催される講座・新商品情報）・・・Ｐ.8～9

Tokyo Station City 公式サイト： http://www.tokyostationcity.com/
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
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【TOPICS 1.お花見のお供に！！“桜”メニューを大特集】
東京ステーションシティエリア内にある各施設が、これからのお花見シーズンに向けて力を入れて考案した、
“桜”メニューを豊富なラインナップの中から厳選してご紹介します。

【“桜”スイーツ】

タルト・オ・サクラ ￥648(税込)
（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）

春を彩る桜のタルト。北海道産マスカルポ
ーネで仕上げた桜の香り漂うティラミスを
香ばしく焼き上げたタルト生地と合わせま
した。 【発売期間：3/15～4/2】

桜咲くレアチーズ(直径 12 ㎝)

桜ロール ￥1,550(税込)

￥1,188(税込)

（柿の木坂キャトル／京葉ストリート）
ふわふわの生地で、香豊かな桜のクリー
ムを包んだ季節限定のロールケーキ。
春を感じる味わいです。
【発売期間：3/1～4/9】

(ハナ シュンプウ／エキュート東京）
国産の桜の塩漬けを使用し、桜のや
さしい香りと、レアチーズのさわやか
な甘さがほどよい春限定のケーキで
す。
【発売期間：3/15～4/2】

桜のティラミス L ￥1,620(税込)

桜あんぱん（プレミアム）

（ティラミス スペシャリテ シーキューブ／

￥420(税込)

エキュート東京）
シーキューブ人気のティラミスが季節限
定の桜の味で登場。春らしい華やかな
デザインです。
【発売期間：3/15～4/2】

（東京あんぱん豆一豆／エキュート東京）
しっとりとした生地で伸びのよい餅と伊
豆産の桜葉を使用した桜あんを包みま
した。金箔で華やかなワンランク上の桜
あんぱんです。※1 日 10 個限定
【発売期間：3/15～4/2】

桜づくしセット

￥2,376(税込)
（鉢の木/イベントスペース遍アマネココロ/
エキュート東京）
風味豊かなこだわりの自家製餡が堪能で
きる「桜もち」「桜あんのおはぎ」「桜まんじ
ゅう」の詰合せ。お花見のお供にぴったり
の美味しさです。※数量限定販売。
【発売期間：3/１7～3/23】

さくらもち

￥216(税込)
（銀座あけぼの／エキュート東京）
ふんわりしっとり桜が香るさくらもちで
す。白玉粉たっぷりの皮で北海道産小
豆のこし餡をふっくらふくさ包みにしまし
た。
【発売期間：販売中～4/14】
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① 桜ボール 11 個 \679(税込)
② 桜のケーク 1 個\356(税込)
③ 桜のスコーン 2 個\380(税込)
（ニッコリーナ／エキュート東京）
「焼き菓子工房ポムム」の桜シリーズ。桜
の香り、風味が春を感じさせるかわいい
焼き菓子です。
【発売期間：3/6～4/2】

紅白道明寺

￥237(税込)
（銀座 甘楽／グランスタ）
紅白のめずらしい道明寺は、銀座
甘楽の春の人気商品。紅にはこし
あん、白には白あんが入った、見た
目も愛らしく、春には欠かせない春
スイーツの定番です。自分用にはも
ちろん、春を感じさせるセンスの良
い手土産としても最適です。
【発売期間：販売中～3 月中旬】

さくらプチギフト(4 個入)

桜マカロン ￥1,296(税込)

四季のカステラ¥1,404(税込)

￥540(税込)

（ル・ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～／

（和楽紅屋/エキュート東京）
お花の形のかわいいメレンゲなどが春ら
しいプチギフト。
【発売期間：3/１5～3/31】

エキュート東京）

（Hana SYUMPOO／エキュート東京）
桜 の 葉 を煉 り 込ん だ 、ふ わ っと香 る
生地に、ほっくり黒豆かのこを入れて
焼き上げました。
【発売期間：3/１7～4/12】

冷やし桜しるこ

￥850(税込)

（奈良天平庵／エキュート東京）
あっ さり とし た自 家製あ んを 使っ た、
特製のおしるこに桜餅を入れて、金箔
とさくらの花を添えた、今だけの限定
品。冷たくさっぱりとした味に仕上げま
した。
【発売期間：3/１5～4/2】

バニラと桜、あまおうと桜を掛け合わせた
やさしい風味のマカロン。春を感じる桜
プリントです。【発売期間：3/１5～4/2】

さくらあんいちご ￥367(税込)

