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2017年9月21日（木）
東京ステーションシティ運営協議会

もうすぐ秋本番！
東京駅でしか楽しめない、「エキナカ・○○の秋」

【NEWS LETTER 2017 Vol.7】

～１０月１４日（土）は“鉄道の日”。鉄道ファンにはたまらない、様々なイベントを今年も開催～

左：煮炊き屋本舗 まつおか 「季節の二段弁当（秋の味覚） 」（グランスタ）／中央左：東京あんぱん 豆一豆「栗豆我儘褒美」（エキュート東京）
中央右：フロマージュ・テラ「とろとろ焼きカップチーズ ハロウィン」（京葉ストリート）
右：ブラン ルージュ「シェフのスペシャリテ パテ・アンクルート」プレゼント（東京ステーションホテル）

夏も終わりが近づき、秋シーズン到来。「食欲の秋」や「行楽の秋」など、秋ならではのコンテンツはぜひチェックしたい
ところ。そこで今回は、秋の東京駅でしか楽しめないオススメ情報を掲載。紅葉狩りなどのお出かけにピッタリのお弁当
や、栗・柿などをふんだんに使用したスイーツ、そして東京ステーションホテルでは、開業102周年を記念したスペシャル
メニューをご提供します。“きのこの秋”“スイーツの秋”、そして“プレミアムな秋”とジャンルを分けてご紹介します。
また来月10月14日（土）は、鉄道の日。東京駅及び周辺エリアでも、鉄道の日に関連した様々なイベントが予定されて
います。年に一度しかないこの機会にぜひ、東京駅までお越しください。
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Topic １.もうすぐ秋本番！東京駅でしか楽しめない、「エキナカ・○○の秋」
秋の味覚の代表格である食材、きのこ。今回は“きのこの秋”と題し、東京駅限定のお弁当を厳選して掲載。その
他、秋の東京駅でしか楽しめないオススメ情報を、“スイーツの秋”、“プレミアムな秋”とジャンルを分けてご紹介
します。
【NEWS LETTER 2017 Vol.7】

【きのこの秋】

季節の二段弁当（秋の味覚） ¥1,490（税込）
（煮炊き屋本舗 まつおか / グランスタ）
旬食材オンパレードの2段弁当。1段目は、ゆり根、銀杏、
しめじなどを炊き上げた季節限定の炊き込みご飯。2段
目にも、秋ならではの素材を使ったおかずがぎっしり！
販売期間：～10月中旬まで

松茸おこわ弁当 ¥1,080（税込）
（おこわ米八 / グランスタ）
相性抜群の刻み揚げと銀杏を一緒に炊き込んだ松茸おこわは、毎
年この時期の人気商品。くわい入り肉団子、玉子焼き、煮物など自
慢のおかずもたっぷりと入っています。
販売期間：～10/31（火）まで／各日限定20個

きのこのまぜご飯のハンブルグステーキ弁当 1折¥1,100（税込）
（つばめグリルデリ/ エキュート東京）※エキュート限定
旬のきのこのまぜご飯と、人気のハンブルグステーキ。秋の味覚を存分に
楽しめる期間限定のお弁当です。秋旅のお供にぜひ。
販売期間～9/30(土)／各日限定50個

きのことモッツァレラチーズのしゃぶかつ弁当 1折¥1,150（税込）
（平田牧場/ エキュート東京 限定）
旬の舞茸、しめじと、モッツァレラチーズを三元豚のモモの薄切り
肉で包んだかつと、ヒレかつが入った、季節を感じるお弁当です。
販売期間～10/31(火)

【スイーツの秋】

マロンチーノ 1個 ¥648（税込）
（カファレル／ グランスタ）
ヘーゼルナッツの香り高いチョコレー
ト「ジャンドゥーヤ」のブリュレに、キャ
ラメルクリーム、マロンペーストをたっ
ぷりと合わせ、大きくカットした栗で包
んだ、栗の旨味を存分に味わえるドル
チェです。
販売期間～11/30（木）

シーキュービック ジャポネ
1個 ¥540（税込）
（ダロワイヨ/ グランスタ限定）
人気のキューブ型シュークリームに秋
限定の抹茶味が登場！ふわっふわの
宇治抹茶のクリームと小豆の芯の部分
だけを使った「むきあん」のハーモニー
が美味です。

季の咲―ときのえみ―
18袋入り ¥980（税込）
（富士見堂/ グランスタ）
厳選された国産素材を使用し、職人
の手で丁寧に仕上げたこだわりのお
せんべい。秋の味である「さんま七
味」、「ロイヤルミルクティ」を含む9種
をアソートしました。
販売期間～11/1（水）

