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 2018年4月23日（月） 
東京ステーションシティ運営協議会 ＜報道関係者各位＞ 

まもなくゴールデンウィーク！！東京駅のマストバイ・グルメといえば？ 

東京駅「駅弁・お弁当」大特集 
その１：駅弁専門店や人気商業施設オススメの「駅弁・お弁当」を豊富にラインナップ 
その２：お弁当だけではない、気軽に食べられる“ワンハンド”グルメも一挙ご紹介 

その３：ゴールデンウィーク～５月にかけて実施予定のイベント情報も掲載 

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. 東京駅「駅弁・弁当」大特集・・２～７p 

⇒世紀を越えて長い歴史のある駅弁から、今年6月までしか食べられないお弁当、「惣菜・べんとうグランプリ」駅弁・空弁部門にて
金賞を受賞したお弁当など、東京駅だからこそ可能にした豊富な種類勢揃い。また、駅弁・お弁当だけではなく、片手で楽しめるグ
ルメやスイーツ、お酒などもご紹介します！ 

Topic ２. 東京ステーションシティ・ゴールデンウィークイベント情報・・８p 
⇒日本に上陸した“世界最大のクラシック音楽祭”が今年も東京で開催！そして丸の内駅前広場では、 東京2020公認プログラムと
して、東京都パラリンピック競技体験プログラムイベント「ノーリミッツスペシャル 2018 丸の内」を実施。 

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）・・９～１１p 

 今年のゴールデンウィークは、2日（5/1・5/2）休めば9連休。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
ア内の各施設では、この行楽シーズンにぴったりなお弁当や“ワンハンド”グルメを多数ご用意。また、丸の内駅前広場や各ホテル内
でも、ゴールデンウィーク～5月末まで様々なイベントやプランを実施予定。今年の行楽シーズン、ぜひ東京駅にお立ち寄りください。 

（上段左）「石狩鮭めし」（駅弁屋 祭） ／ （上段中央）「チキン弁当」（駅弁屋 祭) ／ （上段右）「赤レンガ豚蒲焼乃巻弁当」（グランスタ・グランスタ丸の内） 

（中段左）「彩り寿司 皐月」（グランスタ・グランスタ丸の内） ／ （中段中央）「深川弁当」（エキュート東京） ／ （中段右）「焼き鳥弁当」（エキュート東京） 

（下段左）「生サーモンたっぷり三色丼」（京葉ストリート） ／ （下段中央）「段違いハンバーグ」（京葉ストリート） ／ （下段右）「エビフライ＆オムライス弁当」（東京駅 南通路） 

※販売店舗については、2ページ目以降をご参照 

http://www.tokyostationcity.com/


 駅弁は旅のお供として、明治の頃から多くの旅人に愛されてきた食の一つで１４０年を越える長い歴
史があります。車内での飲食は旅の楽しみの一つでもあり、それをサポートしているのが駅弁とおつま
みです。 
 東京駅中央通路にある「駅弁屋 祭」では、日本各地から毎日２００種類を越える駅弁が到着していま

す。その中に、世紀越えの長い歴史を持つスーパーロングセラー駅弁や、半世紀以上販売され続けて
いる駅弁が存在し、昔ながらの味を今に伝えています。 
 

 今年のゴールデンウィークは、車窓の風景を見ながら箸をつけていただきたい世紀を越えた変わらぬ
味をご紹介するとともに、お酒のお供にぴったりなおつまみも紹介していきます。 

▼駅弁屋 祭  

【世紀越えのスーパーロングセラー駅弁】 
 握り飯を竹の皮に包んで販売した初期の駅弁から、時代とともにバラエティー豊かなものになっていきました。 
百年の味を現代に伝えている駅弁をゆっくりと味わってみるのも、旅の楽しみ方のひとつです。 

伝承鯵の押寿し 

1,280円（税込） 
製造元：大船軒(大船駅) 
大正2年の販売当時の姿をそのままに、 

三枚におろした小鯵の半身を使用して、 

伝統の合わせ酢でしめて押寿しにしました。 

鯛めし(東華軒)復刻掛紙 
830円（税込） 
製造元 ：東華軒(小田原駅) 
明治４０年、相模湾の幸を使って誕生したお弁当。
ほんのりと甘いおぼろに醤油で炊いた香ばしい
ご飯の組合せが昔から万人に親しまれています。 

ますのすし 
1,400円 
製造元：源（富山駅) 
明治４５年の発売以来多くの方々に愛され
続けています。程よく脂ののった鱒と、 
すし飯に神通川流域でとれる県産米を使
用した郷土の味です。 

【半世紀越えのロングセラー駅弁】 
 販売開始から５０年以上経っているお弁当も「スーパーロングセラー」と言えるかも知れませんが、 
その倍の歴史を持つお弁当がある以上、百年未満の駅弁をここではロングセラーとして紹介しています。 

