
【NEWS LETTER 2017-18 Vol.14】 

 2018年3月23日（金） 
東京ステーションシティ運営協議会 ＜報道関係者各位＞ 

いよいよ春間近！新生活、新社会人・・・東京駅周辺を新たに使い始める方々へお届けする、 

意外と知られていない？「東京駅の使い方」特集 
     その１：駅に祈祷室！？訪日外国人向けの充実したサービス 
     その２：朝から贅沢！出社前に楽しみたい“朝食”最新情報 
     その３：出張中の新定番。“エキナカ飲み”情報 

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

東京駅Facebook： https://www.facebook.com/TheTokyoStation 
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Topic ２. 朝から贅沢?東京駅で楽しめる“朝食”最新情報・・4p-6p 
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いよいよ春も間近になり、新しく東京駅を使用される方々も多いはず。そこで今回は、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）エリア内の、意外と知られていない便利なサービスやグルメ情報をご紹介します！ 
また手土産にぴったりの春限定グルメコンテンツも、前号に引き続き最新情報をお届け。ぜひ今春も東京ステーションシ
ティにご注目ください。 

1 

左から、「いちごたまご ラズベリーミックス」（銀座たまや／ギフトガーデン東京南通路）／ 

「牛沢米沢牛」おむすび（おむすび 百千／京葉ストリート）／モーニングセット「ムニュ ナチュール」（東京ステーションホテル） 

http://www.tokyostationcity.com/


Topic１.意外と知られていない?便利なサービス情報 

■改札内 B1グランスタ内 「ステーションコンシェルジュ東京」 

ステーションコンシェルジュ東京は、従来の駅インフォメーション業務を⼤幅に拡充し、駅施設はもちろんのこと、
都内の観光やイベント情報、地⽅の観光案内など、「分かりませんとは⾔いません」をモットーに、様々なご質問
にじっくり時間をかけてお応えさせていただいております。英語による対応も可能なスタッフがホテルのコンシェル
ジュのようなきめ細かなサービスをご提供いたします。 
営業時間：9：00〜20：00 
場所：改札内 B1 グランスタ内 

東京駅を利用する際の、意外とまだ知られていない便利なサービスをご紹介いたします。 

■ネットでエキナカ（http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx） 

ネットでエキナカは、エキナカ商品をネットで予約して、エキナカのお店で受け取れるサービスです。 
会議におすすめのお弁当や帰省の手土産にぴったりのスイーツを数多く取り扱っています。クリスマスケーキや恵方巻などの季節の人
気商品も、予約すれば売切れの心配がなく、また長時間並ぶことなくスムーズに受け取れるのが魅力です。 
ネットでエキナカでのお買い物ではJRE POINTのご利用が可能です。JR東日本グループのいろいろな駅ビルでご利用いただけるのと同
様に、100円(税抜)ごとに1ポイントが貯まり、貯めたポイントは1ポイント1円相当としてご使用いただけます。 
※予約商品の受取りは、ネットでエキナカに出店している店舗のみが対象です。 
※ネットでエキナカは3/26(月)からJR東日本の新しいショッピングサイト「JRE MALL」へお引越しします。 
  http://www.jreastmall.com/ 
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■「Meet & Greet」お迎えは東京駅のプラットフォームから 
広大なセントラルステーション・東京駅。その中に位置している東京ステーションホテルならではの
サービスが、ポーターサービスの〈Meet & Greet〉。ご宿泊のお客さまで東京駅からホテルまでの移
動が不慣れな方や荷物が多い際、このサービスをご利用いただければ、新幹線および成田エクス
プレスのプラットフォームにホテルスタッフがお迎えにあがります。 
東京駅で列車から降りたら、ホテルのおもてなしがはじまります。ぜひご活用ください。 
対象：東京ステーションホテルにご宿泊で、新幹線か成田エクスプレスをご利用のお客さま 
お申し込み：Tel. 03‐5220‐1112（宿泊予約） 
※事前予約制のため、ご乗車前までにお電話ください。 
※無料 
https://www.tokyostationhotel.jp/access/  