販売中 限定300個（無くなり次第終了）
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匠のあんチーズタルト モンブラン
1個￥300（税込）/6個￥1,800（税込）
（和楽紅屋 / エキユート東京 限定）
国産クリームチーズと、北海道産小豆のあ
んを使用したチーズタルトの上に、愛媛県
産和栗のクリームを絞りました。
※アルコール微量使用（香りづけ程度）
販売期間：～10月上旬
各日限定60個

（左）栗豆我儘褒美 （右）栗豆褒美
（左）￥1,540（税込） （右）￥360（税込）
（東京あんぱん 豆一豆/ エキュート東京 限定）
もちもちとした生地でたっぷりの栗ペーストと大納言を
包んで焼きあげた、ワンランク上のあんぱん。上品な
甘みで人気の商品は、期間限定で重さ約4倍!!の「栗
豆我儘褒美」が登場。
※「栗豆我儘褒美」のみ9/25(月)～10/6(金)限定
（栗豆我儘褒美のみ各日限定1個）

栗のモンブランティラミスL
￥1,620（税込）
（ティラミス スペシャリテ シーキューブ）
北海道産マスカルポーネを使用したティラ
ミスクリームと濃厚な渋皮栗の風味が広が
るマロンクリームをあわせました。
販売期間：～11月末予定
各日限定5個

【プレミアムな秋】 （東京ステーションホテル）
11月2日(木)のホテル開業102周年を記念し、各レストラン＆バーにスペシャルメニューが登場します。
10 月3日（火）-10月9日（月・祝）・11月2日（木）-11月5日（日）の2期間で開催

プレミアム朝食ブッフェ
ゲストラウンジ〈アトリウム〉
期間限定でご宿泊以外の方でもお召し上がりいただけます。
フランス産の高級エシレバターをふんだんに使ったプレーンオムレツや、トリュ
フが入ったふわとろのスクランブルエッグ、高知仁淀川の清流で育った国産鰻
のお料理など、3品のスペシャルメニューが期間中ブッフェに加わります。グラ
スシャンパーニュを傾けながら、贅沢な一日のはじまりをじっくり味わえます。
期間： 10月3日（火）-10月6日（金）、11月2日（木）
予約可能時間： 7:00-9:00（入店時刻）
価格： 6,000円（税サ込） *グラスシャンパーニュ付
お問い合わせ： 03-5220-0514（アトリウム直通） *要予約

シェフのスペシャリテ
パテ・アンクルート プレゼント
レストラン〈ブラン ルージュ〉

ル・レクチエのフレンチトースト
〈ロビーラウンジ〉

この時期だけのシビエ、フォワグラ、黒トリュフを贅
沢に使ったシェフ自慢の逸品。季節のディナーコー
ス〈ムニュオートンヌ〉を予約した方に一皿プレゼン
トします。ご予約先着12名様！

高級西洋梨のル・レクチエをふんだんにトッピン
グした、プレミアムなフレンチトースト。西洋梨の
自家製コンディメントを合わせて、甘く芳醇な味
わいを楽しめます。

期間： 10月3日（火）‐10月9日（月・祝）・
11月2日（木）‐11月5日（日）
時間： 17:30‐21:00Ｌ.O.
価格： ディナーコース 15,800円（税込・サ別）
お問い合わせ： 03-5220-0014（ブラン ルージュ直通）

期間： 10月20日（金）-11月20日（月）
時間： 11:00～Ｌ.O.
*入荷状況により販売期間が変更になる場合あり
価格： コーヒーor紅茶付 3,180円（税込・サ別）
お問い合わせ： 03-5220-1260（ロビーラウンジ直通）

“102年の味”1915年のアルマニャックを
開けます バー〈オーク〉
ホテル開業年と同じ年に造られた、フラン
スの老舗ブランデーメーカーの「バ ザル
マニャック バロン・ド・リュストラック 1915」。
この秘蔵の1本を、満を持してご提供いた
します。
まさに“歴史の味”です。
期間： 10月3日（火）‐10月9日（月・祝）・
11月2日（木）‐11月5日（日）
時間： 17:30‐23:30Ｌ.O.
価格： 1ショット（30ml） 8,500円（税込・サ別）
*アルマニャックチョコ付
お問い合わせ： 03-5220-1261（オーク直通）
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【番外編～ハロウィングルメ】

