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＜報道関係者各位＞

2017 年 7 月 18 日
東京ステーションシティ運営協議会

夏の帰省に押さえておくべき！「東京駅土産」大特集
其の一、これぞ定番！東京駅限定人気「お土産スイーツ」売上ランキング
其の二、夏にぴったり！「東京駅夏グルメ＆スイーツ」情報
其の三、東京駅直結エリアで楽しめる！夏限定おでかけスポット

左：東京駅限定人気「お土産スイーツ」売上ランキング 1 位ザ・メープルマニア「メープルバタークッキー 9 枚入」（グランスタ）
中央：OJICO「はやぶさ T シャツ」（エキュート東京）
右：東京ステーションホテルの夏の女性向け宿泊プラン

沖縄・九州地方から徐々梅雨明け宣言がされ、いよいよ夏本番が近くなりました。今回のニュースレターでは、帰省
の際に手土産としておすすめしたい東京駅グルメ＆スイーツ情報、そして東京駅直結の夏休みおでかけスポット情報
をご紹介します。
今回、東京駅限定人気「お土産スイーツ」売上ランキングを実施。東京ステーションシティ内の商業エリアが自信を
持って販売している定番のお土産スイーツを、ランキング形式で一挙にご紹介いたします。その他にも、新作のグルメ
＆スイーツや、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、東京ステーションギャラリーからは暑い夏にぴ
ったりの素敵な宿泊プランやディナー、イベントなどをご用意。今年の夏、おでかけ前にはぜひ東京駅にお立ち寄りく
ださい！
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【TOPICS 1. これぞ定番！東京駅限定人気「お土産スイーツ」売上ランキング】
東京ステーションシティエリア内にある各施設の東京駅限定人気「お土産スイーツ」売上ランキングを発表。東京駅
定番のお土産スイーツが勢揃いしました！

順位

商品名

税込価格

ショップ名

エリア

第１位
メープルバタークッキー ９枚入

1

メープルバタークッキー ９枚入

864 ザ・メープルマニア

グランスタ

2

銀のぶどうのチョコレートサンド
12枚入

1,080 銀のぶどう

グランスタ

3

東京かみなりや 8個入

1,062 東京かみなりや

京葉ストリート

4

東京ｼﾞｬﾝﾄﾞｩｰﾔﾁｮｺﾊﾟｲ 8個入

1,080 カファレル

グランスタ

5

スティックワッフル 10本入

1,388 ﾜｯﾌﾙ・ｹｰｷの店 ｴｰﾙ･ｴﾙ

グランスタ

6

東京レンガぱん

7

287 東京あんぱん豆一豆

エキュート東京

東京駅丸の内駅舎パッケージ
クッキー詰合せ 20枚入

1,857 東京ミルクチーズ工場

京葉ストリート

8

東京ばな奈ｶｽﾃﾗ「見ぃつけたっ」
8個入

1,134 ギフトばな奈八重洲南店

新幹線南のりかえ口改札前

9

ｵﾘｼﾞﾅﾙｱｿｰﾄ

1,944 フォルマ

グランスタ

とろとろ焼きカップチーズ 5個入

1,080 フロマージュ・テラ

京葉ストリート

10

￥864(税込)
（ザ・メープルマニア／グランスタ）
1 年間で約 600 万枚以上を販売する大人気
スイーツ。メープルの本場であるカナダ・ケ
ベック州産のメープルシュガーと発酵バター
を生地に練り込んで焼き上げたサクサクの
クッキーに、バターチョコレートをサンド。
焼きたてあつあつのパンケーキにバターと
たっぷりのメープルシロップをかけたような
芳醇な香りと味わいが特徴です。イメージキ
ャラクター「メープル坊や」が描かれたかわ
いいパッケージも好評です。

第２位

第３位

第４位

銀のぶどうのチョコレートサンド
12 枚入

東京かみなりや 8 個入

東京ｼﾞｬﾝﾄﾞｩｰﾔﾁｮｺﾊﾟｲ 8 個入

￥1,062(税込)