Meet & Greetイメージ 

■東京駅オンラインクローク予約サービス（スマホでかんたん手荷物預かりサービス） 
エキナカのコインロッカーが埋まってしまい、更には手荷物預かり所がいっぱいになって 
当日預けられなくなることは少なくありませんが、スマホ等から事前に予約をすれば 
確実に預け入れることができるサービスです。 
カウンターでQRコードを見せるだけで 手書きの証明書も現金の受け渡しも不要です。 
専用カウンターがあるため、 並ぶ必要もなく、当日はスムーズに荷物預かりが可能に。 
また、大きいサイズのスーツケースに限らず、楽器、ゴルフバッグ、スキー用品、ベビーカー等 

大きさや重さの上限はありません、どんな荷物でも預かり可能です。 
https://cloak.ecbo.io/ja/jr 

http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
http://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
https://www.tokyostationhotel.jp/access/
https://cloak.ecbo.io/ja/jr


■東京駅「JR EAST Travel Service Center」について 
丸の内北口ドーム内にて外国人旅行者のお客さまにもご利用いただける窓口。 
営業時間：【本館】7：30～20：30※年中無休／【丸の内北口店】8：30～19：00（土休日17：00まで）※年中無休 
提供サービス：「ジャパン・レール・パス」を含む当社インバウンドパスの引換・発売、その他JR乗車券類、 
国内旅行商品の発売など（国内旅行商品発売は、平日11：00～19：00） 

■JR東⽇本グループ初の「祈祷室（Prayer Room）」が東京駅に  

東南アジア諸国をはじめ、ムスリム（イスラム教徒）の訪⽇外国⼈旅⾏者が増加している状況を踏まえ、 
東京駅構内に「祈祷室（Prayer Room）」を開設。 
2名程度が静かに過ごせるスペースで、⾝体を清めるための「⼩浄施設」を設置。ご利⽤の際はインターフォン
にてお知らせいただき、係員が扉を開錠いたします。 
※祈祷室は、宗教・宗派を問わずご利⽤いただける施設として運⽤しています。  
ご利⽤時間 8：30〜19：00(⼟休⽇17：00まで) ※年中無休 
場所：東京駅「JR東⽇本訪⽇旅⾏センター（JR EAST Travel Service Center）」内 （丸の内北⼝ドーム）  

【訪日外国人旅行客向けサービス】 
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■JR EAST Travel Service Center 内手荷物関連サービス所   
海外から⽇本を訪れたお客さまなど向けに、便利な各種サービスの運営しています。 
全スタッフが英語で対応可能です。 
・⼿荷物⼀時預かりサービス 
⼿ぶらで東京駅周辺の観光などをしていただけるよう、スーツケースなどの⼿荷物をお預かりします。 
預かり時間：7：30〜20：30（当⽇のみ） 
料⾦：荷物1個につき600円（税込） 

・旅⾏客向けポーターサービス  
クローク東京駅丸の内北⼝店から東京駅構内のJR東⽇本新幹線・成⽥エクスプレスの各のりば及び、はとバ
スの東京駅丸の内南⼝のりばへお客さまご案内し、⼿荷物を運びます。 
海外では⼀般的であるポーターサービスの提供により、外国⼈のお客さまの快適な旅をサポートいたします。 
料⾦：1回1,500円（1台⾞あたり、⼿荷物3個まで） 

・宅配サービス 
宿泊先・空港など国内への宅急便を取り扱います。また、海外へも国際宅急便をお送りいただくことが可能です。 

■鉄道駅として“世界初”となるAIチャットコンシェルジュ『Bebot』 

東京ステーションシティは、2018年3月21日より、訪日外国人向けのコンシェルジュ業務をAI（人工知能）によっ

て行うチャットボット『Bebot（ビーボット）』を鉄道駅としては世界で初めて東京駅エリアで導入します。 

『Bebot』は、株式会社ビースポークが2016年に開発した、日本初の訪日外国人向けチャットボットです。AI（人

口知能）を活用し、英語と中国語の2ヵ国語で24時間・365日スマートフォンを通じてリアルタイムでご案内いたし

ます。一日約183万人のお客さまに御利用いただく東京駅において、『Bebot』によるサービスを提供することで、

訪日外国人の更なる満足度向上や利便性向上を目指します。 

【利用方法】 

1.東京駅構内に掲出されたポスターやステッカーに表示してあるQRコードを、スマートフォンでスキャン。 

2.『Bebot』のページが立ち上がった後に、現在位置情報を共有することで、AIとのチャットが可能。 

3.東京ステーションシティの各施設やサービスに関する情報に加え、旅行中に役立つ情報を無料で『Bebot』に

質問出来る。 

≪質問例≫ 

新幹線の乗り方は？、成田空港までの行き方は？など 



Topic２.朝から贅沢?東京駅で楽しめる“朝食”最新情報 

【京葉ストリート】    

東京駅の商業施設やホテルでは、バラエティ豊かは朝食をご用意しています。 

「おむすび 百千」では、ひとつひとつ真心を込めた丁寧な手作り。47都道府県のご当地おむすびなど、見て楽しい、食べて美味しいおむすびをご用意 
しております。中でも人気の売り上げベスト３と、店長のおすすめベスト３をご紹介いたします。 