ハロウィンBOX
４個入り¥1,850（税込）
ベイクドハロウィン 5個入り￥1,500（税込）
（フェアリーケーキフェア/ グランスタ限定）
見ても食べても楽しい、ハロウィンの仮装を
したカップケーキ。ひと口サイズの5個入りは
オレンジ風味のチョコケーキです。（アルコー
ル使用無し）
販売期間9/30(土)～10/31(火)

とろとろ焼きカップチーズ ハロウィン
1個¥324（税込）/6個￥1,944 （税込）
（フロマージュ・テラ/ 京葉ストリート限定）
好評のとろとろ焼きカップチーズにパンプキ
ンクリームをディップしてハロウィンピッグで
にぎやかに（アルコール使用無し）。
販売期間10/16(月)～10/31(火)

ハロウィンチョコレートバー
アップルキャラメル 45ｇ ¥540（税込）
パンプキン 40ｇ￥540（税込）
（マルシェ ド ショコラ/ グランスタ）
ビスケットやフィアンティーヌ、ドライフルーツ
をチョコレートの中に閉じ込めた、ザクッと食
感が楽しい、ハロウィン仕様の割れチョコ。
（アルコール使用無し）
販売期間9/30(土)～10/31(火)
※なくなり次第販売終了

かぼちゃのモンブラン 1個¥500（税込）
（柿の木坂 キャトル/ 京葉ストリート）
ハロウィン限定おばけになったかぼちゃのモ
ンブラン。さくさくのタルト台にやさしい甘さの
かぼちゃクリームのモンブランです（アルコー
ル使用有り）。
販売期間10/16(月)～10/30(月)

ハロウィン上生菓子 2個入り￥800（税込）
（三原堂本店/ グランスタ限定）
明治10年創業の老舗和菓子店の熟練の職
人が一つひとつ手作りした、愛らしい上生菓
子。かぼちゃの練切とおばけの雪平の2種を
セットで。（アルコール使用無し）
販売期間10/27(金)～
※なくなり次第終了

ハッピーハロウィン
わさび¥250（税込）/エビチリ¥250（税込）/
金時¥210（税込）
（おむすび 百千/ 京葉ストリート）
かぼちゃのおばけをモチーフに赤、緑、黄を
イメージした具をおむすびにしました。
販売期間10/16(月)～10/31(火)
各日限定各30個

選んで！撮って！食べて！楽しむハロウィン期間限定ディナー 「ハロウィンディナープラン」販売（ホテルメトロポリタン丸の内）
「2ドリンク付ハロウィンディナープラン」 1名様6,000円 （税サ込）
・ドリンク2杯
（スパークリングワイン、生ビール、赤・白ワイン、ソフトドリンクよりお好みで2杯選べます）
・選べるハロウィンディナーコース *内容は下記に記載

「スパークリングワインフリーフロー付ハロウィンディナープラン」1名様7,000円 （税サ込）
・スパークリングワインフリーフロー
（アルコールが苦手な方にはソフトドリンクにて対応します）
・選べるハロウィンディナーコース *内容は下記に記載
*選べるハロウィンディナーコース内容（全8品）
【アミューズ ブーシュ】
【ひと口ムース】ポティロンムース（かぼちゃのムース）
【オードヴル】「天使の海老のレース揚げ」等4種より選べます
【スープ】スープ・ド・ポティロン（かぼちゃのスープ）
【メインディッシュ】「会津地鶏もも肉の炭火焼き 和ソースと洋ソースのコラボレーション」
など3種より選べます
【アヴァンデセール】
【デザート】ハロウィンデザートプレート
【プティフール】
【スペシャルティコーヒー】

ハロウィンディナーイメージ

販売日時： 10月1日（日）‐10月31日（火） 17:00‐22:00
販売場所： ホテルメトロポリタン丸の内 Dining＆Bar TENQOO（テンクウ）
ご予約： お電話（03－3211‐0104 テンクウ直通）またはHP（http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/）にて受付
ご予約特典： ご予約先着50組にハロウィンのフォトプロップスをプレゼント

フォトプロップスイメージ
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Topic ２. １０月１４日は鉄道の日！
1872（明治5）年10月14日、新橋～横浜間に日本初の鉄道が開通したことから、10月14日は「鉄道の日」と制定。鉄
道事業者、関係団体、国などは「鉄道の日実行委員会」を組織してさまざまな行事を実施しており、東京駅及び周辺
エリアでも「発見！てくてくきっぷ旅」 「東京鉄道祭2017」などのイベントが開催され、多くの鉄道ファンで賑わいます。
ここでは、お土産におすすめの鉄道関連アイテムをご紹介します。