￥1,080(税込)

￥1,080(税込)

（東京かみなりや／京葉ストリート）
年間で約 8 万個を売り上げている人気商
品。米粉入りラングドシャで巻いたかみな
り様のツノの中に、クリームとナッツ＆ごま
の飴がけをトッピングした新東京土産。和
と洋、なつかしさとモダン、しょっぱさとあま
さ、さくさくとふんわり。
いままでにない素材や技の組み合わせが
ベストなバランスで一つになりました。

（カファレル／グランスタ）
イタリア・トリノの老舗チョコレートブランド
「カファレル」で人気のチョコパイ。2015 年
に同店の看板商品であるジャンドゥーヤチ
ョコレートの誕生 150 周年を記念して販売
開始し、瞬く間に年間 100 万個以上を売り
上げる人気商品となりました。
ジャンドゥーヤチョコレートの濃厚な味わい
とリッチな香り、はらりとほどける軽い食感
が特徴。洗練されたパッケージデザインも
お土産に最適。

（銀のぶどう／グランスタ）
最大で 1 日に 5 万枚以上が売れた人気の
東京駅限定スイーツ。
独自開発したハードクリスピーなチョコレー
トナッツ生地に、なめらかにとけるミルクシ
ョコラとホワイトショコラをはさんだチョコレ
ートサンド。ハート模様のかわいいビジュ
アルも人気です。
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第５位

第６位

第７位

スティックワッフル 10 本入

東京レンガぱん

￥1,388(税込)

1 個 ￥287(税込)

東京駅丸の内駅舎パッケージ
クッキー詰合せ 20 枚入

（ﾜｯﾌﾙ・ｹｰｷの店 ｴｰﾙ･ｴﾙ／グランスタ）
スティック状のワッフルにチョコをかけ、華
やかにデコレーションしました。さくさく、しっ
とりの不思議な食感をお楽しみいただけま
す。おいしさはもちろんのこと、キュートな
ルックスや、かわいらしさの中にも上品さを
表現したパッケージも人気です。

（東京あんぱん豆一豆／エキュート東京）
最大で一日約 4,400 個を売り上げた、
“東京駅”の文字が印されている、駅舎
のレンガをモチーフにした「エキュート東
京限定」あんぱん。中にはこしあんと、コ
クのある特製ホイップクリームが入って
おり、お土産売上 NO.1 商品。

￥1,857 (税込)

第８位

第９位

第１０位

東京ばな奈ｶｽﾃﾗ「見ぃつけたっ」
8 個入 ￥1,134(税込)

オリジナルアソート

とろとろ焼きカップチーズ 5 個入

￥1,944(税込)

￥1,080（税込）

（ギフトばな奈八重洲南店）
2016 年 12 月発売にもかかわらず、堂々の
ランクイン！
カステラ職人代々がみがき抜いてきたおい
しさを、こんなにきれいなバナナの形にくり
抜きました。ざらめ糖に香り立つバナナの
風味がほのかです。

（フォルマ／グランスタ）
チーズケーキ専門店「FORMAS」で人気の
チーズケーキが 6 ピースのアソートになっ
ています。
グランスタ限定の「完熟チーズケーキ」や
ワインに合わせたい濃厚な「エメンタール」
など、それぞれに味わいが違う 6 種が楽し
めるグランスタ限定のセットです。

（フロマージュ・テラ／京葉ストリート）
コクのあるチーズの旨みとさっくりとした
チーズタルトの生地が絶妙な新食感のチ
ーズタルト。店内厨房で焼き上げる焼き
立ては、見逃せない美味しさです！

＜対象商品＞
・ 今回のランキングは「東京駅限定」の「お土産スイーツ商品」を対象
＜対象商品の売上集計期間＞
・ 2016 年 4 月～2017 年 3 月
＜本ランキング紹介の際の表記＞
「東京ステーションシティ運営協議会調べ」
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（東京ミルクチーズ工場／京葉ストリート）
人気のソルト＆カマンベールクッキーと蜂
蜜＆ゴルゴンゾーラクッキーの各 10 枚入
りセットを、東京駅丸の内駅舎限定パッケ
ージで包みました。