しあわせを呼ぶクリームパン（画像右上） 
195円（税込） 
（ブーランジェリー ラ・テール） 
お店の一番人気！スマイルマークが⽬を惹
くかわいらしい菓⼦パンは、カスタードクリー
ムに牧場直送のジャージー⽜乳を使⽤。ミ
ルクのコクが⼝のなかいっぱいに広がり、ひ
とくち⾷べるだけで「しあわせ」な気分になれ
るはずです！ 

T‘s 朝たんたん 
720円（税込） 
（T‘s たんたん） 
100％大豆のみを使用した『大豆ミート』でヘルシー。濃
厚スープは⽩ねり胡⿇とピーナッツのコク・旨みを凝縮
しており、朝から⾷べ応えのある⼀品。ひとりで気軽に
利⽤できるカウンター席もあるので、さくっとモーニング
担担麺を堪能してはいかがでしょうか。 

モーニングワッフルプレートセット 
680円（税込） 
（マダム・ブロ） 
ハート形のワッフルがとってもキュート！お好み
でミニサラダやミニヨーグルト（各130 円）をプラ
スしてもいいですね。フレッシュなサラダや有機
コーヒーとともに、優雅な朝の時間を過ごしては
いかがですか？選べるドリンク付き 

第1位：えび天むす 290円（税込） 
尾っぽまでカリッと揚がったえび天が丸ごと一本！特製のタレが
たっぷりきいた百千のイチオシ商品！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第2位：しゃけ 210円（税込） 
定番中の定番！しゃけの塩味とご飯の甘さがベストマッチ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第3位：明太子 230円（税込） 
しゃけと並ぶ定番のおむすび！程よい辛さが病みつきになりま
す 

売上ベスト３ 店長おすすめベスト３ 

第1位：米沢牛沢牛 290円（税込） ※京葉ストリート限定 
三大和牛の米沢牛をたっぷり20g使用した、満足度120%の看板商品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
第2位：紅鮭 240円（税込） 
希少な紅鮭を粗ほぐしして、食感よく仕上げました。具も40%増量。（当社比） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第3位：鱈の甘露煮 280円（税込） 
肉厚の棒鱈を柔らかくあっさり煮込んだ甘露煮。控えめながらスタッフ人気
の高い商品です。 
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【エキュート東京】    

厚切り三元豚カツ入り4色パック 
756円（税込） 
（サンドイッチハウスメルヘン） 
メルヘン人気の商品を集めました。 
朝食にもぴったりのボリュームです！ 
※4月から内容、価格が変更になる場合があります。 

朝カレーセット 
600円（税込） 
（ヒントインデックスブック） 
本屋さん併設のカフェで7時からオープン。 
10時までモーニングセットを展開。エキュート東
京限定です。 

出来たてをその場で！誰でも利用できるイートインスペース「Fubutsushi（フーブツシ）」 
エキュート東京は、新幹線改札（JR東日本・南乗り換え口）の目の前のためアクセスが良く、短時間で購入が可能。エキュート東京内に併設されている厨
房で「焼き立て」、「揚げ立て」、「蒸したて」、「作り立て」の商品が楽しめるスポットです。しかも購入した商品を、自由に休憩できるスペース「Fubutsushi」な
ら、混雑する東京駅の改札内1階に居ながらにして楽しめます。 
また、電源を自由に利用できるハイカウンターも設置。スマートフォンなどの充電に加え、簡単な書類作りの際にも、お客さまからご好評いただいています。  

【グランスタ】【グランスタ丸の内】    

改札内外にある、グランスタ・グランスタ丸の内では朝食メニューを豊富に取り揃えており、その日の気分で和食、洋食、多国籍料理を選べます。 
今回はその中でも、人気メニュー３品と、グランスタ担当者おすすめメニューベスト３をご紹介いたします。 