チキン弁当 
900円（税込） 
製造元： 日本ばし大増(東京駅) 
昭和３９年の発売以来、多くの人に愛されてい
るお弁当。トマト風味ライスと鶏の唐揚げは定
番の組み合わせ。長年ファンのお父さんも。 
 

石狩鮭めし 
1,030円（税込） 
製造元：札幌駅立売商会(札幌駅) 
大正１２年から販売され、札幌駅の味として
95年間親しまれています。鮭めしにイクラを
のせた彩り鮮やかなお弁当です。 
 

鶏めし弁当 
900円（税込） 
製造元：高崎弁当(高崎駅) 
昭和９年に販売を開始したお弁当。茶飯の上
に鶏そぼろ、鶏の照焼き、コールドチキンと３
種の調理法で味つけた鶏が楽しめます。 
 

Topic１.東京駅「駅弁・弁当」大特集 

“東京駅のグルメ”として欠かすことの出来ない、お弁当。今回は、駅弁専門店である「駅弁屋 祭」の他、グランスタ、 
エキュート東京、そして京葉ストリートがお弁当情報をご紹介します！ 

2 



【お酒のお供にいかがですか】 
 人気駅弁のおかずだけを詰めあわせて「おつまみ」にしました。お弁当が一つでは足りない人にもお勧めです。 

チキン弁当のからあげ 
350円（税込） 
製造元：日本ばし大増(東京駅) 
昭和３９年から発売されている「チキン弁当」
の『からあげ』がおつまみ用に独立。ビールと
の相性は抜群です。 

八ヶ岳名物 丸政のチキンカツ 
600円（税込） 
製造元：丸政(小淵沢駅) 
昭和４５年に発売を開始した 
「高原野菜とカツの弁当」に入っている 
チキンカツをおつまみにしました。 

国技館 やきとり 
650円（税込） 
製造元：国技館サービス 
国技館の地下で焼き上げた、大相撲観戦名
物のやきとりです。秘伝のたれと独自製法
で冷めても美味しく召し上がれます。 

 【迷ったら入り口のショーケースが狙い目】 
 毎日２００種類以上の駅弁を販売する「駅弁屋 祭」で、混雑している最中の弁当選びは頭を悩ませてしまうものです。 

そのような時、入り口のショーケースに入っているお弁当は、人気の売れ筋駅弁なので迷ったらここからピックアップしてください。
どれも間違いのない味のものばかりです。 

牛肉どまん中 
1,250円（税込） 
製造元：新杵屋(米沢駅) 
ふっくらと炊き上げた山形県産米「どまんなか」
の上に、特製タレで味付けた牛そぼろと牛肉煮
をのせた牛丼風のお弁当です。「祭」開店以来、
不動の一番人気です。 

えび千両ちらし 
1,300円（税込） 
製造元：新発田三新軒(新潟駅) 
「ＪＲ東日本 駅弁味の陣２０１７」で 
駅弁大将軍を受賞。厚焼き玉子の下に、うなぎ、 
イカ、エビ、こはだと４種の寿司ネタが隠れており、
食べ進めるのが楽しいお弁当です。 

ひっぱりだこ飯 
1,080円（税込） 
製造元：淡路屋(神戸駅) 
平成１０年、明石海峡大橋の完成を記念して
発売されたお弁当。蛸壺風の容器に真だこ、
穴子、たけのこ煮などが入っており、ご飯の
中のタコ天は嬉しい出会いです。 
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＜担当者コメント＞ 

お醤油ではなく藻塩なので、新幹線の中な
どでも洋服を汚す心配なく、美味しいお寿司
が食べられます！ファンも多い期間限定の
人気商品です。（グランスタ広報） 

＜担当者コメント＞ 

蓋を開けるといい香りがただよって、つい
ビールに手が伸びます。おつまみとしてファ
ミリーやグループでシェアするのも◎ 
（グランスタ販促担当） 

＜担当者コメント＞ 
蓋を開けると彩り鮮やかなお寿司がきれい
に並んでいて、まず写真を撮りたくなりま
す！12種類とバラエティ豊かなのでみんな
で分け合って食べるのもおすすめです。 
（グランスタ広報） 

第１位 

塩にぎり （築地 竹若） 

1,550円（税込) 
藻塩とすだちでさっぱりと召し上がっていただけ
るお寿司。新鮮な魚の味が口いっぱいに広がり
ます。 
※グランスタ限定商品 
※販売期間：4/23(月)～9/30(日) 
 

 

第２位 

赤レンガ豚蒲焼 
乃巻弁当 （笹八） 

1,180円(税込) 
東京駅丸の内駅舎の赤レンガを、 
豚蒲焼で表現した食欲をそそる弁当です。 
※グランスタ限定商品 
 

第３位 

彩り寿司 「皐月」 （ゐざさ茶屋） 

1,890円（税込） 
12個の仕切り折に彩りよく詰め合わせた寿司
弁当です。 
※販売期間：4/23(月)～6/6（水) 