春・揚まんじゅう

（サンドイッチハウス メルヘン／

￥108(税込)※1 個

エキュート東京）
道明寺のさくらあんと旬のいちごを合わ
せた桜の時期のみの季節限定商品。
【発売期間：3/15～4/2】

（御門屋／京葉ストリート）
桜色の餡に、塩漬けの桜の葉を合わ
せた揚げまんじゅう。桜の香りが優しく
広がります。
【発売期間：2/25～4/10】

芋ようかん・あんこ玉詰合せ
(桜・よもぎ玉入り)

¥950(税込)

（浅草舟和／ギフトガーデン東京中央口店、
南口店、南通路店）
春限定の、桜あんこ玉とよもぎあんこ玉入り！
桜あんこ玉は、桜あんに葉を練りこんで寒天で
包みました。桜を愛でながら、 お花見のお供
におすすめの一品。
【発売期間：3/17～4/20】

さくらラテ ¥390(税込)

桜フロート ￥480(税込)

（ベックスコーヒーショップ

（小岩井農場／エキュート東京）
この時期にぴったりの華やかで可愛
らしい桜色のフロート。桜の香りで贅沢
気分が楽しめます。
【発売期間：3/15～4/2】

東京新幹線店・丸の内北口店）
やさしいはちみつの甘さとさくらの
香りが特長。
トッピングのさくらのチョコレートをエ
スプーマホイップと混ぜてお召し上
がりください。
＊東京新幹線店は価格が異なりま
す。（¥440）
【発売期間：3/１～4/16】
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【“桜”グルメ】

桜ごはんとハンブルグステーキ弁当

桜えび香る春の野菜まん

桜いなり

￥1,080(税込)

※1 個 ¥270(税込)

（つばめグリル デリ／エキュート東京）
あざやかな桜ごはんは 北海 道羅臼昆
布、新潟県下田産コシヒカリと共に炊き
上げました。自慢のハンブルグステーキ
と一緒に。
【発売期間：3/１5～4/2】

（パオパオ／エキュート東京）
桜えびを練り込んだ春色の生地でキャ
ベツを中心に春野菜をたっぷり包みま
した。 【発売期間：3/１5～4/2】

（豆狸／グランスタ）
かんぴょう、しいたけ、桜えびの入っ
たごはんを、桜味のお揚げで包みま
した。上には桜の塩漬けを載せた、
期間限定の春いなりです。ワンハンド
で食べられるので、電車旅にもシェア
して食べるのにも最適です。
【発売期間：3/1～4 月中旬】

¥183(税込)

【“桜”モチーフの雑貨】

桜柄アイテム各種

ペットボトルカバー 桜だんご

朧桜柄アイテム各種

¥1,080～\3,024(税込)

¥1,296(税込)

¥324～\864(税込)

（ボンチステーション／エキュート東京）
満開の桜柄をモチーフにしたアイテム。
小物も桜柄にすると春をもっと楽しめ
そう！
【発売期間：3/１5～4/2】

（日本市／エキュート東京）
季節限定！人気のペットボトルカバー
に、桜小紋が登場。春旅のお供に活躍
間違いなし！プチギフトにもお勧め。
【発売期間：3/１5～4/2】

（濱文様／エキュート東京）
華やかで品のある桜柄アイテムをお
手土産にいかがでしょうか？
てぬぐいや巾着など縫製雑貨も豊富
に揃えております。
【発売期間：3 月下旬まで】

【イベント限定“桜”メニュー】
▲「黒塀横丁桜祭り～花宴の節～」開催

東京八重洲口 B1 の商業施設「黒塀横丁」にて、2 月 22 日～3 月 10 日の期間、日本を代表する山形県の早咲
き桜「啓扇桜」(けいおうざくら)の枝約 3,500 本を館内に装飾し、桜の香りと米沢牛の旨味が広がる春の一皿
「“春の訪れ”米沢牛冷しゃぶと桜ジュレ山形の春野菜添え(米沢牛 黄木)」や、桜づくしの特別ちょい呑みセッ
ト「カリー(乾杯)セット(龍潭)」など、期間限定で桜食材を使用した桜メニュー全 16 種が楽しめる「桜塀横丁桜祭
り ～花宴の節～」を開催します。

※桜装飾イメージ

「“春の訪れ“米沢牛冷しゃぶと桜ジュレ
山形の春野菜添え」
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¥1,000(税込)

「カリー(乾杯)セット」

¥980(税込)