【鉄道関連アイテム】
▼エキュート東京
在来線キーホルダーチャーム（ビスコッティ トウキョウデザイン）
エキュート東京限定、両面プリントのレザー製チャーム。
オモテは｢旧車両｣・裏は｢新車両｣と2 つの表情を楽しめます。
そして革の断面部分(サイド)は、山手線は緑、京浜東北線は青…と、
各車両と同色のコバ塗りのこだわりが光る、本革のおしゃれな鉄道アイテムです。
①山手線 ②京浜東北線 ③中央線
各 1,296円(税込)
※エキュート東京限定
※ネットでエキナカ実施中
http://www.net-ekinaka.com/shop/g/gSRTYFAGD0038-TSP5001/
http://www.net-ekinaka.com/shop/g/gSRTYFAGD0039-TSP5001/
http://www.net-ekinaka.com/shop/g/gSRTYFAGD0040-TSP5001/

新幹線小紋（濱文様）
北陸新幹線「かがやき」「はくたか」のE7系、秋田新幹線「こまち」のE6系、
東北新幹線の「はやぶさ」「はやて」のE5系が描かれています。
プチギフトに、普段使いにも最適な鉄道グッズです。
（左）てぬぐいのはんかち「新幹線小紋」 540円（税込）
（右）Tenuguiたおる新幹線小紋 648円（税込）
※エキュート限定

▼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オリジナル電車柄ミニトートバッグを
販売致します。
日時：10月7日（土）～9日（月・祝）10:00～14:00
場所：ホテルメトロポリタン丸の内27階ロビーにて
（東京駅日本橋口直結サピアタワー27階）
価格：1枚1,000円（税込）
数量：1日当たり限定100枚

◆トレインビュールームのご紹介
日時：10月9日（月・祝）14:00‐14:40
※限定20名様 13:30～27階ロビーにて受付順に整理券配布

▼京葉ストリート

ウェルカム☆ＴＯＫＹＯ３個セット
1,580円（税込）
シレトコドーナツ

クッキー詰合せ20枚入駅舎限定
パッケージ 1,857円（税込）
東京ミルクチーズ工場

東京駅丸の内駅舎の歴史や風格が
感じられる赤レンガをイメージしたデ
コレーションドーナツ。インパクトのあ
る3個セットです。

人気のチーズクッキー２種を詰合せ。
東京駅丸の内駅舎のパッケージで
包んでいるので、お手土産にも最適。

かがやき1100E 890円（税込）
おむすび 百千
お子様が大好きなおかずがギッシリ詰
まった楽しい新幹線のお弁当です。
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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）
▼東京ステーションホテル
肉企画「ＭＥＥＴ ＭＥＡＴ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ」 第3弾はシビエ！
バー＆カフェ＜カメリア＞

“文豪セット”やブックカバーが特典に。
「人気のホテルオリジナルグッズ付き宿泊プラン」

秋の「ＭＥＥＴ ＭＥＡＴ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ」料理集合

「様々な肉料理をシェアして楽しむ」がコンセプトの肉プロモーション
第3弾。赤みの美味しさを味わう上州牛ステーキや鮮魚も合わせた
トリオプレートのほか、期間限定で“シビエ”の丹波産仔猪肉の料理
が登場します。くせがなくて柔らかい仔猪肉を相性のいい自家製味
噌だれで味付け。シビエ初体験の方でも気軽にお試しいただけます。
期間： 9月1日（金）-11月30日（木）
時間： 17:00‐23:30Ｌ.O.
価格： 上州牛（ランプ・イチボ）ステーキ250g
3,980円
トリオプレート（赤身ステーキ・赤海老・鮮魚） 3,680円
仔猪ロース肉の味噌漬 黒七味風焼
2,980円
*仔猪肉は10月13日（金）-11月30日（木）予定
*いずれも税込サ別
お問い合わせ： 03-5220-1951（カメリア直通）

登場以来多くのお客様にお求めいただいている『文豪セット』に、オ
リジナル絵葉書セットとロゴ入りのブックカバーが付いた宿泊プラン
を用意いたしました。松本清張などの文豪に愛されたstoryを込めた
「文豪セット」は、原稿用紙をモチーフにしたメモ用紙とロゴ入りボー
ルペン、バゲッジステッカー2種の4点がセットになっています。お部
屋でゆっくり読書をしたり、大切な方へのメッセージをしたためてみ
たり・・・。
ホテルで思い思いの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
期間： 10月1日（日）-11月30日（木）
料金： 1室2名様 47,968円～（消費税・サ―ビス料込、宿泊税別）