第４位 

厚切り芯たん弁当 （伊達の牛たん本舗） 

1,680円(税込) 
仙台名物の歯ごたえのある牛たんを、 
3種の付け合せや、牛たんと相性のいい麦飯と一緒に
堪能できる贅沢なお弁当です。 
※グランスタ限定商品 
 

▼グランスタ・グランスタ丸の内   
お出かけ、GW時期におすすめの「お弁当ランキングベスト５」と、忙しい時でも楽しめる“ワンハンドフード” おすすめ5選
をご紹介。 

第５位 

和牛プルコギキンパ （韓美膳） 

1,080円(税込) 
甘タレが効いた韓国版牛すき焼を具材に 
盛り込んだキンパは、ついもう一切れ、と手を伸
ばしたくなるクセになる美味しさ。 

＜担当者コメント＞ 
グランスタの人気弁当売上ベスト10には必ず伊達の
牛たん本舗のお弁当が入ります！食べ応えのある
厚切りの芯たんは、一度は食べていただきたい美味
しさです。（グランスタ弁当売場担当） 

＜担当者コメント＞ 
韓国料理は特に女性人気が高いですが、 

こちらはおつまみにも最適なのでお酒好きの男
性にもおすすめです。たっぷり巻かれたお肉と
甘タレの相性も抜群です。 
（グランスタ販促担当） 

神戸牛のミートパイ （神戸牛のミートパイ） 
378円(税込) 
最高級の神戸牛、玉ねぎ、刻んだゆで卵をサク
サクのパイにたっぷりと閉じ込めました。 

シェフの自家製カレーパン （デイジイ東京） 
216円（税込） 
国産牛肉と玉ねぎ、にんじんなどの野菜をふんだんに使い、
独自ブレンドのカレー粉を使ったカレーを閉じ込めたこだわ
りのカレーパンです。 
※グランスタ限定 
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松露サンド （つきぢ松露） 
648円（税込） 
ほんのり甘さのある分厚い玉子焼きを、
ふかふかの食パンで挟んだサンドイッ
チ。アクセントのマヨネーズが絶妙なお
いしさです。 

銀の鈴サンドパンケーキ（苺、抹茶＆あんこ） 
（コロンバン） 
各297円（税込） 
ふわふわのワッフルパンケーキ生地にクリー
ムをサンドし、東京駅の待ち合わせスポット
「銀の鈴」をイメージした焼き印を押したサンド
パンケーキです。宇治抹茶クリームと粒あん
をサンドした「抹茶とあんこ」、苺風味の生ク
リームをサンドした「苺」の二種類をご用意い
たしました。 
※グランスタ限定 

 ヒレかつとたまごのポケットサンド（銀の

鈴焼印） （とんかつ まい泉） 
486円（税込） 
まい泉こだわりのやわらかなヒレかつと、
とろ～りたまごをパンで包み込んだ、ま
い泉自慢の一品です。 
縁がプレスされていて食べやすく、電車
等での軽食にぴったりです。 
※グランスタ限定 

▼エキュート東京   
お出かけ、GW時期におすすめの「お弁当ランキングベスト５」と、電車のお供に外せない、人気の“お酒”4種をご紹介 

第１位 

深川弁当 （喜代村） 

1,200円（税込) 
エキュート東京売上No1のお弁当。あまじょっぱ
く煮たあさりがたっぷり入ったボリューム満点の
商品です。 
※エキュート東京限定 

第２位 

野菜づくし弁当 （大地を守るデリ） 

1,080円(税込) 
大地を守る会の野菜をふんだんに使用したお
弁当。季節ごとに異なる野菜を使用し、彩りよ
く仕上げました。 
※エキュート東京限定 
※野菜は変更になる場合がございます。 

 
 

第３位 

焼き鳥弁当 （串くら） 

1,150円（税込） 
ねぎま・もも・大葉つくねの３種類の串と鶏
そぼろごはんの入った人気弁当です。 

第４位 

ハンブルグステーキ弁当 
（つばめグリル デリ） 
1,030円(税込) 
「つばめグリル」を代表するこだわりの逸品。レストランの
味がお弁当になって、ハンブルグステーキを存分に味わ
うことができる人気ナンバーワンのお弁当です。 

第５位 

北海道産スモークサーモン寿司と 
旨ダレ鶏唐弁当 （大地を守るデリ） 

1,280円(税込) 
北海道産のスモークサーモンが酢飯の上にたっぷりと乗ったお寿司。薄
めの衣で仕上げた鶏の唐揚げには、ごはんに良く合うタレをからめて食べ
応えもしっかり。2種類が楽しめる欲張りなお弁当です。 
※エキュート東京限定 
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【電車のお供に。人気お酒”4種】 

