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2017 年 4 月 5 日（水）

＜報道関係者各位＞

東京ステーションシティ運営協議会

まもなくゴールデンウィーク！！
必ず押さえておきたい「東京駅オススメお弁当１５選」
・その他、おにぎりやサンドウィッチなど手軽に食べられる東京駅イチオシメニューも厳選。
・ゴールデンウィークに合わせ、東京ステーションシティ内で楽しめるホテルのイベント情報などもご紹介！

（グランスタ 利久「牛たんづくし弁当」／エキュート東京 つきじ 喜代村「深川めし」／駅弁屋 祭「大人の休日弁当 春」

（グランスタ ブランシェ浅野屋「グランスタ BOX 信州ハーブ鶏チキンサンド」／京葉ストリート おむすび百千「かがやき 1100E」
／膳まい東京南通路店「人形町志乃田寿司總本店」折り詰め志乃多）

今年のゴールデンウィークは、2 日（5/1、5/2）休めば 9 連休。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、この行楽シーズンにぴったりなお弁当情報をセレクト。新幹線の中やおでかけ
先などで楽しめる、バラエティに富んだお弁当を各施設で順次発売開始いたします。
「ゴールデンウィーク・連休に関する調査」（株式会社ネストエッグ調べ）によると、「3 日以上の連休に行いたいこと」では「国
内旅行・帰省」が第一位。特に 30 代の女性から人気であることが分かりました。50 店舗以上で展開される東京駅エリア
のお弁当と一緒に、国内旅行や帰省をぜひお楽しみください。またホテル内でもゴールデンウィークを中心に 4・5 月限
定メニューやイベントを予定。今年の行楽シーズン、ぜひ東京駅にお立ち寄りください。
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Topic １. ゴールデンウィーク前特別企画！押さえておきたいお弁当特集・・・Ｐ.２～４
Topic ２. 東京ステーションシティ ゴールデンウィークに向けたイベント情報・・・Ｐ.５～６
Topic ３. 東京ステーションシティ NEWS TOPCIS（エリア内のその他最新情報）・・・Ｐ.７～８

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.行楽シーズンに押さえておきたい、東京駅・お弁当特集】
東京ステーションシティエリア内にある各施設が、これからのゴールデンウィークに向けて帰省や行楽のお供に
欠かせないお弁当を厳選してご紹介します。

【肉系弁当】

佐助豚の豚めし ￥990(税込)

焼き鳥弁当 ￥1,150(税込)

叙々苑特製焼肉弁当 ￥2,365(税込)

（大地を守るデリ／エキュート東京）
岩手県産のブランド豚「佐助豚」を使用し
甘辛タレで仕上げました。付け合せの大
地を守る会の野菜を使用した人参は甘
みが強く、好評です。
【発売期間：常時あり】

(串くら 京都・御池／エキュート東京）
冷めてもおいしい国産の鳥そぼろと、
ねぎま、モモ、大葉つくねの焼き鳥串３
本のお弁当です。
【発売期間：常時あり】

（銘店弁当 膳まい東京南通路店/

牛たんづくし弁当 ￥2,592(税込)

今半すき焼き重 ￥1,445(税込)

春うらら弁当 \1,198(税込)

（仙臺たんや 利久／グランスタ）
極焼き、牛たん角煮、薄切塩味の 3 種が
楽しめる限定弁当。本場、仙台に門を構え
る牛たん専門店の味を存分にご堪能
ください。
【発売期間：4/24～5/31】

（浅草今半／グランスタ）
明治 28 年の創業以来、愛され続ける浅草
今半の伝統の味わい。選び抜かれた国産
牛を秘伝の割り下で煮上げたすき焼をご
はんの上にのせた絶品お重です。
【発売期間：4/24～5/7】

（とんかつ まい泉／グランスタ）
やわらかいヒレかつをはじめ、焼鮭、煮
物など多彩なおかずがぎっしり。お出か
けのお供にうれしいコンパクトさも魅力で
す。【発売期間：4/24～5/7】

大ボタン海老入り弁当 ￥1,800(税込)

海峡サーモン三色丼 ￥1,480(税込)

（築地寿司清／グランスタ）
尾頭付きのボタン海老が入ったゴージャスな
弁当。マグロ、サーモン、穴子など、北の海
の豊かな漁場で獲れた海鮮を、たっぷりと
お楽しみいただけます。
※1 日 20 食限定 【発売期間：4/24～5/31】

（魚力海鮮寿司/京葉ストリート）
引き締まった身と上質な脂の旨みが舌を
うならせる逸品「海峡サーモン」をふんだ
んに使用し三色丼をつくりました。
【発売期間：常時あり】

