【NEWS LETTER 2017 Vol.7】

＜報道関係者各位＞

2017 年 5 月 17 日（水）
東京ステーションシティ運営協議会

梅雨シーズンでも雨に濡れずに楽しめる！
“エキナカ”おすすめスポット大特集
・この時期の限定のホテルの宿泊プランや、スーツのまま楽しめるクイックフィットネスなどもご紹介！
・梅雨シーズンにおすすめのレイングッズ、父の日にぴったりの商品も厳選。

（左上：Fubutsushi（エキュート東京）／上：第 2 期開業エリア_丸の内地下北口改札周辺（グランスタ丸の内）／右上：京葉ストリート
／左下：THE JEXER TOKYO Annex／右下：東京ステーションホテル「ホテルクレジット付宿泊プラン（イメージ画像）」）

今年もゴールデンウィークが終わり、間もなく梅雨シーズンが到来します。外に出ての買い物やご飯に出かけるの
が面倒になってしまう方が多くなるのもこのシーズンならでは。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、梅雨シーズンでも雨に濡れずに買える商品や駅から直通で行けるホテルの新
プランや、フィットネスクラブなど楽しめるスポットをご紹介いたします。
また、父の日に向けておすすめの商品も厳選してご紹介いたします。今年の梅雨シーズン、ぜひ東京駅にお立ち寄り
ください！

【CONTENTS INDEX】
Topic １. 雨に濡れずに買える！食べられる！楽しめるエキナカおすすめスポット大特集・・・Ｐ.２～６
Topic ２. 父の日にぴったりのエキナカおすすめ商品・・・Ｐ.７
Topic ３. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS（エリア内のその他最新情報）・・・Ｐ.８

Tokyo Station City 公式サイト： http://www.tokyostationcity.com/
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【TOPICS 1.雨に濡れずに買える！食べられる！楽しめるエキナカおすすめスポット大特集
雨を気にせず、グルメやショッピングなどが楽しめるのはエキナカならでは。今回は、東京ステーションシティエリア
内にある各施設が自信を持っておすすめするお出かけスポット、おすすめ商品をご紹介します。

【グランスタ～グランスタ丸の内・グランスタ新エリア第 2 期～】
2016 年夏から 2017 年夏にかけて、JR 東京駅丸の内地下エリアにて、
店舗面積約 3,600 ㎡の新たな商業空間の開業を、改札内は「グランスタ」
新エリアとして、改札外は新施設「グランスタ丸の内」として順次進めて
います。先月の 4 月 27 日（木）には、第 2 期 21 店舗がオープン。6 月下
旬に第 3 期開業、8 月下旬には第 4 期のオープンを予定。全 4 期の開
業をもって合計 55 店舗からなる「グランスタ丸の内」・「グランスタ」新エ
リアのグランドオープンとなります。

※第 2 期開業エリア 丸の内地下北口改札周辺

・第 2 期開業ショップ 東京駅限定商品（一例）

SHINKANSEN カヴァ

Tokyo Sock

東京駅舎モチーフツバメノート

¥2,700(税込)

¥1,620 (税込)

¥410 (税込)

（Happy Socks グランスタ丸の内）
スウェーデンのデザイナーにより東京駅
のシンボル「丸の内駅舎」がおしゃれに
デザインされた、グランスタ丸の内限定の
ソックスです。自分用にはもちろん東京
土産にも最適です。

（Neue （ノイエ） グランスタ丸の内）
"人生を共に過ごす愛着の湧く商品"をテー
マに、デザイン性・機能性の高いステーショ
ナリーを国内外問わずセレクト。ステーショナ
リーだけでなく、オフィスワーカーに向けたビ
ジネスツール・靴・雑貨など幅広く展開しま
す。ツバメノートとコラボレートした「東京駅丸
の内駅舎」モチーフのノート等、限定アイテム
も取り揃えます。

（ワインショップ・エノテカ グランスタ丸の内）

新幹線と東京駅をデザインしたラベル
で、ギフトとしても需要の高いスパークリ
ング（カヴァ）をグランスタ丸の内店限定
で販売。カヴァは淡い麦わら色の色調
に、長く立ち昇るクリーミーできめ細か
い泡が特徴。りんごやハーブなどのフレ
ッシュな香りを楽しめます。瑞々しい果
実味と共に 4 種のブドウが織りなすコク
が見事なバランスで広がり、キレのある
飲み口に長い余韻が漂います。