獺祭 純米大吟醸50  （喜代村） 
300ml ¥800円（税込） 
最高の酒米といわれる山田錦を50%まで磨いて醸し
た純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な
香りが絶妙なバランスを保っています。飲み切りサイ
ズの小瓶でご用意しています。 

エチゴビール ピルスナー （ニッコリーナ） 
288円（税込） 
新潟市のエチゴビール醸造所でつくられた地ビール。バ
ラエティーに富んだ個性豊かなビールです。 

THE軽井沢ビール （福膳） 
300円（税込） 
長野県軽井沢浅間山の清らかな冷涼名水で仕込み、喉
越し爽やかで何杯でも美味しく飲める、THE軽井沢ビー
ルを醸造するクラフトビール(地ビール)です。 

モンラックカップワイン （赤・白） （ニッコリーナ） 
180ml ¥297円（税込） 
信州産のつぶよりのフレッシュアンドフルーティなぶどう
から醸造し熟成させたワインです。ｶｯﾌﾟ付きなので電車
の中で飲むのにもおすすめです。 

第１位 

生サーモンたっぷり 
三色丼 （魚力海鮮寿司） 

1,480円（税込) 
彩り豊かな海鮮三色丼ぶり。サーモンをふん
だんに使用して見た目の味も大満足な丼ぶり
です。 
 

 

第３位 

絶品！塚だま 
タルタルチキン南蛮弁当 
（ツカダファームトーキョー） 
800円(税込) 
2016年惣菜・べんとうグランプリ、駅弁・空弁
部門にて金賞を受賞した大人気のお弁当。
秘伝の南蛮酢を絡めたチキン南蛮と特製タ
ルタルソースのハーモニーが病みつきになる
こと間違いなし！ 

▼京葉ストリート   
お出かけ、GW時期におすすめの「お弁当ランキングベスト5」と、忙しい時でも楽しめる“ワンハンドスウィーツ” をご紹介し
ます。 

第２位 

利久 牛たん丼 
たれと塩のW弁当 
（銘店弁当 膳まい）  
1,280円(税込) 
あの有名な牛たん専門店「利久」特製のタレ
味と塩味を一度に味わえる贅沢なお弁当で
す。ジューシーな牛たんが見事に駅弁で表現
された食べ応え抜群な一品。 
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第４位 

段違いハンバーグ （格之進TSB） 

1,200円(税込) 
六本木を中心に都内12店舗を構える今大人気の熟成肉専門店
「格之進」。その格之進が駅弁用に自家製の塩麹・門崎熟成肉・白
金豚など厳選された岩手ブランドの素材を使用してつくった自慢の
ハンバーグ弁当です。高菜を加えたそぼろご飯も絶品！ 

第５位 

焼き鳥弁当 （東京 京鳥） 

650円(税込) 
京鳥自慢の焼き鳥・つくね・唐揚げと3つの味が楽しめるお得なお
弁当です！お値段もサイズもお手頃なので、女性やちょっと食べ
たい方にピッタリ。 

【おすすめワンハンドスウィーツ】 

とろとろ焼きカップチーズ  （フロマージュ・テラ） 

216円（税込） 
多数メディアでも取り上げられる京葉ストリート限定の大人気商品！ 
店内厨房で焼き上げ外はさくさく・中はふわとろな、新感覚のチーズタルトです。 

くりーむパンカスタード （八天堂） 
210円（税込） 
何度食べても飽きがこない！根強い人気を誇る八天堂のくりーむパン。 
クリームパンの概念を覆すようなしっとり、とろける味わいは老若男女
問わず人気の一品です。 

しあわせを呼ぶクリームパン （ブーランジェリー ラ・テール） 
195円（税込） 
1日に約150個も売れるラテール自慢のクリームパン。カスタードで描かれた 
スマイルマークがとってもキュート。ふわふわ食感のパンと軽い口当たりのク
リームをほおばると気分はまさにしあわせです！ 

TOKYO☆駅舎 （シレトコドーナツ） 
420円（税込） 
見た目のキュートさではダントツ1位！1番人気の北海道ミルクに 
チョコレートでレンガが描かれた京葉ストリート限定のドーナツです。 
ぜひドーナツの上の駅長クマゴロンと写真を撮ってお楽しみください。 

しあわせを呼ぶクリームパン
（画像右上） 

東京駅のお弁当専門店「銘店弁当 膳まい東京南通路店」より、おすすめのお弁当をご紹介いたします 

▼銘店弁当 膳まい（東京南通路店） 

銀の鈴弁当 （古市庵/東京南口、南通路) 

921円（税込） 
東京駅限定の、”銀の鈴”の焼印を押した茶巾が
入っている手まりすしのお弁当です。 
※東京駅限定 

オムライス＆えびフライ弁当 
（日本橋たいめいけん/東京南通路) 

1,280円（税込） 
日本橋たいめいけんで人気メニューのオムライス
に、一尾ずつ丁寧に仕上げたえびフライを添えた
お弁当です。たいめいけんのオムライスがお弁
当で楽しめます。 