1：鯛胡麻だれ 670円（税込） （築地寿司清） 
多いときには1日100食以上出ることも。鰹の風味豊かな絶品の出汁かけ。 
提供時間：7:00～10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2：朝のタイラーメン 500円（税込） （マンゴツリーキッチン“ガパオ”） 
ワンコインなのが人気の理由。自家製生麺ののど越しは朝食にもぴったり。 
提供時間：平日 7:00～10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3：朝カレー定食 702円（税込） （仙臺たんや 利久） 
たっぷりの野菜やヨーグルトで煮込んだ、辛さも控えめで優しい味のカレーです。 
提供時間：平日 7:00～10:00 

人気メニュー３品 グランスタ担当おすすめベスト３ 

第1位：韓流モーニング朝定食 734円（税込） （韓美膳） 
朝からエネルギーをしっかりチャージできる朝食です。女性にもおすすめ。 
提供時間：平日 8:00～10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第2位：豚汁定食 691円（税込） （築地すし好 和） 
大きな器にたっぷりと入った豚汁は、何度でもリピートしたくなる美味しさ。 
提供時間：平日・土 7:00～10:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第3位：バタートースト 280円（税込） （ガーデンハウスカフェ） 
シンプルだからこそパンの美味しさがよくわかる一品。ジャムはプラス50円
で追加可能です。 
提供時間：7:00～11:30限定 
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カオ トム（タイ雑炊） 
500円（税込） 
（マンゴツリーキッチン“パッタイ” ） 
平日朝限定でワンコインで楽しめる本場タイ
のおいしさ。おなかにしみるやさしい味わい
に、お好みでトッピングをアレンジしてご賞味
ください。 
提供時間：平日7:00～10:00 
※10:00以降は680円（税込） 

ミックスサンド 378円（税込） 
（紀ノ国屋アントレ グランスタ丸の内店） 
（紀ノ国屋アントレ グランスタ店） 
たまごやハムなど人気具材を色とりどりにサンド
した美味しさ。 
※テイクアウトのみ 

モーニングセット 
（梅じゃこおにぎり、パクチー焼きおにぎり、 
選べるスープ） 
380円（税込） 
（今日のごはん和saiの国） 
カリッとした梅じゃこが絶妙にマッチ。焼きおにぎ
りにはパクチーがいいアクセントを添えています。 
選べるスープも朝には嬉しい一品です。 
提供時間：平日8:00～11:00限定 
※グランスタ丸の内限定 

【東京ステーションホテル】    

優雅な空間でいただく、バランスの摂れた朝食 
東京ステーションホテルでは、ご宿泊の方専用の朝食ブッフェが人気ですが、東京駅通の方に愛用されているのは、 
ロビーラウンジのモーニングセット「ムニュ ナチュール」 。 
平日限定でどなたでも利用できるこのセットは食べやすいワンプレートスタイルで、オーガニックジュースやサラダ、サンドウィッチ、ヨーグルトなど、
バランスの摂れた程よいボリュームです。 
ロビーラウンジの開放的な空間で、一日の始まりを爽やかに・優雅に過ごせます。 
ゆったりと過ごした後、ホテルのエントランスを出ればJR東京駅の丸の内南口改札が見えます。お仕事前の朝ごはんとしてもぴったりです。 
 
場所：東京ステーションホテル1〈ロビーラウンジ〉 
期間：通年で平日8:00～10:00  
価格：ムニュ ナチュール 2,380円（税込サ別） 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/  

ロビーラウンジ内観 ムニュ ナチュール イメージ 
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Topic３.出張中や出張帰り、東京駅で楽しめる“エキナカ飲み”情報 

バー〈オーク〉のウィスキージャーニー イメージ 

出張前or後の宿り木 “ホテルバー” 

東京駅の中にある東京ステーションホテルには、2つのバーがあります。東京駅丸の内南口直結のアクセスの良さと、スーツケースなど大きな荷物が
あってもバーでお預かりできるので、新幹線や列車を待つまで、あるいは出張帰りの際に気軽に立ち寄れます。 

