【ニュースリリース】

2017 年 6 月 13 日
東京ステーションシティ運営協議会

信州デスティネーションキャンペーン
東京駅と信州がコラボレーション バラエティー豊かな“信州の魅力”が大集合
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）は、2017 年 7 月 1 日（土）～9 月 30 日（土）の
期間に開催される「信州デスティネーションキャンペーン※」（主催：信州キャンペーン実行委員会、以下 信州 DC）に
合わせ、エリア内の各商業施設・ホテルなどで信州エリアの食材を使用したメニューや商品の提供を行います。
また、東京駅構内の各所では、長野県 PR キャラクター「アルクマ」とコラボレーションした装飾を展開し、信州 DC
をエリア全体で盛り上げてまいります。是非この機会に、東京ステーションシティで、バラエティー豊かな信州の魅力
をお楽しみください。

長野県 PR キャラクター「アルクマ」 ©長野県アルクマ 17-0053

《各施設取り組み概要》
京葉ストリート
13 ショップで信州食材を使用した特別メニューを提供。京葉ストリートでお買い上げいただき、クイズに正解されたお客さまに先着で、信州
から届く旬の果実・野菜プレゼントイベントも実施。
北町ダイニング／キッチンストリート／黒塀横丁／グランルーフ／グランルーフ フロント／グランアージュ／グランスタ／グランスタ丸の内
上記 8 施設の全 72 ショップでは、“東京駅で夏に向けた健康的なカラダづくり”をテーマに『カラダにいいコトフェア collaboration with 信州』
を開催。信州遠山温泉郷の出張足湯体験コーナーも登場。

エキュート東京
「“心のごちそう”信州」をテーマに、施設内の 19 ショップで信州食材を使用した特別メニュー22 商品を提供。抽選で信州のホテル宿泊券な
どが当たるプレゼントキャンペーンや、長野県 PR キャラクター「アルクマ」とのふれあいイベントも実施。

ホテルメトロポリタン丸の内
27 階の Dining & Bar TENQOO（テンクウ）で、「産地と技の饗宴 信州フェア」を開催。信州ならではの食材をフランス料理の技法で調理し
た特製コースメニューや信州のワイン・地酒を提供。

※デスティネーションキャンペーン（DC）について
■JR グループと地方自治体、観光関係者が一体となって実施する大型観光キャンペーンです。
■期間中は、JR 旅客 6 社が全国で集中的に開催地を PR します。
■開催地では魅力的な観光資源の紹介や、イベントの開催、おもてなしの実施などに取り組みます。

※本資料に記載の情報は、2017 年 6 月 13 日（火）現在の情報であり、「予定」を含みます。

京葉ストリート
京葉ストリートでは、2017 年 7 月 1 日（土）～7 月 31（月）までの期間、13 ショップで信州食材を使用した特別メニ
ューを提供します。また、対象日に京葉ストリートで 800 円（税込）以上お買い上げいただき、クイズに正解されたお
客さまに先着で、信州から届いた旬の果実・野菜をプレゼントするイベントも実施します。（以下、価格は全て税込）

信州サーモンたっぷり漬け丼
魚力海鮮寿司／¥1,480
さっぱりとしたした舌ざわりの信州サーモ
ンを漬けにしました。ほのかに香るグレー
プフルーツと一緒にご賞味ください。
※京葉ストリート限定

信州味噌かつサンド
銘店弁当 膳まい／¥680
“信州ポーク”を使ったかつサンド。“信州
味噌”の優しい味わいと、甘さ控えめのあ
んずジャムが絶妙です。

信州味噌焼き鯖すし
若廣／¥1,188
脂ののった鯖を信州味噌にじっくりと漬け
込み、焼き上げました。肉厚な鯖とコクの
ある信州味噌が良く合います。

信州上田美味だれ焼き鳥
おむすび百千／¥280
焼き鳥ににんにくが入った醤油ベースの
たれをかけた信州上田のご当地グルメが
おむすびに！
※京葉ストリート限定

ブルーベリーフロマージュ
柿の木坂 キャトル／¥500
爽やかなフロマージュブランに、信州産ブ
ルーベリーと白ワインゼリーをあわせて
涼しげに仕上げました。

とろとろ焼きカップチーズ ごろごろリンゴ
フロマージュ・テラ／¥324（1 個）
人気のトロトロ焼きカップチーズに信州産
ふじりんごのダイスカットコンフィチュール
をトッピング。リンゴの酸味とチーズクリー
ムの相性がピッタリ。
※京葉ストリート限定