▼シャガール 三次元の世界
東京ステーションギャラリー
平面と立体の境界 絵画・彫刻・陶器を170点展示
彫刻家シャガール？
画家、版画家として著名なマルク・シャガールですが、晩年に多くの彫刻を制作していたこと
はあまり知られていません。シャガールが彫刻制作を始めたのは1951年、すでに63歳に
なっていました。この時点で、ブランクーシやジャコメッティといった彫刻家たちによって、ま
たピカソやマティスなどの創意に富んだ彫刻作品によって、20世紀彫刻の造形言語は大きく
書き換えられていました。しかしシャガールは、さまざまな新しい試みを知らないかのように、
全く独自の、他のどんな20世紀彫刻とも似ていない作品を創り出します。
会期： 9月16日（土）-12月3日（日）
開園時間： 10：00-18:00(金曜日は20:00まで 入館は閉館の30分前まで)
休館日： 月曜日（9/18、10/9は開館）、9/19(火)、10 /10（火）
入館料： 一般1,300円/高校・大学生1,100円/中学生以下無料
*20名以上の団体は、一般800円、高校・大学生600円
*障がい者手帳等持参の方は100円引き（介添者1名は無料）

▼エキナカ自販機のアキュア
ＪＲ東日本のエキナカ自販機に「すっきり飲みやすい果汁30%のラ・フランス」登場！
手軽に＆ジューシーに、秋の味をご堪能ください
ジョナブレンド、王林、ふじなどの＜青森りんご＞シリーズ、ちょっぴりリッチな味わいが毎年
人気の「福島あかつき桃」など、アキュアメイドには季節によりさまざまなフルーツ飲料のライ
ンアップが充実。そのニューフェイスとして登場したのが「すっきり飲みやすい果汁30%のラ・
フランス」。使われている果実は、収穫してから「追熟」という「寝かし」期間を経て熟成させた、
フルーツ本来の独特の甘みがググッと増した果実のみ！ そんな“ちょっぴり特別”な“旬の
味”が、アキュアの自販機にお目見えです。さわやかですっきりとした甘みと香り、ぜひこの
季節にお試しください。
商品名： すっきり飲みやすい果汁 30％のラ・フランス
価格： 140円（税込）
容器・容量： 280ml ペットボトル
販売箇所： JR東日本のエキナカ飲料自販機のacure <アキュア>
JR東日本ウォータービジネス通信販売（http://www.acure-fun.net/online/）等
発売日： 12月末頃まで販売 ※売切れ次第終了
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▼PEAK! AOMORI～収穫の秋、青森～
エキュート東京
りんごの産地として知られる青森県。青森には、秋に旬を迎える味覚がいっぱい！さっぱりとした甘さ、喉ごし、食感が新しい青森
米「青天の霹靂」の新米が10月7日に発売されることにあわせ、エキュート東京では、青森県の秋の味覚・おいしさのピークをご紹
介します。あなたのまだ知らない青森の食の魅力をぜひ見つけてみませんか？
■場所 ： エキュート東京（※エキュート大宮同時開催）
■期間 ： 10/7（土）～22（日）
1.青森県産食材をメインに使用した商品の限定開発メニュー！
・青森を代表する果物のりんごをはじめ、青森米「青天の霹靂」、ほたて等を使用した限定メニューを発売します。
2.青森の魅力が伝わるイベントを開催！
・抽選プレゼント（スタンプラリー） 10/7（土）～22（日）
・「青森産直市」開催 10/10（火）～22（日） ※エキュート東京のみ
・ミス・クリーンライスあおもり 寺下 慧（てらした けい）さんご来店 10/12（木） ※エキュート東京のみ
・津軽塗り、鳩笛の絵付け体験ワークショップ 10/13（金）～15（日） ※エキュート東京のみ
・対象商品お買い上げでりんごジュースプレゼント 東京： 10/15（日）12:00～ ※100個限定、なくなり次第終了
・青森県産品PRキャラクター「決め手くん」がやってくる！ 東京：10/15（日） 13:00～・15:00～
-------------------------------------------------------------------【ワークショップ詳細】
期日：10月13日(金）～15日(日)
①津軽塗体験（松山工房）
青森県津軽地方に300年以上の伝統をもつ津軽塗。漆を塗っては研き、塗っては研きを繰り返し、独特の文様が浮かびあがります。
手軽に体験できる、塗り箸を作ってみませんか？
②津軽下川原焼 鳩笛絵付け体験（三ノ月舎）
藩政時代からの歴史を持つ「津軽下川原焼」で作られる、津軽の郷土玩具「鳩笛」。幸せを呼ぶといわれ、そっと吹くと「ホー」
という優しい音色がします。土焼の鳩の形をした笛に絵付け体験をしてみませんか？
<エキュート東京限定メニュー一例＞

