
【NEWS LETTER 2017-18 Vol.12】 

 2018年1月24日（水） 
東京ステーションシティ運営協議会 ＜報道関係者各位＞ 

～あちこち探し回って購入するのが面倒！そんな手間も、通勤帰りの東京駅・エキナカで全て解決！～ 

  その１. 約４０種が東京駅に大集結！“恵方巻き”大特集 

  その２. 東京駅の中だけで約５０ブランド！「バレンタイン限定グルメカタログ」 

  その他. バレンタイン限定ディナーや１月～２月開催イベント・キャンペーン情報も一斉網羅。 

Tokyo Station City公式サイト： http://www.tokyostationcity.com/ 

東京駅Facebook： https://www.facebook.com/TheTokyoStation 

【CONTENTS INDEX】 

Topic １. 約４０種が東京駅に集結！恵方巻き大特集・・３p-５p 

⇒ロブスターを丸ごと頭から！？「海鮮」「肉」「多国籍」「変わり種」「スイーツ」など、約４０種類からオススメ

の恵方巻きをキュレーション！ 

Topic ２.東京駅の中だけで約５０ブランド！「バレンタイン限定グルメカタログ」・・６p-１０p 

⇒名店全１２店が集結する、東京駅最大級のバレンタインイベント「東京チョコレートマルシェ２０１８」を
開催！その他、東京駅内にある約５０ブランドの中から厳選されたバレンタイン商品や、東京ステーションホテルでは“合
言葉”を使ったユニークなイベントをご紹介。 

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）・・１１p-１３p 

 2018年になり早くもそろそろ１ヶ月。「節分の日」、そして「バレンタインデー」が迫ってきています。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）では、数多くの商品から厳選された「恵方巻」「バレンタイン」情報をご紹介。 
百貨店顔負けの商品やイベントを、エキナカで豊富に揃えています！その他、１月から２月にかけて東京駅で楽しめる
コンテンツも多数掲載。今年も、是非東京ステーションシティにご注目ください！ 

左：築地喜代村「ジャンボ巴太巻き」（エキュート東京）／中：ピエール マルコリーニ「ソンジュ」（グランスタ） 

／右：東京ステーションホテル「Secret of MARUNOUCHI」 

・ ・ ・ ・ ・ ・ 
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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する施設の場所は下記の通りです。 

【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 

①エキュート東京／②京葉ストリート／③グランスタ・グランスタ丸の内／④南側通路・東京南口 
⑤東京ステーションホテル／⑥ホテルメトロポリタン丸の内／⑦東京ステーションギャラリー 

⑥ 

⑦ 

① 

② 

⑤ 

 

③ 

③ 

③ 

④ 
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Topic１.約４０種が東京駅に集結！恵方巻き大特集 

【海鮮】  

東京ステーションシティエリア内にある各施設が力を入
れて考案した、“節分グルメ”の定番である恵方巻き。
約40種類にも及ぶ豊富なラインナップの中から、今回
は各ジャンルに厳選してご紹介します！ 

伊達の海の恵方巻 
長さ約18㎝1,160円（税込） 
ハーフ580円（税込） 
（ふるさと料理 福膳／エキュート東京） 
たこや穴子など宮城の海の幸と、笹かまぼこ
を巻き込みました。 

※販売期間（ネット注文可）：2/2(金)・3（土） 

七福恵方巻き 
長さ約19㎝860円（税込） 
ハーフ480円（税込） 
（おむすび結庵／エキュート東京） 
羽釜で炊いた五つ星お米マイスター厳選のお
米で、7つの福を巻き込みました。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

海鮮恵方巻 
460円（税込） 
（キノクニヤ アントレ／グランスタ丸の内） 
サーモン、海老、厚焼き玉子など6種の具材を
巻いた、小さめの恵方巻は女性やお子さまに
もおすすめです。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

特選恵方巻 
1,080円（税込） 
ハーフ540円（税込） 
（ゐざさ茶屋／グランスタ） 
海老、穴子、いくら、高野豆腐、厚焼玉子、 
味付干瓢、椎茸旨煮、おぼろ、大和まなが入っ
ている恵方巻。グランスタ限定商品です。 

※販売期間：2/1(木)～2/3（土） 

7種具材のシーフード＆アボカドロール 
1,059円（税込） 
ハーフ540円（税込） 
（今日のごはん和saiの国／グランスタ丸の内） 
黄色が鮮やかな玉子で、エビやカニ、野菜、ア
ボガドを巻いた恵方巻です。 

※販売期間：2/2(金)～2/3（土） 
             

なだ万「海の幸 恵方巻」 
長さ約18㎝2,160円（税込） 
（銘店弁当 膳まい／ 
 京葉ストリート・南通路・他） 
かに、えび、いくら醤油漬け、数の子等をまい
た恵方巻きです。なだ万ならではの味つけを
お楽しみください。 

※販売期間：2/2（金）、2/3（土） 

ロブスター一本丸ごと恵方巻 5,000円（税込） （築地 竹若／グランスタ） 

今年の恵方は 
南南東 

＜ネット注文に関して＞ 
「ネット注文可」と記載されている商品に関しては、 
「ネット de エキナカ」（www.net-ekinaka.com/）にて注文が 
可能です。 
ネットで注文して、あとは当日に受け取るだけ。 
お店に並ばずスムーズに購入出来ますので、ぜひご利用く
ださい（「ネット de エキナカ」限定商品もございます）。 
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鶏屋の恵方巻 
長さ約21㎝800円（税込） 
（東京京鳥／京葉ストリート） 
鶏の照焼きをふんだんに使用したボリューム
たっぷりの、1日数量限定の恵方巻。 京葉スト
リート限定販売です。 

