≪報道関係各位≫
【ニュースリリース】

2017 年 10 月 17 日
東京ステーションシティ運営協議会

～東京駅周辺エリアの活性化に取り組む「東京ステーションシティ」は 2017 年で 10 周年～

『東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン』開催
東京駅八重洲口「グランルーフ」に東京駅舎のレンガを使用した憩いのスペースが登場
アニバーサリー記念商品の販売や素敵な商品が当たる抽選会も実施
東京ステーションシティ（運営：東京ステーション運営協議会）は今年 10 周年を迎えました。これを記念するとともに、
日頃ご愛顧いただいている利用者のみなさまに感謝の気持ちを込めて、2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）
の期間、『東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン』を開催いたします。
フェア期間中は、東京ステーションシティ内の各施設で 10 周年を記念した催事やキャンペーンを行うほか、エリア内
の一部ショップでアニバーサリー記念商品を販売いたします。
是非この機会に、10 周年を迎えた東京ステーションシティに足をお運びいただき、アニバーサリーコンテンツを
お楽しみください。

※「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、「東京ステーションシティ
（TOKYO STATION CITY）」と命名しました。
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

※本資料に記載の情報は、2017 年 10 月 17 日現在の情報であり、「予定」を含みます。

東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン 概要
正式名称：

東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン

期

間：

2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）

主

催：

東京ステーションシティ運営協議会

企画協力：

株式会社鉄道会館

東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン 催事&キャンペーン紹介
【１】東京ステーションシティ 10 周年記念レンガアート展示
日頃ご愛顧いただいている利用者のみなさまに
感謝の気持ちを込めて、東京駅八重洲口「グラン
ルーフ」2F デッキに“憩いのスペース”を設置いた
します。中心に据えられた、東京ステーションシティ
10 周年ロゴのレリーフは、駅舎改良工事で発生した
東京駅舎のレンガの廃材を使用して制作します。
東京ステーションシティのシンボルとも言える
「グランルーフ」で、東京駅の歴史を感じながら、
発展を続ける東京の街並みを眺めつつ、憩いの
ひとときをお過 ごしいただけます。また、グラン
ルーフ 2F へと連なる大階段も東京ステーション
シティ 10 周年記念仕様に装飾いたします。
設 置 期 間：

2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）

開 放 時 間：

7:00～23:00 ※グランルーフの開放時間に準じる

設 置 場 所：

東京駅八重洲口「グランルーフ」2F デッキ

※画像は企画段階のイメージとなります。

【２】東京ステーションシティ 10 周年記念抽選会
キャンペーン期間中に東京ステーションシティ内の対象施設でお買い上げのレシート（合算可）3,000 円（税込）以上
をご提示いただくと参加できる抽選会を、下記の日時に実施いたします。
抽選で、東京ステーションホテル賞（レストラン「ブラン ルージュ」ランチペア招待券、レストラン「ブラン ルージュ」
ディナーペア招待券／各 2 本）、グランスタ賞（商品券 3,000 円分／20 本）、ジェイアールバス関東賞（箱根往復ペア
チケット、知多半田往復ペアチケット／各 2 本）など、東京ステーションシティの 10 周年に因んだ豪華アニバーサリー
賞品等が当たります。
抽選会実施日：

対象期間中の土・日・祝日
10 月 28 日（土）・29 日（日）／11 月 3 日（金・祝）・4 日（土）・5 日（日）／11 月 11 日（土）・12 日（日）

抽選会実施時間：

11:00～20:00

抽 選 会 場：

東京駅東北・上越・北陸新幹線南乗換口前

対 象 施 設：

エキュート東京、京葉ストリート、グランスタ、グランスタ丸の内、キッチンストリート、黒塀横丁、
北町ダイニング、グランルーフ、グランルーフフロント、グランアージュ、東京ステーションホテル、
ホテルメトロポリタン丸の内、他 JR 東日本東京駅およびサピアタワー内各店舗

抽選会参加条件：

上記対象施設で 3,000 円（税込）以上お買い上げのレシート提示（合算可）
※イベント内容については予告なく中止・変更となる場合がございます。ご了承ください。

【３】グランスタ 10 周年キャンペーン
東京ステーションシティと同年に誕生し、今年の 10 月 25 日に 10 周年を迎えるグランスタ。そんなグランスタの
10 周年を記念するとともに、日頃ご愛顧いただいている利用者のみなさまに感謝の気持ちを込めて、グランスタ、
グランスタ丸の内では『グランスタ 10 周年キャンペーン』を開催いたします。
キャンペーン期間中、東京駅の待ち合わせスポットとしてお馴染みの「銀の鈴広場」を“グランスタパーク”として
公園をテーマとした癒しの空間に装飾するほか、掲載商品を含む、合計 3,000 円（税込）以上お買上げの先着 2,000
名様に「グランスタ 10 周年記念オリジナルタンブラー」をプレゼントいたします。