錦 （たん熊北店/東京南口、南通路) 

1,350円（税込） 
カラスカレイの西京焼きをメインに、 
京都たん熊北店の味で煮物を盛りつけました。 
上品で優しい味のお弁当をご賞味ください。 
今期より初登場のお弁当です。 

＜担当者コメント＞ 

東京駅限定で、食べやすいてまり寿司が
入っており外国のお客さまにも人気です。 

＜担当者コメント＞ 

東京名店たいめいけんの名物オムライスと
エビフライが手軽にお弁当で食べられます。 

＜担当者コメント＞ 

新ブランド取扱い開始 京都・たん熊の名と
ともにお客さまへのおもてなしの心伝わる
名品を、ぜひどうぞ。 
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Topic2.東京ステーションシティ・ゴールデンウィークイベント情報 

東京ステーションシティでは、このゴールデンウィークに丸の内駅前広場などで様々なイベントを実施。今回はその概
要を紹介します。 

４／２５（水） 東京エキマチライブ 
東京駅八重洲口グランルーフ 
東京駅八重洲口グランルーフでは、アーティストを招いてライブを毎月開催しています。今回は、作詞・作曲家
としても活躍中で二児の母でもある、イナダミホ。大阪生まれ大阪育ちのシンガーソングライターとして各地でワ
ンマンライブを実施している、さわひろ子。そして抜群の歌唱力とライブパフォーマンスを見せる“1人エンターテ
イナー”、大野賢治が参加。素敵な音色と歌声で会場を盛り上げ、新しいスタートのシーズンを楽しく過ごすた
めの「きっかけ」を作ります。 
※中央エフエムの公開番組収録として実施 

【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、中央エフエム株式会社 

【運営】 株式会社ジェイアール東日本企画 

【開催場所】 東京駅八重洲口グランルーフ 2F ペデストリアンデッキ 

【開催日時】 4月25日（水）19時00分～21時00分 

【備考】 2018年度から、毎月第4水曜日を基本として、定期的に実施予定  

５／３(木・祝)・５／４(金・祝) 
ラ・フォル・ジュルネTOKYO 2018 LFJエリアコンサート 
JR東日本東京駅 丸の内地下広場、JR東日本東京駅 八重洲口「グランルーフ」2階デッキ上 
（東京駅以外では、4月28日～5月5日で実施） 
ラ・フォル・ジュルネとは、1995年にフランスの港町ナントで誕生した世界最大級のクラシック音楽祭です。日本
では、2005年「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」として東京に上陸しました。2007年には来場者数100万人を超
え、2016年までに延べ726万人の来場者数を記録。14回目は丸の内エリアに加え、池袋エリアでも3日間同時
開催。これまで以上にクラシックのジャンルを超えた、趣向に富んだ音楽の祝祭を繰り広げます。 
「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」と共に、未来の音楽のヴィジョンと可能性を感じるアイコンとして、楽しんでいた
だければ嬉しく思います。」とコメントしたのは、クリエイティブ・ディレクター 佐藤可士和さん。今年のロゴマーク
は、佐藤さん自らが手がけた素敵なデザインになっています。 

＜＜ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 6つの魅力＞＞ 
①毎年異なる斬新なテーマ展開 
②１公演約45分。朝から晩までいくつものプログラムを気軽にハシゴできる。 
③国内外の一流の演奏を低料金で楽しめる。 
④多彩な無料イベントを開催 
⑤赤ちゃんからクラシック通までピクニック気分で楽しめる 
⑥街全体が音楽であふれ「お祭り」ムード一色に 

【主催】 ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2018 運営委員会 

 (株式会社KAJIMOTO／株式会社東京国際フォーラム／豊島区／三菱地所株式会社) 

【企画制作】 CREA／KAJIMOTO 

【開催期間】 5月3日（木・祝）～5月5日（土・祝） ※エリアイベントは、4月28日（土）～5月5日（土・祝）で実
施 

【URL】 www.lfj.jp 

【問い合わせ】 ラ・フォル・ジュルネＴＯＫＹＯ運営委員会事務局 

 03-3574-6833(平日10:00～18:30/土・日・祝休) 

昨年の様子 

５／５（土・祝）・６（日） ノーリミッツスペシャル 2018 東京丸の内 
東京駅丸の内中央広場及び行幸通り 
東京都は、パラリンピック競技やアスリートの魅力・迫力を多くの方に知っていただくため、東京2020パラリン
ピック競技大会で実施する全22競技を体験・体感できるイベント「ノーリミッツスペシャル 2018 丸の内」を開催し
ます。  
２日間のイベントの最後を締めくくる「グランドフィナーレ」では、平昌大会で金メダルを獲得されたアルペンス
キーの村岡桃佳選手をはじめとするメダリストの方々をお迎えします。パラアスリートの魅力を間近に感じること
が出来る貴重な機会ですので、参加してみてはいかがでしょうか。  