※販売期間：2/１（木)～3（土） 

（右）牛たんローストビーフ巻 
1,188円（税込） 
（仙臺たんや  利久／グランスタ ） 
玉子焼と牛たんのローストビーフを贅沢に巻いた、
シンプルながらも食べごたえのあるグランスタ限
定の恵方巻。30本限定での販売となります。 

※販売期間2/3(土)のみ11:00～ 

つばめグリル贅沢恵方巻 
長さ約16㎝1,080円（税込） 
ハーフ700円（税込） 
（つばめグリル デリ／エキュート東京） 
黒毛和牛のバラ肉を特製の醤油たれで煮込
み、恵方巻に仕上げました。 

※販売期間（ネット注文可）：2/3（土）のみ 

笑宝巻 
2,525円（税込） 
（浅草今半／グランスタ） 
仙台牛ロースを使用し、7つの具材が入った
すき焼き風の恵方巻。思わず笑みがこぼれ
れてしまう、老舗ならではの味わい深い一本。             
50本限定恵方巻で、グランスタ限定販売です。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

米沢牛肉恵方巻 
長さ約23㎝1,900円（税込） 
ハーフ980円（税込） 
（おむすび 百千／京葉ストリート） 
和牛がぎっしりと詰まった贅沢恵方巻です。 
特製のピリ辛マヨソースが食欲をそそります。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

鳥 

牛 

牛 

（左）牛たん入恵方巻 
600円（税込） 
（仙臺たんや  利久／グランスタ ） 

仙臺たんや 利久オリジナルの炊き込みご飯に、
牛たんのやわらか煮などが入った、牛たん好
きにはたまらない恵方巻です。 

※販売期間：2/1(木)～3(土) 
※2/1(木)20本、2/2(金)30本、2/3(土)150本限
定で販売 

牛 

牛 

【肉】  

平田牧場 金華豚とんかつ恵方巻 
長さ約15㎝700円（税込） 
（平田牧場／エキュート東京） 
最高級ブランド豚・平田牧場金華豚のボリュー
ム満点のとんかつを、りんごベースのオリジナ
ルソースでシンプルに味付けした、素材の良さ
が引き立つ逸品です。  

※販売期間（ネット注文可）：2/3（土）のみ 

ごろっと角煮の恵方巻 
長さ約16㎝1,480円（税込） 
（大地を守るデリ／エキュート東京） 
「仙台黒豚会」の豚バラ肉を使い、こだわりの
たれで3時間煮上げた角煮を、契約栽培野菜
と一緒に巻きました。エキュート東京限定商品
です。 

※販売期間（ネット注文可）：2/2(金)・3（土） 

チキンカツとしばづけの恵方巻 
長さ約19㎝950円（税込） 
ハーフ550円（税込） 
（串くら京都・御池／エキュート東京） 
チキンカツ、タルタルソースに加え、しば漬けが
味のアクセントになったオリジナル恵方巻。エ
キュート限定商品です。 

※販売期間（ネット注文可）：2/3（土）のみ 

豚 豚 鶏 

4 



ロブスター一本丸ごと恵方巻 
5,000円（税込） 
（築地 竹若／グランスタ） 
一本丸ごとのロブスターを、鮪やサーモン、カ
ニ、ウニなどの新鮮な海の幸と巻いた見た目
にも鮮やかで豪華な恵方巻。グランスタ限定
商品です。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

ジャンボ巴太巻き 
1本（6切れ）長さ約18㎝ 重量約4.5㎏ 
3,000円（税込） 限定5本 
ハーフ（3切れ）長さ約9㎝ 重量約2.2㎏ 
1,500円（税込）限定10本 
（つきじ喜代村／エキュート東京） 
直径は最大18㎝。つきじ喜代村の通常恵方巻に対
し、太さは約3倍、重さはジヤンボは5倍、ハーフは
2.5倍もある、大きな恵方巻。エキュート限定商品で
す（画像内右下の小さな恵方巻が通常サイズの大
きさです。商品には含まれません）。 

※事前予約限定 
 （予約は１/31（水）まで行い、引き渡しは2/3（土））                    

国内産うなぎの恵方巻弁当 
1,200円（税込） 
（てとて／グランスタ） 
自慢の国内産うなぎの蒲焼き（ハーフ）を一本
一本丁寧に手巻きしたこだわりの恵方巻と、紅
鮭塩焼が入った一折で大満足のお弁当。50個
限定のグランスタ限定商品です。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

【変わり種】  

【スイーツ】  

三色食べ比べ恵方あんまん 
長さ約10㎝1,200円（税込） 
（パオパオ／エキュート東京） 
20セット限定の、色ごとに三度の味が楽しめる特
製恵方あんまん。左から順に①生地に抹茶を使
用、中はごまあん。②生地にココアを使用、中は
こしあん。③生地にパプリカを使用、中はいちご
入りのこしあん。エキュート東京での限定販売と
なります。 

※事前予約限定 
 予約は2/1（木）まで行い、引き渡しは2/3（土）                              

恵方巻ロール 
長さ約12㎝1,296円（税込） 
（ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～ 
／エキュート東京） 
米粉と竹炭パウダーを加え、しっとりと焼き上げた
生地で黒豆と栗を巻きました。エキュート東京限定
の、もちもちの求肥の食感とゴマの風味の和風ロー
ルケーキです。 

※販売期間（ネット注文可）：2/１（木)～3（土） 

くるくるワッフル 上恵方巻大福くるくる 
1,080円（税込） 
（ワッフル・ケーキの店 R.L／グランスタ） 
海苔をイメージした黒いワッフルを使用。も
ちっとした求肥と粒あん、まるごとのあまおう
を大胆にロールしました。 

※販売期間：2/１（木)～3（土） 
              
 
                                                 