・グランスタ新エリアのマスコットガール「ふくらむちゃん」をモチーフにした限定商品も販売中
第 1 期開業時に SNS 等でも話題になった「ふくらむちゃん」を、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。

「てぬぐい ふくらむちゃん」
¥1,188 (税込)

「ふくらむちゃんパン」

「ふくらむちゃん御膳」

¥270(税込) （ダロワイヨ グランスタ）
ふわふわの白い食パン生地に練乳入りバ
タークリームと“（ふく）らむレーズン”（ラム
レーズン）を入れたふくらむちゃんそっくり
のパンです。 ※ 1 日 10 個限定

¥2,160(税込)
（築地すし好 和 グランスタ丸の内）
特注した型でふくらむちゃんを完全（！？）
再現。 築地で仕入れた新鮮な魚をお刺身
で楽しめます。食べるのがもったいない、か
わいくて美味しい一品。
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（シェアードトーキョー グランスタ）
てぬぐいいっぱいにふくらむちゃんがふくら
んでいます。ふくらむちゃんならではの大胆
なデザインを、昔ながらの「注染」技法で染
めた新しい東京みやげです。シンプルな
分、職人の腕が試される 1 枚です。
※数量限定

【エキュート東京～出来たてをその場で！「Fubutsushi」～】
エキュート東京は、新幹線改札（JR 東・南乗り換え口）の目の前のためアクセ
スが良く、短時間で購入が可能。エキュート東京内に併設されている厨房で
「焼き立て」、「揚げ立て」、「蒸したて」、「作り立て」の商品が楽しめるスポットで
す。しかも購入した商品を、自由に休憩できるスペース「Fubutsushi（フーブ
ツシ）」なら、混雑する東京駅の改札内 1 階に居ながらにして楽しめます。
また、電源を自由に利用できるハイカウンターも設置。スマートフォンなどの充
電に加え、簡単な書類作りの際にも、お客さまからご好評いただいています。
※画像は竣工時のもの。

・エキュート東京おすすめ惣菜店舗／商品

厚切り三元豚カツ入り４色パック

ほっくり鮭

佐助豚の豚めし

¥756(税込) （サンドイッチハウス メルへン）
（商品）
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。
（店舗）
工場は持たず、店内厨房の「作り立て」を
提供する、サンドイッチ専門店。多い日に
は１日 2,000 個以上のサンドイッチを手作
りしている。ファンの多い「たまごサラダ」
はマヨネーズもサンドイッチ用に独自
レシピで開発したものであり、素材への
こだわり・美味しさで、リピーターも多い。

¥210(税込) （おむすび結庵）
（商品）
北海道産の時鮭を、水分を逃さずふんわ
り蒸し焼きにしました。店舗売上１位の商
品。
（店舗）
5 ツ星お米マイスターの厳しい目利きで選
ばれたお米を、昔ながらの羽釜で炊き上
げたおむすびの専門店。
厳選された海苔を更に美味しく召し上がっ
ていただくために、当店では海苔を別袋で
お渡し。手間を惜しまず丁寧に優しく握っ
たおむすびを提供しています。

¥990(税込) （大地を守るデリ）
（商品）
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。
（店舗）
契約農家から仕入れた、新鮮な有機食材
を宅配 するサ ービス「大 地を 守る会」の
惣菜・お弁当専門店。野菜や肉など、素材
にこだわった弁当を販売。
3 月 6 日に一部リニューアルし、サラダ
メニューがより充実、軽く食べたい・ガッツ
リ食べたい、バリエーション豊かなお弁当
が選べるようになりました。