【主催】  東京都  

【後援】  公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、千代田区  

【協力】  公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  

【開催場所】  東京駅丸の内中央広場及び行幸通り 

【開催日時】  平成30年5月5日（土・祝） 12：00～18：00、6日（日） 10：00～18：00  

【内容】  エキシビション＆トークショー、パラリンピック競技等の体験、東京2020パラリンピックで実施す
る競技の体感展示、東京2020パートナーや主催者等によるPRブース 

 ※詳細は下記URLをご覧ください。 

【URL】  http://no-limits.tokyo/nls_tokyo/    

【問い合わせ】 「ノーリミッツスペシャル2018 東京丸の内」広報事務局（電通PR内） 

 担当：今井・古川（03-6263-9279）  

昨年の様子（上野恩賜公園） 
提供元：東京都 
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Topic３.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） 

▼「くまのもの」展オリジナルグッズ 東京ステーションギャラリー 

ミュージアムショップTRAINIARTでは、くまのもの展期間中、展示オリジナルグッズを販売中です。 
隈研吾が手掛けた建築物の写真やデッサンを用いた、ポストカード・クリアファイル・マスキングテープ・トートバックなどを 
ご用意しております。 
他にも当店のオリジナルグッズなど多数の商品を取り揃えております。 
（ショップをご利用の際は入館料が必要です。） 
 
＜「くまのもの」展オリジナルグッズ＞ 
期間：2018年5月6日（日）まで 
販売場所：ミュージアムショップTRAINIART 
くまのもの展 URL:http://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/201803_kengo.html 

グッズ詳細 
・右上：プロソミュージアム・リサーチセンター クリアファイル  400円（税込） 
・左上：東京大学大学院ダイワユビキタス学術研究館 クリアファイル 400円（税込） 
・右下：V&A at Dundee ポストカード  140円（税込） 
左下：V&A at Dundeeスケッチ ポストカード 140円（税込） 
中央  
・上：スケッチ マスキングテープ 550円（税込） 
・右下：マテリアル（写真） マスキングテープ 550円（税込） 
・左下：ジオメトリー（図形） マスキングテープ 550円（税込） 

▼GWは“ヒストリカルな旅”を （東京ステーションホテル） 

東京ステーションホテルが位置する東京駅丸の内駅舎。1914年に近代建築家の辰野金吾氏によって設計された 
優美で威厳のある佇まいは、1945年の戦災後に仮の姿となりましたが、2012年に保存・復原プロジェクトによって 
創建当時の姿に甦りました。 
国の重要文化財としての価値を守るため保存・復原を忠実に行いながらも、一方で使われることが建物の本質的 
価値であるとして、“使い続ける文化財”という大きな指針のもと、歴史的建造物でありながら駅・ホテル・ギャラリーを
有する複合施設として活用されています。 
駅舎の中にあるホテルとしてこの価値をお客さまにお伝えすべく、ホテルスタッフが歴史を理解し、 
駅舎やホテルの歴史に纏わるものをホテルエリアのそこかしこに展示しています。 
ゴールデンウィークには、その歴史に触れることができる宿泊プラン＆レストランプランをご用意。 
東京のシンボルであり、多くの方々が集う東京駅丸の内駅舎で、“ヒストリカルな旅”をご体験いただけます。 

●宿泊プラン 1日3組限定！「Historical Tour 1915-2018」 
客室廊下に飾られている東京駅やホテルに纏わる写真や絵画、設計図。これらの一部をタブレットのアプリを使っ
て解説とともに楽しめる「ヒストリカル エクスペリエンス」を、ご滞在中お好きなときに体験いただけます。 
東京駅が中央停車場として建設された工事写真や完成時、戦後の仮復旧の姿、昔のホテルなど、それぞれの時代
の東京駅とホテルの出来事を知ることができます。 
ご宿泊の翌朝は、2012年の駅舎保存・復原事業の際に現代活用として使い始めた、中央最上階の屋根裏空間・ゲ
ストラウンジ〈アトリウム〉にて、約110種類ものアイテムが並ぶ朝食ブッフェをお召し上がりいただけます。 
また書籍「東京ステーションホテル物語」とホテルオリジナルブックカバーも、ご人数分プレゼント。 
GWに“ヒストリカルな旅”をお過ごしいただけます。 
 
期間：通年。1日3組限定 
料金：1室2名様 53,352円～（消費税・サービス料込、宿泊税別） 
特典： ・「ヒストリカル エクスペリエンス」のご体験 
    ＊ホテルスタッフは同行せず、お客さまが自由にご体験いただけます。 
    ・書籍「東京ステーションホテル物語」とホテルオリジナルブックカバー（ご人数分） 
    ・ゲストラウンジ〈アトリウム〉の朝食ブッフェ 
https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/historical-tour/ 