恵方まん 
長さ約14㎝370円（税込） 
（パオパオ／エキュート東京） 
エビと黒豚の2種類のシューマイが入った、恵
方巻き風の中華まんです。 

※販売期間（ネット注文可）：2/3（土）のみ 

パクチー恵方巻 ハーフ 
450円（税込） 
（マンゴーツリーキッチン“ガパオ” 
／グランスタ） 
タイ料理専門店からは、パクチー好きの方必
見の恵方巻が登場。鶏肉、パクチー、錦糸卵
など5種の具材をジャスミン米で巻きました。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

バラエティセット（4種） 
１PACK1,426円（税込） 
（韓美膳／グランスタ丸の内） 
人気商品の「キンパ」を4種類（7種具材野
菜、プルコギ、明太チーズ、豚キムチの4
種）味わえるお得なセット。 

※販売期間：2/3（土）のみ 

【多国籍】  
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Topic ２.東京駅の中だけで約５０ブランド！「バレンタイン限定グルメカタログ」 

【出店ラインナップ】 ※次ページにも続きます。  

ステファン・ヴァンデュパール 
ベルギー・ブリュッセルのショコラティエ。チョコ
レート王国ベルギーにおいて人気・実力とも急
上昇中。王室随行ショコラティエ・パティシエと
して世界各国を巡り、王室主催のパーティーに
おいてチョコレート、デザートを提供。本国では
チョコレートの他、アイスクリームも評価が高く、
国王からの信頼も厚い注目のショコラティエで
す。 2/1（木）午後（時間未定）には、ステファ
ン・ヴァンデュパール氏が来店予定です。    

【東京チョコレートマルシェ２０１８（エキュート東京）】 

□ 駅改札内で歩き回る必要なし！エキュート東京の隣接スペースに、特設エリアを設置。 
 恋人用、会社用、友達用、そして自分用など、楽しみ方が多様化してきている「バレンタイン」。通勤途中で購入出来る利便

性を持つエキナカ商業施設“エキュート”。 雨に濡れず、広い構内を歩かず買いまわりもしやすいコンパクトなエリアに、通

常は百貨店等に足を運ばないと購入できないような、本格的なショコラティエを中心とした12ショップが集結しました。 

✔ 

□ 国内外の注目ショコラティエが出店 
 東京駅をご利用される働く自立した女性のお客さまをメインターゲットにした、国内外の注目ショップが今回集まりました。 

 海外の注目ショコラティエとして、まだ日本ではイベント出店の少ない「ステファン・ヴァンデュパール」がエキュート初出店。 

 また国内ブランドからも、「御用邸チーズケーキ」で有名なチーズガーデンの運営会社が創設した、チョコレート新ブランド 

 「エヌカカオチョコレート」が東京では初お披露目。その他、「ジャン フランソワ・ベー」、「コンパーテス」、「ガレー」、「デメル」、 

 「デジレー」、「クァウテモック」、「パイヤール」、「ルクスショコラ」、「ショコラティエ パレ ド オール」、「ラ・マーレ・ド・チャヤ」ら 

 12ショップが一同に介しました。 

✔ 

エキュート東京八重洲エントランス特設会場に、世界の選りすぐりのチョコレート専門店

12ショップが一同に集結！東京駅初出店・エキュート初出店をはじめ、普段東京駅では

手に入らない本格チョコレートギフトが、東京駅エキナカで手軽に手に入ります。 

通勤途中もお出かけの帰りでも立ち寄りやすい営業時間も魅力です。 

●開催期間 ：2018年1月28日（日）～2月14日（水）8:30～21:30 ※初日のみ10:00～ 
●開催場所 ：エキュート東京八重洲エントランス特設会場（新幹線南乗換口前） 

□ 出勤帰りに並ぶ必要無し！全ショップ、ネット事前予約可能 
    忙しい日々にもネットで選んで購入できる「ネットでエキナカ」 （http://www.net-ekinaka.com/shop/a/a382/）で事前の予約 

    注文が可能。購入当日、お店で並ばずスイスイ受け取れます。また、エキュート館内にイベント展開する「ブボ バルセロナ」、 

    「ブルームス」を含めネット注文した一部商品は、エキュート東京のイベントスペース遍アマネココロでまとめて受取も実施。 

    こちらの詳細に関しては、別途資料をご確認くださいませ。 

✔ 

東京駅／エキュート初出店 

パイヤール 
アメリカのレストラン業界におけるアカデミー賞、
ジェームス・ビアード・アワーズで「ペイスト
リー・シェフ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した、
ニューヨークを代表するフランス ニース出身の
パティシエ、フランソワ・パイヤール。フランス
菓子の技術を施した繊細で豊かな味わいの
チョコレートやケーキは、現在もニューヨーカー
に愛されています。 

東京駅／エキュート東京初出店 

「ヴァンデュパールセレクション6個入りS」 「アソートチョコレート6粒」 

ラ・マーレ・ド・チャヤ 
1972年の創業当時からパティスリー。素材の
本来の風味を大切に引き出した甘さを抑え、リ
キュールで味に深みを出したケーキなどの生
菓子、焼菓子を作り続けています。「田園の暮
らしを」テーマにした心の落ち着くインテリアの
中で楽しめる創業当時の変わらぬ味は、 
スウィーツブームの現在至ってもご好評をいた
だいております。 

東京駅／エキュート初出店 

「ショコラ4個入」 

まずは、エキュート東京から、東京駅最大規模となるバレンタインイベント情報をお届けします！ 
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【出店ラインナップ（続き）】  

ルクスショコラ 
1904年バルセロナで創業した「ヴィラ」のハイ
エンドブランド。厳選した素材を使用し、高品質
なVIRA社のチョコレートは、スペインで10件以

上もの高級ホテルで、ウエルカムスイーツ、も
しくはホテル内のカフェ等で提供されています。
1粒1粒を丁寧に作りあげた、自信を持ってお

すすめできるチョコレートです。 

東京駅／エキュート初出店 

デジレー 
1903年ベルギーの古都ブルージュの郊外で誕
生した「デジレー」。代々受け継ぐ伝統のレシ
ピから丁寧に作り上げる本場ベルギーチョコ
レート。2016年よりチョコレートソムリエとして
活躍する”ジャン フランソワ・ベー”氏の監修に
より更なる進化を遂げて日本上陸。110年以上
に渡り、今もなお愛され続けているデジレー
ショコラをお楽しみください。 