毎週日曜日！信州の旬の果実・野菜プレゼントイベント
対象日に京葉ストリートで 800 円（税込）以上お買い上げいただき、クイズに正解されたお客さまに先着で、
信州から届いた旬の果実・野菜をプレゼントするイベントを実施します。
【対象日／プレゼント内容】
・7 月 2 日（日） ズッキーニ（先着 100 名様）
・7 月 9 日（日） ビン付きえのきたけ（先着 60 名様）
・7 月 16 日（日） ブルーベリー（先着 100 名様）
・7 月 23 日（日） ビン付きぶなしめじ（先着 60 名様）
・7 月 30 日（日） プルーン（先着 100 名様）
【開催時間】各日とも 14:00～ ※なくなり次第終了
【開催場所】京葉ストリート 八天堂前スペース
※各日とも先着順、なくなり次第の終了です。また、プレゼント内容は収穫状況により予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。

鉄道会館運営施設
北町ダイニング／キッチンストリート／黒塀横丁／グランルーフ／グランルーフ フロント／グランアージュ／グランスタ／グランスタ丸の内

株式会社鉄道会館が運営する北町ダイニング、キッチンストリート、黒塀横丁、グランルーフ、グランルーフ フロン
ト、グランアージュ、グランスタ、グランスタ丸の内の全 72 ショップでは、2017 年 6 月 20 日（火）～7 月 14 日（金）の
期間、“東京駅で夏に向けた健康的なカラダづくり”をテーマに『カラダにいいコトフェア collaboration with 信州』を開
催します。長寿県としても知られる信州の要素を加えて、夏に向けた健康的な料理を「OFF メニュー（脂質、糖質が
少ない）」「栄養バランスメニュー」「信州健康食材メニュー」の 3 カテゴリでご用意するほか、健康的なライフスタイル
を応援するアイテムも取り揃えます。（以下、価格は全て税込）

フレッシュトマトバーガー
ACORN（グランルーフ フロント）
¥1,000
バンズの代わりにトマトをまるごと使ったヘ
ルシーバーガーです。牛肉 100％のパテ
は米油で焼き、あっさりとした仕上がりに。

ビューティ&ヘルス 北海道セット
北海道チューボー（グランアージュ）
¥1,100
脂肪燃焼効果が高く見込める羊肉のジン
ギスカンに、ねこぶとろろ汁、がごめ昆布
とオクラの和え物をセットでどうぞ。

信州ジビエのキャベツ包み
ゴルゴンゾーラとパイタンスープ
本家あべや（北町ダイニング）
¥980
比内地鶏と、ヘルシーな信州産ジビエを
ロールキャベツに。信州産セルリーとパ
セリーと、玉ねぎの風味に、自家製鶏だし
を使ったクリーミーなスープも絶品。

タイスキ風しらたき炒め
タイレストラン 沌（グランアージュ）
¥982／1 日限定 10 食
春雨の代わりにしらたきを使用しカロリー
を抑えた焼き春雨。しらたきに合う味付け
にするため、タイスキのソースを使って甘
辛く仕上げました。

ねばねばそば
たけがみ一轍そば（キッチンストリート）
¥1,100／1 日限定 20 食
とろろ、納豆、オクラを入れ、ヘルシーで
栄養バランスもよく、美容効果も高い逸品
に仕上げました。

信州サーモンときのこのリゾット
RISO CANOVIETTA（グランスタ）
¥980／1 日限定 10 食
長野県が 10 年の歳月をかけ生み出した
「信州サーモン」を柔らかく焼き上げ、ソテ
ーしたきのこと合わせたチキンブイヨンベ
ースのリゾット。

健康体験ブースが登場！
7 月 1 日（土）～7 月 9 日（日）の期間、東京駅第二公道前（グランルーフ フロント「ソフトバンク」前）の特設会場に健康体験ブースが登場。
ルームランナーやエアロバイクを活用したトレーニングによるカロリー消費体験や、信州遠山温泉郷から直送の温泉を使った出張足湯体験
コーナーで、東京駅を利用するちょっとした時間に健康体験をお楽しみいただけます。
【日

付】 2017 年 7 月 1 日（土）～7 月 9 日（日）

【時

間】 12:00～19:00

【場

所】 東京駅八重洲口地下1 階（グランルーフ フロント「ソフトバンク」前）特設会場
＜健康体験ブースイメージ＞

エキュート東京
エキュート東京では、2017 年 7 月 3 日（月）～7 月 23 日（日）の期間、「“心のごちそう”信州」をテーマに、施設内
の 19 ショップで信州食材を使用した特別メニュー22 商品を提供するほか、抽選で信州のホテル宿泊券などが当た
るプレゼントキャンペーンを実施します。（以下、価格は全て税込）

栗かのこケーキ
小布施堂（イベントスペース旬／出店期間：7/3～23）／¥1,296
信州の老舗栗菓子店「小布施堂」がエキュート東京に特別出店。
栗餡をたっぷり練り込んだ生地に、小布施堂の栗鹿ノ子をしのばせ、焼きこみました。
箱の面を変えて商品を積み上げると、東京駅丸の内駅舎が完成する限定仕様です。
※エキュート東京限定パッケージ
※左のパッケージ写真はイメージとなります。