【海鮮系弁当】

深川弁当 ￥1,200(税込)
（つきじ 喜代村/エキュート東京）
深川めしをベースにボリュームたっぷりの
あさりの煮つけを乗せて仕上げました！
店舗売上１位の人気商品です。
【発売期間：常時あり】
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京葉ストリート店）
焼肉の名店が作り上げた究極の焼肉弁当！
冷めても柔らかい肉には特製タレがよくしみ
て、どんどん箸がすすみます。
※11 時〜販売
【発売期間：常時あり】

【毎日 200 種類以上揃える駅弁専門店『駅弁屋 祭』の、今春限定のお弁当三選】

大人の休日弁当 春 ￥1,800(税込)

春のたっぷり野菜弁当 ￥870(税込)

吹き寄せ弁当 春小町 ￥1,350(税込)

（ＮＲＥ大増／駅弁屋 祭）
桜海老の真丈串、山うど醤油漬、菜の花と
白魚のかき揚、こごみ天ぷらなど春の味覚
を一品一品丁寧に盛り込んだ懐石弁当で
す。縁起の良い吉祥文様「宝尽くし」の風呂
敷にお包みしています。目で舌で春を味わっ
てください。
【発売期間：3/1～5/31】

（ＮＲＥ大増／駅弁屋 祭）
野菜、きのこ、豆、果実類など 26 種使用し
たバラエティ豊かなお弁当です。こんにゃ
く 生まれの米粒状加工食品「マンナン
ヒカリ」をご飯に入れて、野菜中心の食べ
応えあるお弁当に仕上げました。一折で
453 キロカロリーです。
【発売期間：2/15～5/23】

（ＮＲＥ大増／駅弁屋 祭）
季節の味を年 5 回お届けする吹き寄せシリー
ズ、春バージョンお弁当です。こごみ、そら豆、
など春の食材のほか、ご飯は有機認証米秋田
県産あきたこまちを使って炊いた筍ご飯です。
春限定の味をお楽しみください。
【発売期間：3/11～5/16】

【親子で楽しめる！こどもの日におすすめのお弁当】

お子様天むす弁当 ￥600(税込)

お子様ランチカー ￥864(税込)

かがやき 1100Ｅ ￥720(税込)

（地雷也／グランスタ）
鮮度の高い天然海老を使った地雷也特製
の天むすをメインに、から揚げ、シュウ
マイ、玉子焼きからミニ大福まで、キッズの
大好き！が勢揃い。
【発売期間：4/24～5/8】

（煮炊きや本舗 まつおか／グランスタ）
見ただけで、食べる前からテンションが
アップしちゃう！ 海老フライ、ハンバー
グ、から揚げなどがレッド or ブルーの車
に乗ったお子様ランチカー。
【発売期間：4/24～5/8】

（おむすび百千／京葉ストリート）
お子様に大人気！新幹線のかがやき
BOX の中にはおむすび 2 つ(鮭・わかめ)
とから揚げが入ったおむすびセットです。
【発売期間：4/4～】

【片手でも食べやすい寿司＆おむすび】

塩にぎり ￥1,550(税込)

えび天むす ¥290(税込)

（築地 竹若／グランスタ）
長崎の花藻塩とすだちで、風味を楽しみ
ながらいただくおしゃれな握り寿司。鯛、
ヒラメ、カンパチ、ホタテ、つぶ貝などバラ
エティー豊かな 8 カンの詰め合わせで
す。
【発売期間：4/24～9/30】

（おむすび百千／京葉ストリート）
百千のシンボルといえばこの「えび天
むす」。見た目に衝撃、食べてその
美味しさに感動。一度食べたら忘れ
られないインパクトです。
【発売期間：常時あり】
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「人形町志乃田寿司總本店」
折り詰め志乃多 ¥583(税込)
（膳まい東京南通路店）※朝 9 時半頃入荷
明治 10 年に創業した日本橋人形町に本店
を構える老舗寿司店の昔ながらの製法、
伝統の味を大切にし、素材と手作りに
こだわったお寿司です。
【発売期間：販売中～5/14】

【パン類も充実のラインアップ】

厚切り三元豚カツ入り 4 色パック

チキンフォカッチャバーガー

神戸牛のカレーパイ

¥756(税込)

¥380(税込)

￥345(税込)

（サンドイッチハウス メルヘン／エキュート東京）
メルヘン売上 NO.1 商品。オールインワンの一
品。厚切りにした三元豚ロースカツ、タマゴ、
ロースハム＆レタス、甘夏イチゴ生クリームの
４種類セット。
【発売期間：常時あり】