エキュート東京初出店 

「アーティザンショコラ」 「ショコラ&トリュフ 6個入」 

ジャン フランソワ・ベー 
長年の経験と情熱を注いで誕生したフルーツ
専門のベルギーチョコレート。こだわりのフ
ルーツの香りと繊細でなめらかな口あたりを見
事に演出した今までにないジャンフランソワ・
ベーの世界をお楽しみください。 
1/28日（日）18時頃には、チョコレートソムリエ
のジャン フランソワ・ベーがご来店予定です。 

エキュート東京初出店 

「ロッシェ 8個入」 

ガレー 
1976年、21歳の若さで自らチョコレートショップ
を設立したジャン・ガレー。その品質が認めら
れ、1994年には異例のスピードで「ベルギー王
室御用達」認定を受けました。以来、ベルギー
の伝統的なチョコレート作りを世界に広めるべ
く、厳選された素材のみを使用した最高級品
質のチョコレートを作り続けています。 

エキュート東京初出店 

「ミニバー12」 

エヌカカオチョコレート 
「御用邸チーズケーキ」で有名なチーズガーデ
ンの運営会社が創設したチョコレート新ブラン
ド。2017年7月に栃木・那須にオープンした新

店舗が那須本店以外で初販売。高原のチョコ
レートをテーマにした那須発の新しいチョコ
レート菓子専門店です。 

栃木県外／イベント催事初出店 

「マンディアン ミルク」 

クァウテモック 
チョコレート王国として有名なベルギーより選り
すぐりのショコラを詰め合わせた日本限定ブラ
ンド。芳醇な香り広がるシャンパントリュフや
コーヒーの豊かな香りが際立つカプチーノ、華
やかな香りが広がるローズなど、香り高い上
品なショコラで大人の余韻に包まれる優雅な
ひと時をお楽しみください。 

エキュート初出店 

「トリュフミックス 8個入」 

デメル 
「デメル」は1786年に創業以来、神聖ローマ帝国
を統治したハプスブルグ家の紋章を今日もなお
そのブランドマークとし、王政時から老舗の洋菓
子舗として華麗で優雅な御菓子作りを220年の
永きにわたり、今日まで継承しています。 

「ソリッドチョコ 猫ラベル（ミルク）」 

ショコラティエ  パレ  ド  オール 
山梨県清里高原にカカオ豆の焙煎からチョコ
レートを作るビーントゥバー工房（アルチザン 
パレドオール）を持つショコラ専門店。 
東京、大阪に店舗を構え、ショコラだけでなくカ
カオ豆から作り出すスイーツの数々。 
伝統的なボンボンショコラから他では味わえな
い革新的なショコラまで、幅広いラインナップで
取り揃えています。 

「獺祭ショコラ」 

コンパーテス 
創業当時から、フランク・シナトラ、ウィンスト
ン・チャーチルやマリリン・モンローのような
1950年代のセレブたちに愛されるブランド。ハ

リウッドセレブ御用達として人気のアメリカ・ロ
サンゼルスのショコラティエ。7種のドライフ
ルーツをチョコでディップした、カラフルでおしゃ
れなラブフルーツが人気です。 

「ラブフルーツミックスＭ」 
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その他、東京ステーションシティエリア内にある各施設から、バレンタインシーズンに東京駅へお越しにならないと
手に入らない、特別なスイーツやイベントをご紹介します！ 

ベルンのバレンタインミルフィユ 
594円（税込） 
（ベルン） 
ラム、バーボン、ブランデー、日
本酒、梅酒5種類のお酒が香るミ
ルフィユ。それぞれ個性的な味
わいが楽しめる、大人なバレンタ
インの味わいです。無くなり次第、
終了となります。 

※販売期間： 
2/1（木）～無くなり次第終了 
※アルコール使用 

ジュレ in ピュレショコラティエ 
いちご＆ホワイト700円（税込） 
（ヒトツブ カンロ） 
練乳いちごとホワイトチョコレートの
絶妙なコンビネーションが口の中に
広がります。ココロ惹かれるフクロウ
をモチーフにしたパッケージも秀逸で
す。 

※販売期間： 
販売中～無くなり次第終了 
※アルコール不使用 

【グランスタ/グランスタ丸の内】  
■沢山贈りたい方へ・・・1,000円未満でもきちんと感のある商品のご紹介 

ハート♡ショコラ 
790円（税込） 
（京橋千疋屋） 
ハート型の可愛らしい器に、いちごや
ぶどう、キウイなど彩り豊かなおいし
い果物を盛り合わせました。甘酸っ
ぱい果物が、ほろ苦いガトーショコラ
と相性抜群です。 

※販売期間：販売中～2/14（水） 
※アルコール使用 

はあとせんべい 
（5袋入り）540円（税込） 
（桂新堂） 
ハート型とメッセージ入りえびせ
んべいの詰め合わせ。カジュア
ルにありがとうを伝えたい、同僚
や部下とコミュニケーションを深
めるギフトにぴったり。 

※販売期間： 
販売中～無くなり次第終了 
※アルコール不使用 

■お世話になった方へ、上司へ・・・心を込めてお贈りしたい2,000円未満商品のご紹介 

カファレルバレンタイン「ジョイア」 
1,620円（税込） 
（カファレル） 
アンティークモチーフを使った、優しい喜びにあふ
れたデザイン缶に絶品のチョコレートをアソート。
可愛く、華やかな缶は小物入れにもぴったり。グラ
ンスタ限定商品です。 