●レストランプラン 館内探検ツアー付！「ファミリー個室プラン」 
通常はご宿泊の方のみお越しいただけるホテルエリアなどを、ホテルスタッフが東京駅やホテルのStoryをご説明しま
す。その後、レストラン〈ブラン ルージュ〉の個室で、旬の素材を使ったコース料理をご堪能いただきます。 
プランにはツアーやお料理のほか、個室料無料、乾杯ドリンク、お子様料金半額（2名様まで）、お子様へのお土産な
ど、様々な特典がついています。 
東京駅とホテルのStoryを“見て知って味わう”プレミアムなひとときを、GWにご家族でお楽しみいただけます。 
 
期間：4月28日（土）～5月6日（日） 
時間：ランチ 11:00～、ディナー 17:30～ ＊見学ツアーは30分程 
場所：東京ステーションホテル2階 レストラン〈ブラン ルージュ〉 
料金：お1人様 12,800円（消費税込・サービス料別） 
   ＊4～12名様まで。ご利用希望日の前日までに、お電話にて承ります。 
電話：03-5220-0014（ブラン ルージュ直通／10:00～22:00） 
https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/blancrouge/ 

「ヒストリカル エクスペリエンス」ご体験イメージ 

レストラン〈ブラン ルージュ〉  
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▼5月限定 新茶を愉しむ！ 
東京駅にある「京都 福寿園茶寮」でのランチコース＆プレゼント付プラン」（ホテルメトロポリタン丸の内） 
上質なホテルステイをお楽しみいただけるよう、東京駅グランルーフ3階にある「京都 福寿園茶寮」にて新茶と 
フレンチのコラボレーションによるランチコースを特典とした宿泊プランをご紹介致します。 
 期間：2018年5月1日（火）～5月31日（木） 
 料金：1泊朝昼食付き、税・サービス料込 39,600円／一室 より 
 ご予約：ホテルHP（http://www.hm-marunouchi.jp/ ）または、お電話（03-3211-2233）にて受付。 

宿泊プランに含まれるもの 
・「京都 福寿園茶寮」での「ふれんち茶懐石ランチコース “テ マリアージュ”」 
 チェックアウト日のランチタイム（12:30）にお席をご用意しております。（禁煙席） 
  
〈ランチコース“テ マリアージュ”について〉 
 お料理に合うお茶を飲みながら味わえるコースです。 
 食前茶×オードブル①、茶×オードブル②、 
 茶×メイン（魚またはお肉）、アイスクリーム、抹茶×デザート、パン 
 
〈京都 福寿園茶寮について〉 
 フランス料理をベースとした創作茶懐石をご提供しており、 
 コースの締めくくりにはお客さまの前で抹茶を点てて、おもてなししております。  
 宇治茶を主役とし、宇治茶をおいしく楽しんでいただくため「茶懐石」の心をフランス料理に 
 取り込んだ創作の料理をご堪能頂けます。 
 すべての料理に宇治茶を使うのは勿論、お茶のパン・お茶バターをはじめ、 
 3種類の食べるお茶をお料理にお好みで、ふりかけるなど、お茶をそのまま食べるという  
 新感覚をお愉しみください。 
 
・日本橋の和紙専門店「榛原」の和紙を使用した「手鏡」 
 榛原（はいばら）は、東京・日本橋で二百年以上つづく和紙舗です。 
 日本各地の良質な和紙や、榛原聚玉文庫に伝来する文様を用いて作った商品は、 
 手仕事の美しさと、日本の生活文化を現代に伝えます。 
 榛原オリジナル柄である「重陽」柄2種類からお好みの1枚をお選びいただけます。 
  
〈手鏡について〉 
 榛原オリジナルの千代紙を使った手鏡です。明治・大正期より伝わる吉祥紋様を基に華やかに 
 仕立てており、お着物にもよく似合います。軽く、持ち運びやすいので、ポーチやかばんに入れて 
 普段使いにご利用いただけます。 
 
・ご朝食：「TENQOO」にて和洋ビュッフェ「The TENQOO Premium Breakfast」（6：00～10：00） 

▼南通路エリア 
季節感のある期間限定商品をご紹介します。 

Spring Box  （千疋屋総本店/東京駅銘品館店) 
1,620円（税込） 
シーズン（春夏秋冬）BOXの第一弾！通年通し
て人気のあるフルーツケーキに加え、通常東京
駅店では販売していないフルーツポンチ、クリー
ムチーズを盛り込んだ当店限定のオリジナルギ
フトです。数量限定で販売致します。 
商品内容：ミニパック（フルーツポンチ）×1個、 
クリームチーズ（ストロベリー）×1個、 
フルーツケーキ（ミックス、オレンジ、パイナップ
ル）×各1個ずつ 
※東京駅限定 
※販売期間：4月23（月）～5月6日（日） 
※アルコール使用あり 
※期間中90セットが完売次第終了 
 