【ホテルで楽しむ“桜”メニュー】
▲東京ステーションホテル
“春を食す”「SAKURA Promotion」開催<期間：2017 年 3 月 1 日～3 月 31 日>
Menu SAKURA/レストラン 『ブラン ルージュ』
時間：ランチ 11:30～14:00 L.O
価格：ランチ ¥6,800(税込サ別)
特 徴 ：総 料 理 長石 原 雅弘 が創 り あげる 、 桜 をイ メー ジ した
春限定のメニューです。ふわりと香る真鯛の桜花塩漬けマリネ
からはじまり、春菊の香を纏った蕪のスープ、イトヨリのポワ
レ、ロゼ色にローストしたフランス産の仔牛を桜塩でお召し
上がりいただきます。旬の食材をふんだんに使った〝春を食す
コース″です。

桜フレンチトースト/ 『ロビーラウンジ』
時間：10:30～なくなり次第終了
価格：¥2,650(税込サ別) ※コーヒーor 紅茶つき
特徴：「桜フレンチトースト」は、ロビーラウンジのシグネチャー
スイーツ・フレンチトーストの桜バージョンです。生地に桜フレー
バーをしみ込ませて焼き上げるので、ほかに桜の香がするふわ
とろ食感をお楽しみいただけます。桜風味のジュレを合わせると
口いっぱい春の味わいに。

SAKURA カクテル/ バー＆カフェ『カメリア』
時間：11:30～23:30 L.O
価格：桜マティーニ \1,650(税込サ別)
桜花ギムレット \1,900(税込サ別)
特徴：カメリアバーテンダーが「お花見」をイメージして創った、
美しい SAKURA カクテル。
【桜マティーニ】
オレンジとグレープフルーツで香づけしたフレーバーウォッカを
使い、爽やかさと甘みのバランスのとれた味わいに。桜の花
びらが春の訪れを告げます。
【桜花ギムレット】
桜フレーバーのジンにフレッシュみかんとライムを合わせて、
甘酸っぱさが心地よいカクテル。
他に「夜桜」、「桜シャンパーニュ」もご用意。

SAKURA カクテル/ バー『オーク』
時間：17:00～ 23:30 L.O
価格：桜ベリーニ ¥2,150 (税込サ別)
桜ハイボール \1,900 (税込サ別)
特徴：国内外のウィスキーを豊富に揃えたバー『オーク』では、
男女それぞれ楽しめる桜カクテルをご用意いたします。
【桜ベリーニ (女性向け)】
ピーチネクターと桜シロップを使い、シャンパーニュで仕上げ
ました。桃と桜の甘い香りとキレが特徴です。
【桜ハイボール (男性向け)】
国産ウィスキーの代表銘柄「山崎」と桜リキュールのハイボー
ル。上品でいて深みのある味わい。
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▲ホテルメトロポリタン丸の内
桜バージョンアフタヌーンティー/
『Ｄｉｎｉｎg＆Bar TENQOO』
期間：2017 年 3 月 1 日～4 月 15 日
価格：¥3,800(税・サービス料込)
特徴：アフタヌーンティーの一部のデザートを桜バージョンで提供します。
最初のアペリティフには「ノンアルコールカクテル～SAKURA」、冷たい
グラスデザートには「桜のジュレをのせたココナッツのブランマンジェ」を
提供します。

【TOPICS 2. 東京駅構内が、大幅リニューアル！！】
東京駅構内の丸の内南口～八重洲南口・丸の内地下エリアが 3 月、4 月に順次大きくリニューアル！東京駅利用
者に向け、さらなる幅広いサービスを展開いたします。

【京葉ストリート・南通路エリアがリニューアル】
東京駅・京葉ストリートの一部ショップと丸の内南口から八重洲南口にまたがる手土産・お弁当専門店を合わせた１０
店舗をリニューアルいたします。京葉ストリートでは『PORTER STAND』の２号店がオープンするなど、雑貨ゾーンに
男性向けのアイテムが加わり、既存のデリ・スイーツゾーンと合わせて、より買回りのしやすい施設になります。
南通路エリアでは、東京駅初登場のショップなど東京駅でしか買えない東京土産・手土産が続々登場します！
あわせて環境デザインも整備し、木を基調としたホッと一息つける居心地の良い空間へと生まれ変わります。ご期待
ください。
【主な店舗】

「PORTER STAND」（ポーター スタンド）
【京葉ストリート内／東京駅初出店】 3/15（水）オープン

「collex inn」（コレックス イン）
【京葉ストリート内】 3/15（水）オープン

「NEWYORK PERFECT CHEESE」
（ニューヨーク パーフェクト チーズ）
【東京駅限定】 3/30（木）オープン

「クッジマンモナシ」
【銘品館南口店舗内／東京駅限定】 3/13（月）オープン

6

【「グランスタ丸の内」、「グランスタ」新エリアの第 2 期開業】
「グランスタ丸の内」、「グランスタ」新エリアの第 2 期開業が 4 月 27 日に決定。東京駅丸の内地下エリアに新たな
21 店舗が一斉オープンします。東京駅利用者や、東京駅周辺の開発により増加が予定されている周辺就業者のデ
イリーニーズへの対応をさらに強化いたします。