※販売期間： 
販売中～無くなり次第終了 
※アルコール不使用 

炎のチョコレート 
（4個入り）1,080円（税込） 
（銀のぶどう） 
濃厚なままふわっとなくなる驚きの口どけ。炎で
ショコラを焼き蒸した、炭火焙煎カカオブレンドのコ
ク深い味わいはバレンタインだけの特別品です 

※販売期間：2/1（木）～2/14（水） 
※アルコール不使用 

マカロンショコラ 
1,944円（税込） 
（アルデュール） 
それぞれ原産国の違うチョコレートのマカロン5
種類と、人気のフロマージフレイズ、マロング
ラッセ、ボムアールグレイを詰合わせました。 

※販売期間： 
販売中～無くなり次第終了 
※アルコール使用 

■大切な方への贈り物や、自分へのご褒美に・・・2,000円以上商品のご紹介 

ソンジュ 
（7個入り）3,024円（税込） 
（ピエール マルコリーニ） 
フランス語で夢や幻想を意味する「ソンジュ」と
名付けられた新商品のアソート。オリジナル
クーベルチュールとの絶妙なバランスが生む
香りや食感を楽しめます。 

※販売期間： 
販売中～無くなり次第終了 
※アルコール不使用 

クール ド カカオ 
2,160円（税込） 
（ダロワイヨ） 
カカオの産地にこだわったショコラを使用して
作った、マカロンとショコラの詰め合わせ。一口
ごとに個性あふれるおいしさは、どれもおすす
めの自信作です。 

※販売期間： 
1/29（月）～無くなり次第終了 
※アルコール不使用 

ボッリチーネ ロゼ 
3,024円（税込） 
（イータリー） 
淡いサーモンピンクがグラスに映える、すっき
りとした味わいの辛口スプマンテ。ベリー系の
果実味やローズヒップの香りがチョコレートとも
好相性です。日本ではイータリーだけで手に入
る一品。 

※販売期間：販売中 8 



【エキュート東京】  

匠のあんチーズタルトショコラ 
1個300円（税込） 
（和楽紅屋） 
フランスヴァローナ社のチョコレートと、クリー
ムチーズと粒あんを使用した和洋折衷の新作
タルトです。艶のあるグラサージュショコラに、
さりげなく金粉が輝く逸品。エキュート東京限
定商品です。 

※販売期間：2/28（水）まで 
※アルコール使用 

バレンタインペア 
2個セット1,200円（税込） 
（資生堂パーラー） 
グラスストロベリーとチョコレートプリンのペア。甘い
バレンタインのひとときを。エキュート東京限定商
品です。 

※販売期間：1/29（月）～2/14（水） 
※アルコール微量（グラスストロベリーのみ）  

チョコナッツ クレミアソフトクリーム 
650円（税込） 
（ヒント インデックス ブック） 
濃厚なのにすっきりとした後味のクレミアソ
フトクリームにチョコレートソースをトッピン
グしました。エキュート東京限定です。 

※販売期間：販売中 
※アルコール使用無し 
 

【京葉ストリート】  

チョコムース＆木苺のベイクドチーズケーキ 
750円（税込） 
コーヒーor紅茶付き（ホットorアイス） 
（マダム・ブロ） 
甘いチョコムースと、しっとりサッパリした木苺
のベイクドチーズケーキ。1日限定6セット、京
葉ストリートだけで販売しています。 

※販売期間：2/4（日）～2/14（水） 
※販売時間14:00～22:30 
※アルコール使用 

ショコラ＆マスカルポーネクッキー 
5枚入り 500円（税込） 
（東京ミルクチーズ工場） 
バレンタイン限定の味ショコラ＆マスカルポー
ネが登場！ほろ苦い大人も楽しめる味が人気。     

※販売期間：なくなり次第終了 
※アルコール使用 

とろとろ焼きカップチーズ ドゥーブルショコラ 
1個356円（税込）/6個2,138円（税込） 
（フロマージュ・テラ） 
初のショコラチーズクリームに、さらにショコラ
をたっぷりトッピング。ショコラとチーズの濃厚
な味わいは絶品。京葉ストリート限定。 

※販売期間：2/1（木）～3/14（水）     
※アルコール不使用 

【南通路】  

アソート 
（6個入）2,160円（税込） 
（千疋屋総本店 東京駅銘品館店） 

ショコラ ド フリュイとパート ド フリュイ がセット
になった１品。フルーツを基調とした詰合せを
お楽しみください。無くなり次第で終了となりま
す。 

※販売期間：1/23（火）～ 
※アルコール使用 

東京カンパネラ （ショコラ・ホワイト） 
（2個入）330円（税込） 
（ギフトガーデン 南通路店） 
ショコラ・ホワイトが入ったかわいらしいパッ
ケージ。ちょっとした贈り物におすすめ。           

※販売期間：2/7(水)～2/14(水)予定            
※アルコール使用無し 

チョコたまご～薫るラムレーズン～ 
（5個入）750円（税込） 
（ギフトガーデン東京南通路） 
味わいの違う2種類のラムレーズンを絶妙なバ
ランスで餡と合わせた、ラムレーズンの華やぐ
薫りが愉しめる一品。       

※販売期間：通年商品            
※アルコール使用あり 
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レストラン〈ブラン ルージュ〉  丸の内勤務者特典あり 
7,200円のランチコース、12,800円・15,800円のディナーコースのご予約時に
〈合言葉〉を伝えると、特別メニューを一品プレゼント（ご人数分）。 
“ワンモアディッシュ”でプレミアムなお食事タイムをお楽しみいただけます。  
営業時間：11:30‐14:00L.O. / 17:30‐21:00L.O.  TEL:03-5220-0014（直通）  

 

 