ほたて重 ¥1,200（税込）
（ふるさと料理 福膳）
青森県産ほたての旨み、さっぱりとした甘さ、喉
ごし、食感が新しい青森米「青天の霹靂」の両
方を味わえる、青森づくしのお弁当です。

アップルカスタードまん 1個¥270（税込）
（パオパオ）
甘く煮たりんごをカスタードと合わせた、
スウィーツ感覚の中華まん。かわいい
りんご柄が目印です。

タルト オ ポンム 1カット¥518（税込）
（ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパー
ニュ～）
タルトの定番「紅玉」をふんだんに使った
焼きりんごタルト。果汁がしっかり染み込
んだアーモンドクリームが絶品です。

▼グランスタ10周年フェア 注目商品のご紹介
グランスタ・グランスタ丸の内
東京駅改札内のエキナカ商業施設「グランスタ」・改札外「グランスタ丸の内」にて、10 月 25 日（水）で「グランスタ」が開業 10 周
年を迎えることを記念し、10 月25 日（水）～11 月30 日（木）の期間、「グランスタ10 周年フェア」を開催します。
★期間中は、グランスタから選りすぐりの 10 ショップが 10 年間のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、7,000 円～15,000 円相当
の特別な弁当を 1,000 円（税込）で、各商品限定 10 名様に抽選販売する「グランスタ 10 周年記念 1,000 円弁当」が登場！
その他にも、日頃ご利用いただいているみなさまに感謝の気持ちを伝えるため、10 周年にちなんで「10」をテーマにした期間限
定商品 80 種類以上を販売する他、特別価格の商品や期間限定のノベルティをご用意いたします！
<メニュー一例＞

千秋萬歳 ¥1,000（税込）
（浅草今半）
各地方の銘柄牛10種類と国産松茸、車
海老、銀鱈などの素材をふんだんに
使った豪華なお弁当。
抽選券配布日：10月30日（月）
販売日：10月31日（火）

■販売方法について（予定）
①各商品ともに販売日前日の15:00～19:00にかけて、グラン
スタ 弁当惣菜売り場の特設カウンターにて抽選券を配布いた
します。
②抽選券配布日の21:00に、公式HP「tokyoinfo」
（http://www.tokyoinfo.com）およびグランスタ弁当惣菜売り場
に掲出されるポスターにて当選番号を発表いたします。
（当選数：10名）
③ご当選の方を対象に各ショップ店頭にて対象商品を税込
国産・天然・生・海鮮丼 ¥1,000（税込）
1,000円にて販売いたします。
（築地 竹若）
※1商品につきお1人様1回限りの応募とさせていただきます。
国産・天然・生にこだわり、牡丹海老、鮑、 ※販売日当日のお引渡し時間内にお受け取りいただけない場、
雲丹など高級な魚介をふんだんに使用
当選の権利を放棄したものとさせていただきます。（お引渡し
した贅沢な海鮮丼。
時間は決定次第プレスリリース・HP等で発表いたします。）
抽選券配布日：11月29日（水） ※販売方法は変更となる場合がございます。決定しだいプレス
リリース・HP等で発表いたします。
販売日：11月30日（木）
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▼東京駅「臨時手荷物一時預かり所」 の設置について
東京駅では、お客さまにエキナカを快適にご利用いただけるよう、「手荷物一時預
かり所」をB1Fグランスタ内、1FJR東日本トラベルサービスセンター内 等に設置し
ています。さらに多くのお客さまにご利用いただけるよう、9月16日（土）以降当面の
間、毎土日・祝日に「臨時手荷物一時預かり所」を南北通路に設置いたします。
身軽に周辺観光・お買い物をお楽しみください。
設置箇所
期間： 9月16日（土）-12月中旬（予定）
時間： 10:00～20:00
場所： 東京駅改札内1F 南北通路
運営： 株式会社ジェイアール東日本物流
※設置日時は変更になる場合があります。

【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。

⑤
③

②
③

③
①
⑥

④

③

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

【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、ＪＲ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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