【番外編～まだまだあります！東京駅の新作・手土産～】

マチュア ￥1,400(税込)

ゆず塩かりんとう ￥370 (税込)

和ラスク 10 枚入 ￥650(税込)

（ヒトツブカンロ東京 GRANSTA
／グランスタ）
熟成された本物のお酒を配合した、贅沢
で濃厚なプレミアムグミです。それぞれ
のお酒の味が引き立つよう絶妙な配合
により実現した、深い味わいを感じられ
る新しいグミ。コニャック、アマレット、赤
ワインの 3 種類が 6 月末より発売中。

（日本橋錦豊琳／グランスタ）
7 月～8 月の期間限定＆グランスタ限定
での販売。豊かな香り、ゆず独特の風味
とジューシーな甘さが楽しめるかりんとう
です。

（和楽紅屋／エキュート東京）
和三盆、黒糖、三温糖を使用した上品な
甘さの人気ナンバーワン商品の「和ラス
ク」に、東京駅舎が描かれた、エキュート
東京限定パッケージが登場。
※駅舎パッケージは、10 枚入りのみの
ご用意となります。

東京百年物語-焼きキャラメル10 個入り ￥1,625(税込)

とうもろこし＆バター

（ティラミス スペシャリテ シーキューブ
／エキュート東京）
エキュート東京、羽田空港等販売店限定
商品。シーキューブと森永製菓のタイア
ップした本商品は、しっとり・ふんわりと
焼き上げた生地に「森永ミルクキャラメ
ル」の味わいをイメージしたソースをひと
つづつ丁寧にしみこませています。

１袋 15ｇ×4 袋 ￥432（税込)
（かぶきあげトーキョー／エキュート東京）
エキュート東京限定商品。歌舞伎揚＝醤
油のイメージを覆す、様々なフレーバーの
歌舞伎揚が登場。新発売は、東京駅の赤
レンガパッケージの箱に入った、食べやす
いサイズの歌舞伎揚。
甘みの強いスイートコーンと芳醇な香りの
バターミルクパウダーを加え、北海道の恵
みをギュッと詰め込んだ、ほっこりとする
味わいです。
※8/7～8/20（イベントスペース旬）

ＮＹ ＰＥＲＦＥＣＴ ＣＨＥＥＳＥ
8 個入 ￥1,080(税込)
（ＮＹ ＰＥＲＦＥＣＴ ＣＨＥＥＳＥ／東京駅
南通路）
東京駅限定商品。世界中から集めた素
材を吟味し作りあげた新東京土産。ゴー
ダチーズがほんのり香るチュイールに、
ミルククリームとチーズに見立てたスティ
ックをはさみました。

バターサンド 10 個入

はやぶさ T シャツ

在来線キーホルダーチャーム

￥1,500(税込)※
（ＰＲＥＳＳ ＢＵＴＴＥＲ ＳＡＮＤ／東京駅
南通路）
東京駅限定商品。連日行列がたえない
ほどの人気で、北海道産のフレッシュバ
ターをたっぷり使い、バターそのものの
味わいを楽しめるよう研究開発したバタ
ーサンドクッキーです。

こどもサイズ ¥3,456（税込）～

各種 ¥1,260（税込）

／おとなサイズ ¥5,184（税込）～

（ビスコッティ トーキョウ デザイン／

（OJICO／エキュート東京）
はやぶさの新作 T シャツが、OJICO 全店に先
駆け、エキュート東京先行販売。新幹線「はや
ぶさ」のスピード感を、表現しました。
※7/31～8/27（イベントスペース粋）

エキュート東京）
両面プリントのレザー製チャームは、
旧車両と新車両の 2 つの表情を楽し
めます。サイドは、各車両と同色のコ
バ塗りです。

※価格改定に伴い 8 月 1 日から¥1,700（税
込）になります。

※7/22 から販売開始
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ガレットリモーネ

揚げまんじゅう

8 個入 ¥1,188 (税込)／16 個入 ¥1,998（税込）

15 個入 ¥1,782 (税込)