ランチ 
「ショコラのプチブリュレとトリュフのアイスクリーム」 

香り高いショコラとトリュフを使った、贅沢スイーツです。 

▼東京ステーションホテル 

先月、東京ステーションホテル前の東京駅丸の内駅前広場が完成し、駅舎と調和する品格ある姿に整いました。  
“丸の内で働く方や縁ある方にここでの時間をもっと楽しんでほしい”という想いから、 
東京ステーションホテルでは2018年2月1日(木)から1ヵ月間、 
〈合言葉〉を軸にしたユニークな企画「Secret of MARUNOUCHI」をお届けします。  

 
対象店舗は 
〈ブラン ルージュ〉〈カメリア〉〈ロビーラウンジ〉〈オーク〉 

■Secret of MARUNOUCHI（シークレット・オブ・マルノウチ）の特徴】 
・Secret of MARUNOUCHIは、〈合言葉〉で特典やシークレットメニューを楽しめるレストランプロモーション。  
ホテルのレストラン5店でSecret of MARUNOUCHIのご予約、または店舗ご利用時に合言葉を伝えると、  
このプロモーションだけの特典がもらえたり、シークレットメニューを注文したりできます。  
対象期間：2月1日(木)-2月28日（水）に各店舗ご利用 
・Secret of MARUNOUCHIの概要・メニュー・合言葉は、ホテルWebサイトでご紹介中。 
ホテルwebサイト https://www.tokyostationhotel.jp/secretofmarunouchi 2017/ 
 
■丸の内勤務の方に朗報！さらに楽しめます！  
丸の内周辺にお勤めの方は、直営のレストラン＆バー4店で 
Secret of MARUNOUCHIの利用時に定期券をお見せいただくと、 
次回使える10％ 割引クーポンを“もれなく”お渡しします。  
＊丸の内周辺にお勤めの方とは、東京駅、大手町駅、二重橋前駅の 
いずれかが記載された定期券（モバイル含む）をお持ちの方が対象です。  

Secret of MARUNOUCHI 
〈合言葉〉で特典がもらえたり、特別メニューが利用できます！  
2018年2月1日（木）～2月28日（水） 

【〈合言葉〉でシークレット特典をプレゼント！ 】 

ディナー 
「ふぐのムニエル  小鍋仕立て」 

ぷりっとしたふぐを香ばしく焼き上げました。 

中国料理〈カントニーズ“燕”ケン タカセ〉  
ランチorディナーの電話ご予約時に〈合言葉〉を伝えると、 
 ゆずとシャンパーニュの特別カクテルをプレゼント（ご人数分）。  
カクテルの乾杯からお食事が始まります。  
営業時間：11:30‐14:30L.O. / 17:30-21:00L.O.  TEL:03-6269-9937（直通）  

【〈合言葉〉でシークレットメニューを注文できる！ 】 

バー＆カフェ〈カメリア〉 
丸の内勤務者特典あり 
電話ご予約時に〈合言葉〉を伝えると、
全5品のボリューム たっぷりのお得な
パーティメニューをご利用いただけま
す。 お仲間たちとの気軽な会にぴっ
たりです。  
 
提供時間：17:00-20:00L.O.  
メニュー：前菜からスイーツまで全5品  
価格：1名様 5,000円（税サ込） 
＊2名様よりご予約  
TEL： 03-5220-1951（直通）  

〈ロビーラウンジ〉  
丸の内勤務者特典あり 
ロビーラウンジご利用時に〈合言葉〉を伝えると、 
メニューに載っていないシークレットメニューをご注文
いただけます。オレンジやショコラのフレーバーを味わ
うホットスイーツと、具だくさんのドリアをご用意。  
 
提供時間：11:00-19:00L.O.  
メニュー： 
・オレンジ香るクレープ ヴァニラアイスとホットショコラ添え 
 (コーヒーまたは紅茶付) 2,280円（税込サ別）  
・たらば蟹 鮑 帆立貝 舟形ブラウンマッシュルーム入り 
 豆乳白味噌風味のドリア (コーヒーまたは紅茶付)  
2,880円（税込サ別）  
TEL： 03-5220-1260（直通）  

バー〈オーク〉  
丸の内勤務者特典あり 
オークご利用時に〈合言葉〉を伝えると、 
メニューに載っていない希少なウィスキー2種を
特別価格で味わえます。海外でも注目されて
いる「イチローズモルト」のIPAカスクフィニッ
シュと、国産ウィスキーの代表銘柄「山崎」のミ
ズナラ 2017エディションです。  
 
提供時間：17:00-23:30L.O.  
メニュー： 
・イチローズモルト秩父 IPAカスクフィニッシュ  
 2,400円（税込サ別） 
・ 山崎ミズナラ 2017エディション 11,000円（税込サ別）  
＊いずれも1ショット。おつまみのシークレットメニュー
もございます。  
TEL： 03-5220-1261（直通）  

〈カントニーズ“燕”ケン タカセ〉内観  

ボリューム満点のお得な特別コース 
オレンジ香るグレープ  ヴァニラアイスとホットショコラ 
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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） 

▼東京駅で建築講座 （東京ステーションギャラリー） 

東京ステーションギャラリーは日本の近代建築を象徴する東京駅丸の内駅舎で活動する美術館として、
これまで国内外の建築家を紹介する展覧会を開催してきました。 
本企画は今後当館で開催する建築展［「くまのもの」（隈研吾）展、「アルヴァ・アアルト」展］にちなんで、 

建築に携わるさまざまなプロフェッショナルを講師に迎え、「たてる」「つくる」「みせる」を切り口に開催する
連続講座です。 

【日時】2018年2月16日（金）・17日（土）・18日（日） 

【主催】東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文化財団） 

【会場】東京ステーションギャラリー2階展示室 

【定員】各回100名 

【講座一覧】 
2月16日（金）18:30～20:00 保坂健二朗 「美術館と建築展のあたらしい関係」    
2月17日（土）10:30～12:00 隈 研吾 「ささやく物質、かたる物質」 
2月17日（土）14:00～15:30 安東 陽子 「空間をつなぐテキスタイル」 
2月17日（土）17:00～18:30 佐藤 淳 「『こもれび』の空間を生む透過性のある構造形態」 
2月18日（日）10:30～12:00 林 アンニ 「家具からまなぶアルヴァ・アアルト」 
2月18日（日）14:00～15:30 堀部 安嗣 「アルヴァ・アアルトの建築が伝えるもの」 