・その他、エキュート東京内のおすすめイートインスポット「奈良 天平庵」
厳選した良質の素材と職人の腕が際立つ和菓子を取り揃えている「奈良 天平庵」。こちらの店舗は手土産を購入す
る以外にも、コーヒーや甘味が味わえるイートイン席を設けています。新幹線乗り口近くの混雑さを忘れさせる落ち
ついた雰囲気の店内でお楽しみいただきたいのは、「抹茶ぜんざい」（ほうじ茶付き／税込み 800 円）。
京都・宇治の抹茶を香り豊かに仕上げた寒天に、十勝産小豆の自家製粒あんを添えました。やわらかな白玉も付い
たこだわりの美味しさです。
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【京葉ストリート～スイーツバイヤーがおすすめ！「東京駅限定・かわいい♡スイーツ」5 選～】
京葉線へと向かう通路の途中に位置する商業スポット・京葉ストリート。ディズニーランドや幕張メッセのイベントに行く
方々が多く通るエリアでもあるため、ビジネスや出張中のサラリーマンのお客さまだけではなく、若い女性の利用者も
多いことが特徴で、手土産だけでなく、おやつや自分へのご褒美など、多くの方がスイーツを買われています。そこで
今回は、京葉ストリートのスイーツバイヤーがオススメする、雨の日も晴れやかな気分になる「東京駅限定・かわいい
♡スイーツ 5 選」をご紹介します！

恋する☆TOKYO クマゴロン

TOKYO☆駅舎

うふプリンミックス 4 個入

¥950(税込) （シレトコファクトリー）
ドーナツの穴から顔を出すシレトコドー
ナツの人気者「クマゴロン」がとってもキ
ュート！ふたを開けると「クマゴロン」が
見つめるキュートな一品。 駅舎クマゴロ
ン入りは東京駅限定商品。

¥420 (税込) （シレトコファクトリー）
京葉ストリート限定のデコレーションドー
ナツ「TOKYO☆駅舎」。ドーナツの中か
らシレトコファクトリーのキャラクター「ク
マゴロン」がこちらを見つめています。デ
コレーションは北海道の工場で全て手書
きの為、一つ一つクマゴロンの顔が違う
のもかわいいポイント！

¥960(税込) （柿の木坂キャトル）
キャトルの代名詞とも言える人気商品
「うふプリン」。「うふ」とはフランス語で
「卵」のことで、本物の卵の殻を使った可
愛らしいプリンになります。4 月下旬から
抹茶フレーバーが仲間入りし、東京駅丸
の内駅舎パッケージで販売中。

揚もち
¥620(税込) （御門屋）
多い日には約 60 個も売れる御門屋の揚
まんじゅうにつぐ看板商品「揚もち」。東
京駅のイラストが入ったかわいいパッケ
ージに入った塩と醤油の 2 つのフレーバ
ーが楽しめます。

ぷるぷるチーズプラトー3 個入
¥972(税込) （フロマージュ・テラ）
チーズのお菓子専門店「フロマージュ・テラ」
の人気商品。
「チーズ・プラトー」とは、“チーズを盛り合わ
せた飾り皿”のこと。マスカルポーネ・モッツァ
レラチーズ・リコッタチーズの 3 種のチーズが
楽しめる「ぷるぷるチーズプラトー」は、食後
のデザートにぴったり。
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【東京ステーションホテル】
梅雨の時期だからこそ楽しめる、ゆったりホテルステイ
「ホテルクレジット付宿泊プラン」登場
期間：6 月 1 日(木)～7 月 14 日(金)
価格：1 泊 1 室 2 名様 \66,076～(消費税・サービス料・宿泊税込)
特徴：館内の全レストラン＆バー、フィットネス＆スパをはじめとし
たあらゆる施設・サービスが利用できる 1 万円のホテルクレジット
が付いた宿泊プラン。また、最大天井高 9 メートルの開放的な空
間、 ゲストラウンジ「アトリウム」にて朝食ビュッフェもお楽しみいた
だけます。東京駅舎内のホテルなので、雨の日でも傘をささずに
行き来できます。
特典：
・ホテルクレジット 1 万円分/1 室(宿泊数分)
※宿泊料金、松屋 東京丸の内は対象外。ホテル滞在中のみ利用
可能。
・ゲストラウンジ「アトリウム」での朝食ビュッフェ(ご人数分)
・スパトキオネご優待(一部メニュー15％割引)