信州産野沢菜のジャンボ肉まん
パオパオ／¥500（1 個）
通常サイズの約 2 倍の大きさを誇る肉ま
ん。信州産の野沢菜を使用し、おいしさ
のアクセントにゆずを加えました。
※エキュート東京限定
※ジャンボ肉まんのみの販売
※WEB サイト「ネットでエキナカ」での事
前予約限定販売商品

白桃のロールケーキ
ティラミス スペシャリテ シーキューブ／¥1,512
シフォンのような軽い食感の生地と、桃の
香りのクリーム、みずみずしい信州産の
桃をお楽しみいただける季節限定のロー
ルケーキです。

信州杏大福
銀座あけぼの／¥324（1 個）
白玉粉入りのこしのある生地で北海道産
小豆のこしあんと信州産の杏を包みまし
た。さわやかな甘酸っぱさが広がります。
※エキュート東京限定

タルト・オ・ミルティーユ
ル ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ／¥702（1 ピース）
タルト生地の中にチーズクリームを入れ、
信州産のブルーベリーの実とジャムをあ
しらいました。

Web で応募！心のごちそう信州プレゼント！
2017 年 7 月 3 日（月）～7 月 23 日（日）の期間中、エキュート東京・大宮・品川・品川 サウス・立川・日暮里・上野・赤羽の各ショップでお買い
上げいただいたレシートをお集めください。ご希望の賞品分の金額のレシートを集めて、キャンペーンサイト
（http://www.ekipara.com/special/201706_shinshu/）よりご応募いただくと、抽選で信州の魅力を体感できる素敵な商品をプレゼントいたします。
【プレゼント内容】
■A 賞■
お買い上げ 5,000 円（税込）以上で応募
・ザ・プリンス軽井沢 ツイン宿泊券（1 泊 1 室）・・・1 組 2 名様
・軽井沢プリンスホテル ウエスト ツイン宿泊券（1 泊 1 室）・・・3 組 6 名様
・軽井沢プリンスホテル イースト ツイン宿泊券（1 泊 1 室）・・・1 組 2 名様
・メトロポリタン長野 ジャパニーズコラボレーションスイート宿泊券（1 泊 1 室）・・・2 組 4 名様
■B 賞■
お買い上げ 1,000 円（税込）以上で応募
・「THE 軽井沢ビール」人気の 2 種 瓶 6 本限定セット・・・26 名様
■ダブルチャンス■
・小布施堂「水栗羊羹（6 個入）」・・・20 名様
・いろは堂「おやき 8 個セット」・・・20 名様
上：ザ・プリンス軽井沢 イメージ
・八幡屋礒五郎「唐からし 2 缶セット」・・・20 名様
下：メトロポリタン長野 イメージ

駅長姿の「アルクマ」がエキュート東京にやってくる！
長野県 PR キャラクターの「アルクマ」がエキュート東京にやってきます。
今回は特別に駅長の制服姿で登場。記念写真の撮影やふれあいをお楽し
みいただけます。
【日

時】 2017 年 7 月 16 日（日） 15:30～ ※約 20 分間予定

【場

所】 エキュート東京

登場時間などは変更になる場合がございます。ご了承ください。

かわいらしいルックス・
フォルムから県内で
人気が高い。
信州の魅力を日本各
地へ伝えるため日々
活動中。

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の 27 階にある「Dining & Bar TENQOO（テンクウ）」では、2017 年 5 月 15 日（月）～
7 月 14 日（金）までの期間、「産地と技の饗宴 信州フェア」を開催しています。料理長が実際に信州を視察し、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コースメニューに仕立てました。フェア期間中は、信州のワイン
や地酒も提供しております。“食べて”“飲んで”信州の魅力を堪能していただけるフェアです。（以下、価格は全て税
金・サービス料込）
信州フェアコース
¥10,000
料理長が実際に信州を視察し、吟味した信州なら
ではの食材をフランス料理の技法で調理した全
10 品からなる特製コースメニュー。

特別純米 棚田 姨捨正宗
1 合 ¥1,200
万葉の時代より月の名所とし
て知られ、芭蕉も恋した月の
都、信州更科の里・姨捨で創
業。以来三百有余年、創業時
のままの蔵で、昔ながらの手
造り純米を醸し続けています。

メルロー&カベルネ deuxième（左）
メルロー ロゼ（右）
グラス ¥1,100／ボトル ¥5,000
北 アル プ ス連峰 を望む安曇 野
市・豊科にあるスイス村ワイナリ
ー「あづみアップル」。安全をテ
ーマに取り組むワイナリーがつく
りあげた、まろやかなタンニンが
心地よい、バランスのとれた飲
み口のワイン。