【チケット料金】A券［講座1回＋くまのもの展入館券］1,500円  B券［講座1回］1,000円 

※ご購入時に講座とチケットの種類（A券orB券）をご指定ください。 

【チケットの購入方法】事前申込制（定員に達し次第受付終了） 
・東京ステーションギャラリーHP(http://www.ejrcf.or.jp/gallery/) 
・ローソンチケット（Lコード=39333） よりお申込みください。 
※全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにてLコードを入力してお買い求めください 

・東京ステーションギャラリー受付でも販売 
※販売は2/12の開館日（閉館30分前まで）に限ります 
※年間パスポート、各種割引は使えません 
※A券ご購入者は「くまのもの」展入館券を講座当日にお渡しいたします（3月3日（土）～5月6日（日）開催） 

【問い合わせ先】東京ステーションギャラリー TEL03-3212‐2485 

▼改札通過通知サービス「まもレール」 （東日本旅客鉄道株式会社、セントラル警備保障株式会社） 

ＪＲ東日本初めての子ども見守りサービス子供を見守る「まもレール」を2017年10月1日より開始しております。 
お子さまがSuicaまたはPASMOでＪＲ東日本の駅自動改札機を通過すると、保護者へ「通過時刻・利用駅・チャージ残額」をお知らせする見守り
サービスです。子の居場所の確認だけでなく、残額確認やお迎え時間の予定が立てられるなど、便利にお使いいただく事もできます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【ご利用金額】お子さま１名につき月額５００円（通知先２件目は、月額１００円（税抜）） 
※小学生～高校生（満１８歳の３月３１日まで）のお子さまが対象 
【エリア】2018年１月9日より１１１駅にエリア拡大。2018年春までに首都圏244駅に拡大予定 
【お申込み方法】WEBよりお申込みいただけますhttps://www.mamorail.jp/ 
【まもレールお問い合わせセンター】0120‐085‐226 営業時間：9:00～18:00（年末年始除く） 
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▼ホテルメトロポリタン丸の内 

 
戊辰戦争から150年を迎える会津若松市で行われる「戊辰150周年記念事業」について 
 
平成30年は会津戦争終結から150周年を迎える節目の年です。戊辰150周年の節目の年を 
迎えるにあたり、その戊辰の歴史とともに、新しい時代を誇り高く前を向いて生きた会津人の功績と 
その思いに光を当て、会津の奥深い歴史や伝統ある文化を再認識し、 
広く情報発信し観光誘客・文化振興・地方創生へと繋げる「戊辰150周年記念事業」を開催します。 
 
（会津若松市HPより） 
http://boshin.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/1/ 
  

「産地と技の饗宴 会津フェア」開催 
戌辰戦争から150年目を迎える会津に注目。会津藩ゆかりの地である青森県むつ市の食材も使用 
2018年2月1日（木）～3月31日（土） 

期間：2018年2月1日（木）～3月31日（土） 
ホテルメトロポリタン丸の内  Dining＆Bar TENQOO（テンクウ） 
実施内容： 
■会津の食材を使用したディナーコース販売 
「会津スペシャルディナーコース（10品）」10,000円（税・サ込） 
予約方法： 
お電話（店舗直通：03‐3211‐0141）またはWEB（http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/dinner/）にて。 
 
■会津の地酒販売 
・末廣造酒「末廣 純米吟醸」1合1,300円 
・名倉山「にごり酒 原蔵（げんくら）」１合1,300円 
 
■会津の蜂蜜酒を使用したカクテル販売 
・蜂蜜酒「会津ミード 美禄の森」を使用した蜂蜜のさっぱりとした甘さが際立つカクテルを販売します。 
カクテル名；「密月」1,500円 
 
■伝統工芸品の展示 
会津の伝統工芸品をロビーにて展示致します 
 
■新酒ふるまいイベント 
厳しい寒さの中、秋に収穫された新米でしこんだ新酒が出来上がります。 
この出来立て、搾りたての新酒をそのまま便詰めした新酒生酒「しぼりたて」を是非ご堪能ください。 
（予約不要・無料） 
日時：2018年2月9日（金）17:00～ 
場所：ホテルメトロポリタン丸の内 27階ロビーにて 

「会津スペシャルディナーコース」イメージ 

ホテルメトロポリタン丸の内27階のDining＆Bar TENQOOでは会津若松市で行われる「戊辰150周年記念事業」開催に伴い、 
上記2か月間、「産地と技の饗宴 会津フェア」を開催いたします。 

▼サウスタワー1階 BMW GROUP TERRACE -DEAN & DELUCA CAFE - 
2017年12月にオープン致しましたサウスタワー1階BMW GROUP TERRACE -DEAN & DELUCA CAFE-より、 
店舗限定ドリンクと季節限定ドリンクのご紹介です。 

プラリネショコラ  (S)561円（税込） 
ナッツペーストの香ばしい香りとコク
をチョコレートに合わせました。刻ん
だチョコレートとチョコレートクリーム
を合わせて、味わいに濃厚さをプラス
しています。 

アールグレイチョコレートラテ  
（S）¥518円/(M) 561円（税込）  
アールグレイミルクティに、優しい甘さのホワ
イトチョコレート、 エスプレッソをアクセントに
合わせました。 フレッシュのオレンジの皮が
香りをより引き立ててくれます。  