（2016 年 4 月時点）※丸の内地下南口改札周辺(改札外)

（開業後イメージ）

【主な店舗】

「TRAVELER'S FACTORY STATION」
（トラベラーズファクトリー ステーション）

「Fruit GATHERING」
（フルーツギャザリング）

「Happy Socks」（ハッピーソックス）

「５CROSSTIES COFFEE」
（ファイブクロスティーズコーヒー）

「Biople by cosmekitchen」
（ビープル バイ コスメキッチン）

「ワインショップ・エノテカ」

▼ 「グランスタ丸の内」、「グランスタ」新エリアのマスコットキャラクター「ふくらむちゃん」の商品化が決定
「グランスタ丸の内」、「グランスタ」新エリアの第 2 期開業へ向けて、マスコットキャラクター「ふくらむちゃん」をモチー
フにした限定商品の販売を決定いたしました。限定アイテムで持ち帰ったり、限定メニューで食べたりと、身近にお楽
しみいただけます。

「ふくらむちゃん タオルハンカチ」 (税込 648 円)
店舗名：フィル ユージーヌ /グランスタ

「てぬぐい ふくらむちゃん」 (税込 1,188 円)

「ふくらむちゃんお餅バー」 (税込 237 円

店舗名：シェアードトーキョー/ グランスタ

店舗名：日本百貨店とうきょう /グランスタ

「ふくらむちゃん御膳」 (税込 2,160 円)

「ふくらむちゃんパン」 (税込 280 円)

店舗名：築地すし好 和/グランスタ丸の内

店舗名：ダロワイヨ / 施設：グランスタ
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京葉ストリート・南通路リニューアルエリア

「グランスタ丸の内」、「グランスタ」新エリアの第 2 期開業

【TOPICS 3. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS】
春の新生活に向けての商品や、新たな目標に向けての講座、春旅グッズなど、これからの季節のさまざまなスター
トに向けての商品、講座が揃っています。
▼新生活・春旅応援グッズ
春旅～軽量素材のトラベルギアグッズ～/STANDBY TOKYO
販売期間：2017 年 3 月 1 日～3 月 31 日
価格：オーガナイザー￥2,700(税込)
ネックピロー＆アイマスクセット￥5,940(税込)
特徴：軽くてコンパクトな旅の荷造りを手伝ってくれる軽量素材
の春旅グッズをご用意しました。春旅、ビジネス、新生活に、
おすすめの商品を集めました。
【グラントウキョウサウスタワー】
オーラルケア フラワーセット/歯ブラシ屋オーラリシス
販売期間：2017 年 2 月 28 日～3 月 31 日
価格：\842 (税込)
特徴：春らしい花柄の歯ブラシ立てと歯ブラシのセットをご用意
しました。ギフトにもおすすめです。

▼講座 【サピアタワー】
関西大学

関西学院大学 丸の内講座

社会安全学部 東京連続セミナー全 10 回

村尾 信尚氏監修 エグゼクティブコース

【安全・安心に関わる科学技術の最前線】

「現場から見たアベノミクス」

※定員 100 名

日程：2017 年 4 月 20 日～ 全 6 回

日程：2017 年 4 月 13 日～

会場:関西学院大学丸の内キャンパス

会場:関西大学東京センター

(東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー10 階)

(東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー9 階)

内容：ビジネスの現場、地方の現場から見た日本経済の

内容：本学の教員が安心・安全にかかわる世界の知の最前線を

実態に迫ります。

講義します。

HP：http://www.kwansei.ac.jp/t_marunouchi/kouza

HP：http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_ss/news/detail.html?id=516

(申し込み開始 3/14(火)10:00～)
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立命館大学
立命館孔子学院東京学堂「中国語講座」

その他、下記を大学でも講座を開講します。

日程：2017 年 4 月 6 日～(クラス毎に順次スタート)

詳細は各校 HP をご確認ください。

会場:立命館東京キャンパス

甲南大学

(東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー8 階)

HP： http://www.konan-u.ac.jp/tokyo/index.html

内容：初級 I から新 HSK 対策講座まで段階を追って着実に力を 産業能率大学
HP： https://seminar.hj.sanno.ac.jp/

伸ばしてくことができる講座です。
HP： http://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/course_guide/

【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

⑥
①
⑥
丸の内側

④

丸の内側

④ 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南通路エリア

【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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