（東京京鳥/京葉ストリート）
鳥惣菜専門店がおくるワンハンド
デリ！桜島のチキンカツを特製タレで
絡め、人気のフォカッチャで挟んだ癖に
なる逸品です。
【発売期間：4/4～】

（神戸牛のミートパイ／グランスタ）
神戸牛と、お肉の旨みをたっぷり含ん
だタマネギ、刻みゆで卵でできたフィリ
ングとスパイシーカレーの美味な出会
い。人気の味がゴールデンウィークに
復活しました。 【発売期間：4/24～】

グランスタ BOX 信州ハーブ鶏チキン
サンド ¥1,080 (税込)

ホエー豚ベーコンステーキのバケッ
トサンド ¥980(税込)

メランジェサンドウィッチ

（ブランシェ浅野屋／グランスタ）
柔らかな信州ハーブ鶏とワインビネガー
で和えたキャロットサラダのサンドウィッ
チは、マスタードソースが味の決め手。
サラダとパンナコッタをセットで。
【発売期間：4/24～5/7】

（BURDIGALA EXPRESS／グランスタ）

（BURDIGALA EXPRESS／グランスタ）
ゴールデンウィークだけの特別な味わい。
ホエー豚のベーコンステーキサンドと、
スモークサーモンサンド、生ハムサンド、
3 種のバゲットサンドをアソートしました。
【発売期間：4/24～5/8】

しっとり柔らかく、脂身まで甘さが広がる
ホエー豚の厚切りベーコンステーキを、
ブルディガラ自慢の長時間発酵のバゲ
ッドにはさんだ、グランスタ限定サンド。
【発売期間：4/24～5/8】
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¥980(税込)

【TOPICS 2. ゴールデンウィークに向けた、特別企画・イベント特集】
東京ステーションシティ内のホテルでは、これからの季節やゴールデンウィークにぴったりのイベントやフェアを開催し
ます。

▲東京ステーションホテル
東京ステーションホテルで〝ホテルマン体験″
GW1 日限定 キッズイベント「Kid’s Experience」開催
日時：5 月 6 日(土) 12:00～15:00 ※12:00 受付（要予約）
価格：お一人様 ¥6,800(税込サ別) ※大人・お子様同価格
対象：小学校低学年から。お子様 1 名＆大人 1 名より。
特徴：憧れのお仕事・ホテルの中でもレストランのサービスをお
子様が体験できる１日限定のランチプランです。
東京ステーションホテルのユニフォームに着替えて、ご両親をテ
ーブルに案内するところからスタート。ドリンクのご用意やお料
理やスイーツをお届けするなど、プロのホテルマンのレクチャー
のもと実際にサービスします。体験後はランチコースをご家族で
ご賞味。ゴールデンウィークの思い出にぴったりのプランです。

新緑をテーマにした限定ランチコース
「Menu Vert」/レストラン 『ブラン ルージュ』
期間：4 月 1 日(土)～5 月 31 日(水)
時間：11:30～14:00 L.O.
価格：¥6,800 (税込サ別)
特徴：総料理長石原雅弘による、新緑をテーマにした限定ランチ
コースです。4 月は甘みのある春キャベツに帆立貝と海老を合わ
せたサラダ、クレソンのスープ、高知県宿毛から直送される新鮮
のブロッコリー風味仕立て、ピスタチオのムースなど、全 6 品。
旬の味わいだけでなく見た目の色鮮やかさもお楽しみいただけ
ます。

野菜が主役のランチセット
野菜パフェ「ラ テール」/『ロビーラウンジ』
期間：4 月 1 日(土)～4 月 30 日(日)
時間：10:30～17:00 LO
価格：セット \2,680(税込サ別) ※スープ、コーヒーor 紅茶付き
特徴：野菜が主役のランチセットです。野菜パフェは、赤ピーマ
ン、黄色ピーマン、グリンピースのムースに玄米フレークを合わ
せ、チョップドサラダ、ビーンズ、生野菜、トマト＆キャロットの
シャーベットをトッピング。野菜本来の甘みを楽しめます。
群馬県の天然酵母〝桐生酵母″で作ったブレッドに、蒸し鶏や
トマトを挟んだサンドウィッチがセットに。女性の方におすすめで
す。
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お肉料理を 2 ヶ月ごとに変えてお届けする、
カメリアの年間プロモーションがスタート。
「Meet Meat Promotion」/ バー＆カフェ『カメリア』
期間：4 月 1 日(土)～5 月 31 日(水)
時間：17:00～23:30 L.O.
価格：黒毛和牛リブロースステーキ
800g／¥11,800～※4 名様向け
チキングリエ 1 羽／¥5,800
特徴：第一弾は、塊で食べる黒毛和牛のリブロースステーキと
丸ごと 1 羽のチキングリルです。最高級の黒毛和牛の旨味を
閉じ込めじっくりと火を入れ、外はカリッと中はジューシーに焼
き上げます。お好みで数種のコンディメントと一緒に頂きます。
チキングリエは、1 羽をハーブとガーリックで味をつけ、絶妙な
火加減で香り豊かに仕上げています。いずれも 3、4 名のお仲
間で豪快にシェアして食べるボリューム満点の一皿です。