（ヌフヌフ／エキュート東京）
ころんとまあるいガレットを、さっぱりレモン味に焼き上げました。爽や
かでほんのり黄色いガレットは 夏にピッタリのおいしさです。隠し味に
入れたフランス・ゲランドの塩が シチリアレモンの味を引き立てていま
す。東京駅丸の内駅舎限定のパッケージでおたのしみください。
※7/24～8/20（イベントスペース：チーズケーキスタジオ）

（御門屋／京葉ストリート）
冷やしても美味しい季節限定、｢夏の揚まんじゅ
う｣が入った 3 種（こしあん、ごま、夏（ゆず））詰
め合わせ。東京駅駅舎限定パッケージ。

【TOPICS 2. 夏にぴったり！「東京駅夏グルメ＆スイーツ」情報】
暑いこの季節にぴったりな、東京ステーションシティおすすめのグルメ＆スイーツ情報をお届けします！！

【ひんやりスイーツ】

アイスクリーム スモールダブル
チョコレート＆フランボワーズ（コーン）

マンゴーパッションサンデー

¥648(税込)

（フェアリーケーキフェア/グランスタ）
夏季グランスタ限定商品。ソフトクリー
ムの上からおしみなくかけられた、果肉
たっぷりの自家製マンゴーパッションソ
ースが、夏のムードを盛り上げます。
※8/1～8/30 期間限定で販売

（ピエール マルコリーニ／グランスタ）
ピエール マルコリーニ人気 No.1 フレーバ
ー。濃厚で香り高く完成された味わいの「チ
ョコレート」と、ラズベリーの酸味と甘み、ほ
のかな苦味が大人の味を醸しだす「フラン
ボワーズ」をダブルで。

角過滴の夏セット

¥1,890 (税込)

（鳴門金時本舗 栗尾商店／グランスタ）
蒸かしたお芋を蜜づけにした、カラメル風
味の「角カラメル」。のりごまがふんわり香
る芋きんつば「渦ののりごま」。緑茶を練り
込んだ芋ようかん「滴緑茶」。東京駅限定
の味を詰め合わせた 3 点セットです。

¥600(税込)

マンゴーパフェ ¥480(税込)
（小岩井農場／エキュート東京）
しぼりたての風味にとことんこだわった
小岩井農場の生乳を使用した人気のソ
フトクリームに、期間限定でマンゴーソ
ースをあわせたパフェが登場。
エキュート東京店限定。
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（左）ジェラティーナ・ディ・マンゴー
（右）ジェラティーナ・ディ・カッフェ
￥540(税込)
（カファレル／グランスタ）
（左）なめらかな口どけのマンゴープリンと色
鮮やかなブラッドオレンジのジュレに、ビター
チョコレートガナッシュを忍ばせた、夏限定
のドルチェ。
（右）コーヒーゼリーにアマレットが香るパン
ナコッタ。ジャンドゥーヤチョコレートガナッシ
ュのふくよかな香りと余韻を楽しむ夏限定の
ドルチェ。

伊豆大島の塩キャラメルクレミア
ソフトクリーム ¥650(税込)
（ヒントインデックスブック／
エキュート東京）
エキュート東京限定商品。パリパリとした
キャラメルソースに歯ごたえを感じる塩が
かかり、クレミアの甘さを引きたてます。暑
い日にピッタリ。

【夏グルメ】

東京駅グランスタ限定
牛肉グリル＆すきやき重￥1,620（税込)
（アールエフワン・いとはん／グランスタ）
人気の「牛肉グリル・バルサミコソース重」と
「黒毛和牛のすきやき重」の両方が一度に楽
しめる、お肉好きにはたまらないお弁当。夏
にぴったりの、スタミナ満点の一品です。