【東京ステーションホテル】    

バー〈オーク〉のウィスキージャーニー 
駅舎の赤煉瓦が一部むき出しになった壁や、スーツケース型のテーブルなど、“旅”を感じさせる 
オーセンティックバー。ここでは国内外のウィスキープロモーションをシーズナルでご提供しています。 
おすすめは〈ウィスキージャーニー〉。4月のシェリーカスクプロモーションでライナップされた 
5種のシングルモルトウィスキーからお好きなものを選び、飲み比べできるテイスティングセット。 
個性の違いや特徴を感じて、お好みの一杯に出会えます。東京駅のホテルバーで、“ウィスキーへの旅”を 
楽しんではいかがでしょう。 
場所：バー〈オーク〉 
期間：4月1日（日）～5月31日（木）17:00～23:30L.O.  
価格：2種セット 3,500円、3種セット 4,800円（税込サ別） 
※各20mlでのご提供 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/oak/  

ホテルのシグニチャーカクテルには、ストーリーがあります 
東京ステーションホテルには、人気のオリジナルカクテルが２つあります。 
一つは、東京駅開業75周年を記念して名物バーテンダーの杉本が考案した、赤煉瓦色の「東京駅」。 
使っているジンのタンカレ「T」と、リキュールのスーズ「S」の頭文字で、“Tokyo Station”という洒落っ気がアクセント。 
もう一つは、2015年の東京ステーションホテル開業100周年記念で生まれた、ホテル創業年を名前にした「1915」。 
参加型のカクテルコンペティションでお客さまに選ばれたという物語を秘めています。 
ホテルオリジナルカクテルのストーリーをバーテンダーに聞いて、味わう。 
出張の前後に、“物語を感じる旅”をお楽しみいただけます。 
場所：バー＆カフェ〈カメリア〉、バー〈オーク〉 
期間：通年  
価格：「東京駅」「1915」いずれも1,300円（税込サ別） 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/  人気のオリジナルカクテル イメージ 

SAKURAカクテル 
桜リキュールをベースに、シトラスウォッカや苺、エルダーフラワーなど、組み合わせのバリエーションを楽しめる 
4種の桜カクテル。ホテルのバーで“花見気分”を味わえます。 
・桜マティーニ 1,650円 
レモン、オレンジの皮を漬け込んだオリジナルのシトラスウォッカに、桜リキュールを合わせたカクテル。 
すっきりとした味わいに。 
・サクラ ワンホワイト 1,800円 
桜のリキュールとフレッシュの苺を合わせた、見た目も華やかな一杯 
・桜モヒート 1,800円 
桜花とミントを使った清涼感のあるロングカクテル。柑橘や炭酸も加わってより爽やかな味わいに 
・スプリングガーデン 1,800円 
桜リキュールにマスカット香のエルダーフラワーリキュールで、香り豊かに仕上げたショートカクテル 
場所：バー＆カフェ〈カメリア〉 
期間：3月1日（木）～3月31日（土）11:30～23:30L.O.  
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/camellia/  

SAKURAカクテル イメージ 

出張帰りや、仕事終わりなど。素敵な空間で、お酒を楽しめる場所が東京ステーションホテルにあります。 
またエキュート東京には、新幹線での移動にピッタリのお酒、おつまみが豊富。こちらもぜひご注目ください。 

【グランスタ丸の内】    

EATALY（イータリー） 
丸の内地下北口改札から徒歩１分 
2007年イタリア･トリノで創業。高品質なイタリア食材に囲まれて、本格的な食事からカフェでの休憩、ショッピングまで、食にまつわるあらゆるシーンで 
「EAT、SHOP、LEARN（食べる、買う、学ぶ）」のコンセプトを体験できる東京駅構内最大級の飲食店で、お仕事や出張帰りの一杯をお楽しみいただけます。 
 
7:00 - 23:00  (月～土・祝日【物販】)  
7:00 - 22:00  (日・連休最終日の祝日【物販】)  
11:00 - 23:00  (月～土・祝日【レストラン】)  ラストオーダー 22:30  
11:00 - 22:00  (日・連休最終日の祝日【レストラン】)  ラストオーダー 21:00  
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WINESHOP ENOTECA（ワインショップ エノテカ） 
丸の内地下北口改札から徒歩30秒 
世界各国の高品質なワインから、グランスタ丸の内限定のスパークリング・ワインなど多彩な銘柄を取り揃え、専門知識を持つ販売員が丁寧にご紹介
します。店内には待ち合わせの際や、仕事帰りに立ち寄ることのできるワインバーも展開。「ランデヴー=出逢い」をコンセプトに、テーブルワインから本
格的な高級ワインまでグラスで提供しています。 
 