 ダンデライオン・チョコレート ホットチョコレート 
 （カアボン,グアテマラ/ カミーノ・ベルデ,エクアドル） 
 648円（税込） 
サンフランシスコ発祥のBean to Barチョコレート専門店 

『ダンデライオン・チョコレート』グアテマラ産とエクアドル
産のカカオ豆を使った味わいの異なるチョコレートからつ
くる個性豊かな2種類のホットチョコレート。 

■BMW GROUP TERRACE 限定メニュー ■2月1日（木）～3月14日（水）の期間限定メニュー  
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▼THE JEXER TOKYOAnnex  

■入会キャンペーン実施中 
   東京駅八重洲北口 鉄鋼ビル５Fにあります「THE JEXER TOKYO Annex」では、 
   『今年こそ！からだを変えたい！』今年こそ健康的な生活をしたい！！と思われている方へ向けて 
  新規入会キャンペーンを実施しております。  朝日を浴びながらカラダとココロも目覚めるYogaのレッスンも実施中。 
  東京駅から一番近いところでMorning Yogaをして一日の始まりを気持ちよく迎えましょう。 
  入会キャンペーン期間：2018年1月31日(水) 迄／入会特典：入会金 無料 

■Jexer Fitness Clubのダイエットプログラム「KAWARERU」 
  「日本ダイエット健康協会」監修8週間マンツーマンダイエットプログラムを開始しました。 
  お客様のご希望に応じて、8週間で効果が出るように最適なプログラムメニューを作成致します。 
  1月中は新春キャンペーン（2018年1月31日（水）迄）を実施中。 
 美しいボディラインになりたい方、引き締まった身体を手に入れたい方におすすめです。 
  メンバー通常価格129,600円（税込）→新春特別価格・・・103,680円(税込) 
  ビジター通常価格151,200円（税込）→新春特別価格・・・120.960円(税込)※期間中何度でも施設利用可能です。 
  《Jexer ダイエットプログラム「KAWARERU」》 http://www.jexer.jp/fitness/campaign/kawareru/ 

≪お問い合わせ≫ 
  TEL：03-6206-3123     営業時間 ：平日/7:00～23:00  土曜/10:00～21:00  祝日/10:00～19:00 

▼京葉ストリート“地方生産者とお客さまをつなぐ”地元食材にこだわった駅弁やおむすびのお店が新たにオープン！  

京葉ストリートは、2017年12月13日（水）より “地方生産者とお客さまをつなぐ”ことをテーマにした地元食材にこだわった駅弁やおむすびを提供する 
3店舗を新たにオープンいたしました。（詳細：http://www.j-retail.jp/lib/pdf/news/8-10-2954/171129_HP_press.pdf）  

 「格之進TSB」 

年間200万人を動員する日本最大級の肉イベ
ント「肉フェス」において3年連続年間販売額
No.1の株式会社門崎の店舗「格之進（かくのし
ん）」が駅弁新業態「格之進TSB（ティー・エス・
ビー）」で初出店。 
岩手県地元食材にこだわった選りすぐり4種類
の熟成肉弁当を提供。 

 段違いハンバーグ 1,404円（税込） 

格之進自慢のハンバーグと熟成肉特製そぼろご
飯の贅 沢な一品。 

「TSUKADA FARM TOKYO」 
生産者の顔が見える食材を使用した手作り弁当を販
売している株式会社塚田農場プラスが、京葉スト
リートに東京駅限定の新ブランド「TSUKADA FARM 
TOKYO」 を出店。厳選された食材を使用し、生産者
の想いこ だわりを詰め込んだ駅弁を販売開始。 当
店舗オープンに合わせ、全国各地の生産者とともに
おかず一品一品を作り上げた”生産者と一緒に作っ
た幕ノ内弁当”を数量限定で販売。その他にも、限定
販売のお弁当を提供。  

 生産者と一緒に作った幕の内弁当1,580円（税込） 

本商品は、宮城県女川町の鈴木さんのブランド鮭「銀王」
や、宮 崎県のえのき農家「加藤えのき」のトマトソース、山
形県の大沼さ ん目利きの「山形牛」など、一つ一つのお
かずに生産者のこだわ りを込めた、想い溢れるお弁当で
す。  

「おむすび 百千（ももち）」 
47都道府県のご当地メニューを表現した

おむすびを一堂に揃え目と舌を楽しませ
る店舗「おむすび百千（ももち）」。 

オープンを記念して新商品「牛沢米沢牛」
を京葉ストリートで限定発売。 
全てのおむすびに特Aランクの長野県飯
山産みゆき「幻の米」を使用。 

牛沢米沢牛（ぎゅうたくよねざわぎゅう）おむすび 
290円（税込） 
中には米沢牛のそぼろを詰め込み、おむすびの上には
甘辛だれを絡ませたこま切れの米沢牛を乗せ、米沢牛
の旨みを存分に堪能できる一品。価格もにく（２９）に合 
わせ 290 円と粋な心遣いが嬉しい 

▼ＪＲ東日本ウォータービジネス 

 「とろけるような濃厚チョコドリンク バナナ味」  
～帰ってきた！！人気のあのシリーズがバナナ味で登場！～  

「１本で満足感いっぱい、おやつ飲料！」をコンセプトに2015年から販売している 
「とろけるような濃厚チョコドリンク」シリーズ。飲みやすさはそのまま、今年はより 
「小腹満たし」「おやつ感」にこだわり、チョコレートと相性抜群のバナナ味で登場しました。 
今までのシリーズ商品とは違い“チョコレート×バナナ”を感じられるよう黄色を差し色にし
た、インパクト抜群のデザインです。  

商品名 とろけるような濃厚チョコドリンク バナナ味  
価格 170円(税込)  
容量・容器 180g・カップ ※賞味期限4ヶ月  
販売箇所 JR東日本管内 plus acure <プラス アキュア>の自販機・通信販売 等  
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