群馬県産茄子と
特製ジンジャーバーベキューソースの
ハンブルグステーキ夏の贅沢弁当
￥1,280（税込)
（つばめグリル／エキュート東京）
エキュート東京限定商品。みずみずしい群馬
県産の茄子を丸ごと一本素揚げにしていま
す。夏にぴったりの酸味を加えた甘辛いバー
ベキューソースを、店内厨房で焼き上げた
140ｇの大きなハンブルグステーキにかけて
仕上げました。
※7/31～8/20 期間限定販売

五色ちらし ￥1,300（税込)

神戸牛のカレーパイ ￥345（税込)

（築地寿司清／グランスタ）
グランスタ限定商品。店内ではお召し上
がりいただけない「うなぎ」を、脂ののった
「鯵」のたたき、「鮪」「イクラ」、「錦糸卵」と
ともに盛り合わせた、ちょっぴり贅沢な夏
限定のお弁当です。

（神戸牛のミートパイ／グランスタ）
最高級の神戸牛を使った、とびきりスパイ
シーなパイが登場。お肉の旨味をたっぷり
含んだタマネギと刻みゆで卵でできたフィリ
ングが、美味しさに深みをもたらします。

夏の柿の葉寿し〜涼やか〜

山芋とろろと夏野菜マリネの
冷やしたんたん ￥1,120（税込)

￥980（税込)
（若廣／京葉ストリート）
若廣の定番の３種それぞれの素材に、涼
やかな風味をプラス。焼き鯖〈赤しそ風
味〉、しめ鯖〈ゆず風味〉、ます〈レモン風
味〉で仕上げ、暑い夏でもさっぱりと食べ
られる夏季限定商品です。

『夏の地中海フェア』
7 月 10 日（月）～8 月 31 日（木）
（パパミラノ サピワタワー店）
オマール海老！カニ！！カジキマグロ！！！
魚介を使った料理が盛りだくさん。
グラスワイン 9 種￥340～ シチリアレモンサワー￥390
夏季限定ドリンクもたくさん御用意しております。
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（T's たんたん／京葉ストリート）
山芋とろろの食感が特製冷やしたんたんス
ープを引き立てます。夏野菜マリネが彩るち
ょっと贅沢な一品です。

【TOPICS 3. 東京駅直結エリアで楽しめる！夏限定おでかけスポット】
東京駅構内だけでなく、駅直結で楽しめるおでかけスポットをご紹介します。

▲東京ステーションホテル
東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルでは、2017 年 6 月から 8 月までのサマーシーズンに、
陽光降り注ぐ夏を爽やかに・涼やかに楽しむお料理やスイーツ、カクテルをご用意いたします。

モヒートカクテル （バー＆カフェ〈カメリア〉）
夏の定番カクテル・モヒート。カメリアからは人気ハーブのパ
クチーをふんだんに使ったモヒートや生姜＆オレンジのモヒ
ートなど、夏を涼やかに彩るモヒートが登場します。
・生姜とオレンジのモヒート 1,650 円
・ダブルパクチーモヒート

1,650 円

・巨峰のモヒー

1,900 円

・蜂蜜と柚子のモヒート

1,900 円

・マンゴーのモヒート

1,900 円

(いずれも税込サ別)
期間： 8 月 1 日(火)～9 月 30 日(土)
時間： 11:30～23:30 L.O.
お問い合わせ： 03-5220-1951(カメリア直通)