▲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開業 10 周年記念！
開業 10 周年記念グラスシャンパーニュ付スペシャルディ
ナ ー コ ー ス 「 Merci( メ ル シ ー ) 」 / 『 Ｄ ｉ ｎ ｉ ｎ g ＆ Bar
TENQOO』
店舗名：Dining & Bar TENQOO（ホテルメトロポリタン丸の内 27F）
期間：5 月 1 日(月)～5 月 31 日(水) 17：00～22：00
価格：1 名様 ¥18,000 (税・サービス料込)
※要予約
※グラスシャンパーニュ お一人様 1 杯付、全 12 品
特徴：①いままでの数多くのリクエストとしていただいた〝もう
一度食べたい一品″と、開業から今までにご来店いただいた
お客様への〝感謝″がテーマ。
②TENQOO のコンセプトである「和のエッセンスをフランス料
理の 技でアレンジ」を体現したコース。例えば、前菜につい
ては稚鮎が 川のせせらぎの中を泳いでいるかのような盛り
付けになっています。また、お食事は、TENQOO 独自のコー
ス料理として好評なお茶漬けです。
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【TOPICS 3. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS】
5 月連休前に向けての新店オープンや新商品の発売、新たな目標に向けての講座、ギャラリー情報などさまざまな
情報が揃っています。
【東京ステーションギャラリー】
アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国
期間：4 月 29 日(土)～6 月 18 日(日)
休館日：5 月 5 日をのぞく月曜日
入館料：一般\1,100(800)/高校・大学生\900(600)/
中学生以下無料 ※( )内は 20 名以上の団体料金
内容：アウトサイダー・アート/アール・ブリュットの芸術家として
世界的に高く評価されているアドルフ・ヴェルフリ(1864-1930)の
日本における初めての大規模な個展です。

▼京葉ストリート デリゾーンに新たに 2 ショップが登場！
新宿中村屋カリーパン
期間：3 月 22 日(水)～ ※期間限定出店
特徴：新宿中村屋レストランが昭和初期から守り続ける純印度
式カリーを使ったこだわりのカリーパン。米白紋油で揚げた
サクサク衣と、角切りの伊達鶏の入ったちょっと贅沢な中村屋
のカリーパンをお楽しみいただけます。

若廣
期間：3 月 22 日(水)～ ※期間限定出店
特徴：福井県若狭小浜の食文化を全国に広めるという思い
から生まれた「若廣」。看板商品の焼き鯖すしをはじめ、柿の
葉寿しや鱒の寿しもご用意しております。今では全国に視野を
広げ、各地の食を知り、食を創り、食を廣め、皆様に特別な
「幸」をお届けし続けます。

【グラントウキョウサウスタワー】
GW オーラルケアスペシャルセット/歯ブラシ屋オーラリシス
販売期間：4 月 4 日(火)～5 月 7 日(日)
価格：\842 (税込)
特徴：置くだけで様になるユニークな形の歯ブラシ立て。お買い
上げの方にもれなくコップを差し上げます。
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▼講座 【サピアタワー】
関西学院大学 丸の内講座
マネジメントコース A
「MBA マネジメント基礎講座」

立命館大学
文学部創設 90 周年記念講座
「文学の地平一京都と横浜の物語」

日程：5 月 23 日(火)～ 全 6 回

日程：6 月 17 日(土)～

受講料：¥24,000 定員 25 名

受講料：¥2,000／1 回（全 4 回／一括申込みの場合は¥6,000）

会場:関西学院大学丸の内キャンパス

各回定員 100 名 ※先着順

(東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー10 階)

会場:立命館東京キャンパス

内容：MBA のエッセンスを各専門分野の実務家講師が

(東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー8 階)

経験を交えながら解説していきます。

内容：立命館大学文学部創設 90 周年にあたり、包括協定を結ぶ 神

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

奈川県近郊文学館と連携して、文学の楽しみを縦横に味わう「文学
の地平一京都と横浜の物語」を開催します。本講座では

京都と横

浜という日本の近代化に携わった二つの都市の特徴を 中心に見据
えながら、文学の現れた様々な現象を紐解いていき ます。
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

⑦
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／⑦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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