【ホテルメトロポリタン丸の内】
東京駅 120ｍ上空のレストランで、信州の食材をフランス料理で味わう
「産地と技の餐宴 信州フェア」開催/『Ｄｉｎｉｎg＆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 15 日(月)～7 月 14 日(金) 17：00～22：00
価格：【料理】「信州フェアコース」全 10 品のコースメニュー
お 1 人様 \10,000
【日本酒】長野銘醸(千曲市)「特別純米 棚田 姨捨正宗」
1 合 \1,200
【ワイン】あずみアップル(安曇野市)
「メルロー＆カベルネ ドゥジェム」グラス\1,100/ボトル\5,000
「メルロー ロゼ」グラス\1,100/ボトル\5,000
※料金は全て税金・サービス料込です。
※入荷状況により、内容が変わる場合がございます。
特徴：料理長が現地で視察して吟味した信州ならではの食材をフランス料
理の技法で特製メニューに仕立てました。フェア期間中は、信州のワインや
地酒もお楽しみいただけます。

【THE JEXER TOKYO Annex～外履きのシューズやスーツのまま利用可能！～】
「URBAN HEART BEAT ～オトナのフィットネスに新しい体験を～」 をコンセプトにした、都会的・刺激的な新感覚フィッ
トネスクラブ。 斬新な店舗デザインの中、カラダだけでなくココロの刺激も味わえる、今までにない新しいカタチのクラ
ブ。最新マシンでのエクササイズはもちろんの事、音楽やミニバーでもお楽しみ頂けます。
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①THE JEXER TOKYO Annex だからこそ実践できる「クイックフィットネス」
クイックフィットネスとは、THE JEXER TOKYO Annex が提案する「短時間で、効率良く、効果的」なフィットネススタイル
です。30 分あれば実践できるトレーニング方法をお伝えしているので、休憩時間や隙間時間を有効に活用し、短時間
でフィットネスを楽しめます。
外履きのシューズやスーツのまま利用可能のため、ウエア等の持参や更衣時間が必要ありません。
②汗をかいた後は、音楽やミニバーでリラックス！
運動後は、定期的に開催している DJ タイムや、ラウンジにあるミニバーで社交をお楽しみいただけます。また、休憩
以外にも、お仕事やお待ち合わせなど、カフェ感覚でラウンジのご利用も可能です。

価格：【ドリンク】400 円（税込）

③5 月 31 日（水）まで、新規入会キャンペーンを実施中！（Web のみ）
入会金 10,800 円（税込）→0 円となる入会キャンペーンを実施中。現在「エコノミーメンバー」「アネックスメンバー」の
み入会受付中です。
※入会特典ご利用の場合は、開始月より 3 ヶ月間在籍頂く事が条件となります。
※過去 3 ヶ月以内に退会された方は特典の適用ができません。
※レンタルオプションは、店舗での受付となります。

【番外編～雨の日対策にピッタリのおすすめグッズ～】

レインバックカバー ¥2,160 (税込)

富士傘 ¥1,620 (税込)

レインモッズコート(レディース)

（濱文様／エキュート東京）
雨の日はバッグカバーに、晴れの日はサ
ブバッグとしてお使いいただけます。小さく
まとまり、バッグの中でもかさばりません。

（日本市／エキュート東京）
さすだけで自分も周りも笑顔になっちゃう
縁起のよい傘、その名も「富士傘(ふじさ
ん)」魔除けの意味を持つうろこ文様は、
足元の悪い日に自分の身を守ります。

¥5,292 (税込)
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（コレックス イン／京葉ストリート）
カジュアルで落ち着いたカラーなので、雨
の日だけでなくアウターとしてもおすすめの
レインコート。収納袋もついていて持ち運び
も便利。(カラー展開：カーキ、ネイビー)
【発売期間：6/8～6/28】

【TOPICS 2. 父の日にぴったりのエキナカおすすめ商品】
東京ステーションシティ内では、父の日におすすめの商品を取りそろえています。日頃の感謝の気持ちを込めたプレ
ゼントで「ありがとう」の気持ちを伝えましょう。

いわて蔵ビール ¥368 (税込)

まぐろかぶと煮 ¥1,200 (税込)