10:00 - 22:00  (月～土・祝日)  
10:00 - 21:00  (日・連休最終日の祝日)  

【エキュート東京】    

ニッコリーナ 
日本列島の北から南まで「見てにっこり、食べてにっこり、知ってにっこり」の商品を取りそろえているニッコリ‐ナ。 
店長のおすすめお酒・おつまみベスト３をご紹介します。 
月～土：8:00～ 22:00、日曜・祝日：8:00～21:30 

おすすめお酒ベスト３ おすすめおつまみベスト３ 

第１位：エチゴビール ピルスナー（350ml）  
     288円（税込） 
全国地ビール第一号といわれる、新潟の『エチゴビール』。ピルスナーの
オリジナルホップとされるザーツ産ザーツ種ホップを使用した、麦芽
100％プレミアビール。マイルドで飲みやすく好評です。 

第2位：モンラックカップワイン赤／白（各180ml）  

     各297円（税込） 
井筒ワインの飲みきりサイズのカップワイン。 
長野県塩尻産のぶどうで醸造した軽く飲みやすい赤ワインと、 
あっさりとしたやや甘口の白ワイン。プラスチックカップ付きなので、 
列車の旅にも便利。 

第3位：梅酒（150ml）  
          410円（税込） 
若狭特有の「紅映梅（べにさしうめ）」で作られた、本格的な梅酒。 
ごろっと大きな梅が2個入りです。 

第1位：カツオと筍のアヒージョ（1缶95g）  
     450円（税込） 
お酒のつまみにぴったりな、おしゃれな缶つま。 
高知のカツオに食感のよい筍を合わせ、にんにくで旨みを効かせた 
アヒージョは、ビールにもワインにも合います。赤ピーマン、赤トウガラシ 
の色彩も食欲を湧かせます。 

第2位：棒Sぴりり唐辛子(5本入）  
     700円（税込） 
イカゲソのミンチをたっぷり練り込み、赤唐辛子のうま辛さが食欲をそそ
ります。おしゃれなパッケージで中は個包装、味も本格。ビールとよく合
います。 

第3位：柚子入り大根漬け（120g）  
          432円（税込） 
香り高い旬の時期の柚子を使用。大根のシャキッとした食感は、箸休め
としても人気。あっさりとしていて、女性に人気の商品。 

   3月22日（木）時点での情報です。写真はイメージです 
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Topic４.いよいよ春本番！エキナカ春グルメ最新情報 

春を〈味わう〉限定ディナーコース@ブラン ルージュ 
Menu Printanière （ムニュプランタニエール） 
4月27日までの期間限定で春野菜や旬の食材を使ったディナーコースをご提供しています。 
4月1日からは旬のホワイトアスパラガスに、こぶ出汁がベースの香草をつかったゼリーを上からレースのように纏わ
せた一品。こぶで締め桜塩を散らした真鯛は、白身のなかに旨みと香りを閉じ込めた、見た目も華やかな前菜です。 
メインディッシュは、赤海老や鮮魚など5種から選べます。シェフおすすめは、昨年解禁になった本場フランスの仔羊
肉。くせがなくやわらかな肉質に香草でアクセントした、香りと味わいを楽しむ一皿です。 
場所：レストラン〈ブラン ルージュ〉 
期間：4月27日（金）まで 
料金：全7品 15,800円（税込サ別） 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/blancrouge/  

暖かくなって、本格的に春が近づいてきました！前号に引き続き、いちごや、桜、春素材を使った最新グルメ情報をご紹介いたします。 

ひよ子のいちごタルト 
8個入り1,296円（税込） 
（銘菓 ひよこ/ギフトガーデン東京南口） 
甘酸っぱくて爽やかな風味、苺のフリーズドライを
使って焼き上げた季節限定のタルトです。 
※販売期間：4月中旬まで 
※アルコール使用なし 

東京鈴もなか（桜） 
2個入×4袋1,200円（税込） 
（元町 香炉庵/グランスタ） 
東京駅の待ち合わせのシンボル「銀の鈴」を
かたどった春限定の桜餡バージョン。求肥と
餡がマッチするこの季節だけのおいしさです。 
※販売期間：4/8(日)まで 
※アルコール使用なし 