夏の女性向け宿泊プラン
「ベジタブルフレンチディナー＆ボディトリートメント付き
宿泊プラン」
東京ステーションホテルに、女性向けの夏の宿泊プランが登場。
旬の野菜と果実をふんだんに使った、本プラン限定のディナーコ
ースと、「SPA TOKIONE」でのボディトリートメントがセットに。暑い
時期にも食べやすい、野菜中心の軽めのお料理をお楽しみいた
だき、英国のラグジュアリースパブランドの ELEMIS(エレミス)を使
ったトリートメントでリラクゼーションへと誘います。
体力が落ち気味な夏に、カラダの内外をリセットするひとときはい
かがでしょう。
期間： 7 月 1 日(土)～9 月 30 日(土)
予約方法：
ホテル HP から予約を受付中
http://www.tokyostationhotel.jp/plans/vegetable/
料金： 1 室 2 名様 89,468 円～
(消費税･サービス料込、宿泊税別)
特典：
・レストラン「ブラン ルージュ」のベジタブルフレンチディナーコース
・「SPA TOKIONE」のボディトリートメント 40 分コース(温浴利用付)
・ゲストラウンジ「アトリウム」の朝食ブッフェ
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▲ホテルメトロポリタン丸の内
27 階の Dining&Bar TENQOO では、7 月 1 日より夏バージョンの「サマーアフタヌーンティー」を販売いたします。

「サマーアフタヌーンティー」/『Ｄｉｎｉｎg＆Bar TENQOO』
【期間・提供時間】
2017 年 7 月 1 日（土）～9 月 30 日（土）
14：30～17：00 or 15：00～17：00
【店舗名】
ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOO（テンクウ）
【提供メニュー】※赤字部分が期間限定メニューです
「サマーアフタヌーンティー」3,800 円（税・サービス料込）
～Afternoon Aperitif～
サマーノンアルコールカクテル「Breeze（ブリーズ）」
～Plate～
TENQOO 特製フォアグラのブリュレ／アボカドとフルーツトマトの
ガトー仕立て／オープンサンド／ 厚切りベーコンとモッツアレラ
チーズのトルティーヤ／ 豆乳のタルトオニオン
～Afternoon Wagon～
スコーン 2 種（プレーン・パルメザンチーズ）クロテッドクリーム添
え／ プティガトー／プティフール
～Stick Pie～
スティックパイ 2 種（胡麻・ハーブ＆チーズ）
～Glass Dessert～
サマーグラスデザート

「Tropical Sound（トロピカルサウンド）」

※お飲物は約 20 種類のメニューよりお好きなものを 1 杯づつ、
お好きなだけお召し上がりいただけます。
※メニューは仕入状況等により変更となる場合がございます。
予めご了承下さい。

【東京ステーションギャラリー】
没後 40 年 幻の画家 不染鉄展
不染鉄(本名哲治、のち哲爾。鐵二とも号する）は、稀有な経歴の日本画家
です。これまで美術館で開かれた回顧展は、21 年前の唯一回だけ。画業の
多くは、謎に包まれてきました。
東京初の回顧展となる本展では、代表作や新たに発見された作品を中心
に、絵はがき、焼物など約 120 点を展示し、日本画家としての足跡を、改め
て検証するとともに、知られざる不染鉄作品の魅力を探ります。
会期：2017 年 7 月 1 日（土）～8 月 27 日（日）(会期中一部展示替えあり)
【休館日】

月曜日（7 月 17 日は開館）、7 月 18 日

【開館時間】 10:00 － 18:00
※金曜日は 20:00 まで開館。入館は閉館 30 分前まで
【入館料】

一般 900（800）円 高校・大学生 700（600）円 中学生以下無料

※（ ）内は 20 名以上の団体料金
※障がい者手帳等持参の方は 100 円引き（介添者 1 名は無料）
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▲グランスタ
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 28 日（水）に第 3 期開業し、そして新たに、東京駅に総
席数約 250 席の新グルメゾーンが誕生。「グランスタ丸の内」･「グランスタ」新エリアの第 4 期開業(グランドオープ
ン)が 8 月 30 日（水）に決定しました。東京駅構内最大級の飲食店、”食べる、買う、学ぶが全て揃ったイタリア

ンフードマーケット”「イータリー」や、物販・飲食・試飲コーナーを揃え、物販店としては全国最大規模でエキ
ナカ初出店となる「茅乃舎」、「mango tree」による新ブランドのパッタイ専門店などがオープンします。

mango tree

茅乃舎

イータリー

のもの

第 4 期開業エリア 内観イメージ

第 4 期開業エリア 内観イメージ
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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

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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