イニシャル付 ストラップ

（大地を守るデリ／エキュート東京）
岩手の蔵元の匠の技術がつまったプレミア
ムビール。良質な岩手の水で仕込んだ、
上質な味をお楽しみください。
【発売期間：常時】

（つきじ喜代村／エキュート東京）
まぐろといえばつきじ喜代村。父の日の
食卓を彩る一品に是非いかがですか。
インパクト抜群！！
【発売期間：常時】

¥3,693 (税込)
（ビスコッティトーキョーデザイン／
エキュート東京）
ケータイやスマホに使えるストラップに、お
父さんのイニシャルを選んで付ける、プレ
ゼントにぴったりのアイテムです。
【発売期間：常時】

ジャガードネクタイ

湖のくに生チーズケーキ プレミアム
（酒粕ビスコッティ付）

吟醸生酒「無冠帝 720ml」

¥7,776 (税込)
（ボンチステーション／エキュート東京）
京都丹波地方で培われた、シルク織
物の高い技術を活かした上質なネク
タイ。美しい光沢にお父さんも思わず
うっとり。
【発売期間：常時】

¥3,910(税込)
（工房しゅしゅ／エキュート東京）
滋賀・琵琶湖の周囲で作られる 6 酒蔵。
その大吟醸酒のふくよかな香り漂う、珍し
い酒粕のレアチーズケーキ。日本酒好き
のお父さんへぴったりなギフトです。
【発売期間：6/12～6/18】

¥1,285 (税込)
（菊水酒造／エキュート東京）
現代の生き方、楽しみ、嗜みに映えるスタ
イリッシュな和酒。生酒ならではのフレッシ
ュで軽快な吟醸香の中に「旨味」「コク」「淡
い苦み」が美しく調和し、洗練された風味
に仕上がっています。ボルドーワインにも
似たスレンダーなフォルムと光をうけて輝く
ボトルはテーブルにさりげなく彩りを添え、
美しい時間を演出します。
【発売期間：6/5～6/18】

ブランデービネガー・XO(150ml)

父の日上生菓子(2 個入り)

パパチョコムース

¥1,620 (税込)
（飲む酢エキスプレ・ス・東京／グランスタ）
フランス産の XO ブランデーを発酵させ
て、贅沢な酢ができました。干しぶどうの
ような豊穣な香りを、オンザロックはもちろ
ん、アイスクリームやヨーグルトにかけて
もお楽しみいただけます。
※270 本限定(なくなり次第終了)
【発売期間：5/17～なくなり次第】

¥800 (税込)
（三原堂本店／グランスタ）
練り切りをお父さんに、羊羹をビールでデ
ザインしました。ひとつひとつの職人がつ
くった熟練の技をお楽しみください。
【発売期間：6/16～※なくなり次第終了】

¥832 (税込)
（京橋千疋屋／グランスタ）
濃厚なチョコレートムースに赤ワインゼリー
を重ねた大人の男性にぴったりの父の日
限定スイーツ。京橋千疋屋らしく、フルーツ
をふんだんにトッピングしました。
※平日 30 個、土日 50 個限定(1 日あたり)
【発売期間：6/1～6/18】
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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、そのほかにも沢山のイベントや新商品をご案内しております。

▲グランスタ
■銀の鈴フェア
エキナカ商業施設「グランスタ」にて 6 月 1 日（木）～6
月 18 日（日）の期間、1968 年（昭和 43 年）6 月 10 日に東
京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」の初代が初めて設置さ
れたことにちなみ、「銀の鈴フェア」を開催します。期間中
はグランスタ内の銀の鈴広場にて、撤去以降初めて、10 年
ぶりに 3 代目「銀の鈴」が一般公開されるほか、銀の鈴にち
なんだ東京駅限定・期間限定の商品約 30 種類を販売します。
また、初代「銀の鈴」が設置されてから 50 周年となる来年
（2018 年）6 月に開催予定の銀の鈴フェアにおいては、初代
「銀の鈴」の復元展示、2 代目「銀の鈴」の展示を含む、初
代から現在の 4 代目までを一堂に会することを計画してお
ります。

※展示イメージ

※展開商品 一部集合写真

8

【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
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

【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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