いちごたまご ラズベリーミックス 
5個入り750円（税込） 
（銀座たまや/ギフトガーデン東京南通路） 
ベリーペースト、こだわりのいちごあん、カステ
ラ生地をいちごを香るホワイトチョコで包んだた
まご型のお菓子です。 
※販売期間：5月上旬まで 
※アルコール使用なし 

春のチーズケーキ（さくら味） 
1,836円（税込） 

（資生堂パーラー/エキュート東京） 
ひと口ごとに、春の訪れを告げてくれる季節限定
のチーズケーキです。 

※販売期間：3/22（木）～4/8(日) 
※アルコール使用なし 

桜あんぱん（プレミアム） 
1個420円（税込） 
（東京あんぱん 豆一豆/エキュート東京） 
伊豆産桜の葉塩漬けを練り込んだ白あんと、柔ら
かなもちを生地に包んで焼き上げました。金箔の
トッピングがポイント。 
※エキュート東京限定  
※販売期間：3/22日（木）～4月8日（日） 
※1日限定10個 
※アルコール使用なし 

桜マカロン 
（桜バニラ2個・桜チーズ2個・桜いちご2個） 
6個セット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） 
春の訪れを感じる桜のマカロン。可愛い色合
いと3種類の味の組み合わせをお楽しみ下さ
い。エキュート東京限定です。 
※販売期間：3/22（木）～4/8(日) 
※アルコール使用なし 

【東京ステーションホテル】    

“SAKURA”フレンチトースト＠ロビーラウンジ 
ロビーラウンジのシグネチャースイーツ・フレンチトーストを、期間限定でSAKURAバージョンとして販売。 
1日寝かせてふわっとした食感のブリオッシュ生地のフレンチトーストを、桜風味のジュレと合わせていただきます。 
彩り鮮やかな季節のフルーツとの組み合わせも、相性抜群。 
また同期間中、“苺と桜のモンブラン”もご用意。ヨーロピアンククラシックの優雅な空間のなかで、 
春の訪れをお楽しみいただけます。 
期間：4月1日（日）～4月30日（月）11:00～L.O.  
価格：SAKURAフレンチトースト 2,650円（コーヒーまたは紅茶付）税込サ別 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/  

春を〈味わう〉限定ディナーコース イメージ 

“SAKURA”フレンチトースト イメージ 

【南通路エリア／グランスタ／エキュート東京】    

9 

https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/blancrouge/
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/lobbylounge/


ブランドロゴ TVCMイメージ 
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【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 

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。 

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 

① 

② 

⑤ 

③ 

③ 

③ 

③ 

④ 

【参考1】「東京ステーションシティ」の新しいブランドメッセージ「START with YOU」 

東京ステーションシティは昨年10周年を迎えました。これを機に2018年3月20日（火）から新しいブランドメッセージのもと黒島結菜さ
んを起用した広告展開を開始しました。引き続き、より多くのお客さまにご愛顧いただけるよう様々な取り組みを行ってまいります。 
 
▼ブランドメッセージについて 
ブランドメッセージの「START with YOU」には、日本の中心に位置するターミナル駅を擁する東京ステーションシティが、 

通勤・通学者、駅利用者、旅行者、来街者など、そこを訪れる人たち一人ひとりにとっての新しい何かのはじまりの地（起点）であり、
彼らに寄り添う存在でありたい、という想いが込められています。 
  
▼ブランドロゴについて 
ロゴの中央にあしらった東京駅舎とその中に記した「with」の文字は、東京ステーションシティ自身を表しており、 
“新しくスタートする人々や地域をつなぐハブでありたい”という気持ちが込められています。 
また、キーカラーには、東京駅丸の内駅舎の煉瓦が、輝きを放つ様子をイメージした「Sunrise Brick（サンライズ・ブリック）」を採用し
ました。  
 
▼ブランド広告展開について 
2018年3月20日（火）より、東京ステーションシティの新たなブランドメッセージとエリアの魅力について広く訴求することを目的とした
広告展開を行います。各種広告物には、ドラマ『アシガール』（NHK）や映画『プリンシパル～恋する私はヒロインですか？～』の主演、
「カゴメ企業広告」のテレビCMなどで注目を集める若手女優の黒島 結菜さんを起用。ブランドメッセージに込めた想いを、黒島さん
のフレッシュな演技や表情で表現しました。 

 



【参考3】 「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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