※画像は企画段階のイメージとなります。

キャンペーン期間：

2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 30 日（木）

対 象 施 設：

グランスタ、グランスタ丸の内

【４】京葉ストリート・南通路エリア Suica ポイント 10 倍キャンペーン
キャンペーン期間中東京駅の「京葉ストリート」「南通路エリア」で、Suica ポイントクラブに登録した Suica でお買い物
をすると、Suica ポイントが通常の 10 倍（200 円につき 10 ポイント）たまるキャンペーンを実施します。
対 象 期 間：

2017 年 10 月 25 日（水）～10 月 31 日（火）

対 象 施 設：

京葉ストリート、南通路エリア

詳 細 URL：

http://www.j-retail.jp/brand/keiyostreet/info/detail.html?id=2909 ※10 月 25 日（水）より有効
※詳細は店頭・ホームページをご覧ください。

【５】ジェイアールバス関東 ダブルデッカー車試乗会
東京駅と丸の内、八重洲を中心に銀座、日本橋、大手町、皇居付近などの
エリアを臨時の 2 階建てバスで周遊いたします。東京駅と周辺の街並みを、バス
会社スタッフによるご案内にてお楽しみいただけます。

運 行 日：

2017 年 11 月 11 日（土）

運 行 時 間：

11:30、12:30、13.30、14:30

所 要 時 間：

約 30 分

料

無料 ※各時間とも先着 50 名で 10:00 から各運行時間の整理券を東京駅八重洲南口「JR 高速バス

金：

きっぷうりば・窓口」にて配布します。
乗 車 場 所：

東京駅八重洲南口⑧のりば

運行コース：

東京駅八重洲南口発～数寄屋橋～銀座～日本橋～大手町～皇居付近～日比谷～数寄屋橋
～外堀通り～東京駅日本橋口着
※運行コースは変更になる場合がございます。途中下車はできません。

東京ステーションシティ 10 周年キャンペーン 記念商品紹介
とろとろ焼きカップチーズ 6 個
TSC 10th

焼きショコラ・焼きチーズ

店舗名：フロマージュ・テラ（京葉ストリート）

店舗名：柿の木坂 キャトル（京葉ストリート）

店舗名：コレックス イン（京葉ストリート）

価 格：1,296 円（税込）
焼きたてをそのまま、さくさく、とろとろの
食感、を楽しむ。チーズクリームをスプー
ンですくって食べて、ホットミルクやコーヒ
ーを入れて、タルトを食べながら飲んで、
また一味違った美味しさを楽しんでくださ
い。ビビットなピンクが可愛い TSC10 周
年記念パッケージは期間限定です。

価

価

格：648 円（税込）

ベルギー産クーベルチュールを使用し、

奈良県産、コレックスオリジナルの東京駅

木苺のガナッシュを入れた焼ショコラとし

限定商品。かわいいトレイン柄の吸収性に

っとり濃厚な味わいの焼きチーズを、ひと

すぐれた蚊帳生地は、実用性もばっちりで

つひとつ丁寧に手作りしています。TSC

す。TSC10 周年記念ロゴシールがついた

10 周年記念限定パッケージ。

限定パッケージ。

レーズンバターサンド

10th Anniversary
てぬぐい・てぬぐいのはんかち

店舗名：濱文様（エキュート東京）
価 格：てぬぐい 1,080 円（税込）
てぬぐいのはんかち540円（税込）
発売期間：2017/11/1～
TSC10 周年を記念した、てぬぐいとはん
かち。東京駅限定販売のため、東京土産
としてもおススメです。
※エキュート東京限定

格：2,160 円（税込）／12 個入り

トレインかや生地ふきん

10th アニバーサリーマヨ唐揚弁当

店舗名：小岩井農場（エキュート東京）

店舗名：大地を守る Deli（エキュート東京）

価

価

格：1,080 円（税込）

格：980 円（税込）

発売期間：2017/11/1～

発売期間：2017/11/1～12/20

発酵バターで作る、風味豊かなバターク

ジューシーな肉質の「菜彩鶏」を使用し、こ

リームとサクサクのサブレクッキーで仕上

だわりのタレで、やみつきの美味しさです。

げた本格レーズンサンド。

※エキュート東京限定

※エキュート東京限定

東京ブリュレカステラ ～10 th ANNIV.～

マドレーヌミックス

店舗名：ハナ シュンプウ（エキュート東京）

店舗名：銀座コージーコーナー（グランスタ）

店舗名：黒船（グランスタ 《B1 改札内》）

価

価

価

格：1,080 円（税込）

格：1,080 円（税込）

黒船どらやき 10 周年限定パッケージ

格：226 円（税込）

発売期間：2017/11/1～

ふんわりやさしく焼き上げた貝殻をかた

人気のどらやきがグランスタ 10 周年限定

アーモンドパウダー配合のカステラ生地

どったケーキ。プレーン、ショコラ、苺、抹

パッケージで登場。北海道十勝産エリモ小

を型に入れて焼き、表面をキャラメリゼし

茶、4 つの味が楽しめます。東京ステーシ

豆を使った風味豊かな粒あんと、自慢のモ

て仕上げました。今秋から「TSC（東京ス

ョンシティ 10 周年の今だけ限定の特別パ

チモチ生地とのハーモニーを楽しんで。

テーションシティ）10 周年アニバーサリ

ッケージです。

ー」の限定パッケージです。
※エキュート東京限定