 

塩ひよ子7個入  
（銘菓ひよこ/ギフトガーデン東京南通路) 
1,080円（税込） 
餡は北海道産の小豆を精選し、ていねいに炊き
上げ、和三盆糖を加え、熊本県産「天草の塩」で
ほどよく仕立てました。 
※東京駅限定 
※販売期間：4月中旬～5月中旬 
※アルコール使用なし 
 
 

宇治抹茶タルト8個入 
（銘菓ひよこ/ギフトガーデン東京南通路) 
1,296円（税込） 
抹茶の風味が薫る、やさしい口当たりと、
しっとりとした味わいで食べやすいサイズ
に焼き上げた季節限定タルトです。 
※販売期間：4月中旬～8月下旬 
※アルコール使用なし 
  

   「京都 福寿園茶寮」ランチコースイメージ 

     京都 福寿園茶寮内観イメージ 

            手鏡イメージ 
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▼母の日キャンペーン（エキュート東京） 

感謝の気持ちを伝えるこだわりのギフトは便利なエキナカで。見た目も華やかなスウィーツやデリもご用意しております。
おすすめのギフトをご紹介致します（開催期間：5月7日（月）～5月13日（日）） 

ビューティープリンセス  （資生堂パーラー) 
・マンゴーwithアロエ 
・ピーチwithローズ 
・グリーンアップルwithライチ 
・ブラッドオレンジwithアセロラ 
1本（230ｇ）388円（税込） 
女性にうれし美感成分コラーゲンペプチド
1,000㎎と資生堂製ヒアルロン酸35㎎配合の 
ドリンクタイプのジュレです。 

タルト・オ・フリュイ・ルージュ 
（ル・ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～) 
約15㎝3,780円（税込） 
 しっかりと焼き込んだ香ばしいタルトにカスタードク
リームを詰め、苺とルビーグレープフルーツを飾り
ました。 
※5月12日（土）・13日（日）期間限定販売 

鴻池花火（フルーツパフェ大福） 
（五條堂（八重洲エントランス特設会場）） 
1個 480円（税込） 
大阪・鴻池の夜空に輝く彩り鮮やかな花火を
イメージ。5種類のフレッシュフルーツ（ブルー
ベリー、オレンジ、バナナ、フランボワーズ、パ
イナップル）と生クリーム、こし餡を滋賀県産
羽二重餅でひとつずつ丁寧に手包しました。 
 ※エキュート東京初出店 
※5月8日（火）～5月16日（水）期間限定出店 

▼京都宇治の老舗 こだわり抹茶を使った商品が再登場  （ベックスコーヒーショップ）  

ベックスコーヒーショップにおいて、4月16日（月)から、春のドリンクメニュー「～丸久小山園の抹茶を使った～濃いめの宇治抹茶ラテ」を 
販売いたします。昨年度、期間中約10万杯販売と好評だったことともあり、本年度も再販売いたします。 
元禄年間創業の京都の老舗メーカー 丸久小山園（本社：京都府宇治市）の宇治抹茶を使用する、 
新緑の季節にぴったりの彩りドリンクです。丸久小山園の抹茶を使った 
再販売にあたって、商品開発担当者は丸久小山園の槇島工場（京都府宇治市）を1月訪問し、 
工場長から直接お茶の栽培から抹茶の出来るまでの過程や品質管理体制をご教授いただきました。 
あらためてこわだりや品質の高さ確認し、自信を持って再販売を行います。  

〈丸久小山園について〉  
元禄年間創業の老舗メーカー（本社：京都府宇治市）。栽培から製造まで一貫して行う自園茶は、全国茶品評会で、幾度も農林水産大臣賞を受賞している。 

 
取扱い店舗 ： ベックスコーヒーショップ ※一部店舗を除く  
発売期間 ： 4月16日（月）～5月31日（木） 予定／終日販売  

価格 ： 370円 （税込）※ホット、アイスともにワンサイズ展開。一部店舗で価格が異なります。   

▼母の日キャンペーン （グランスタ）  

ゴールデンウィークの翌週は母の日！帰省時に贈り物を持参したり、当日に間に合うように送ったり、喜ぶ顔を思
い浮かべながら選んでいただけるギフトを取り揃えました。カーネーションのアレンジメントから和洋スイーツ、お弁
当までバラエティ豊かに展開します。 

母の日の豆箱入り・かりっとちょこ豆 
（まめや 金澤萬久） 
972円（税込） 
販売期間：4月中旬～5/13 

グラッツェ ミッレ！(カファレル) 
3,240円（税込） 
販売期間：4/27～5/13 
※期間中40本 グランスタ限定 

母の日ちらし御膳 
（煮炊き屋本舗 まつおか） 
1,512円（税込） 
販売期間：5/13のみ 

▼ムスリムの方も安心してご利用いただける「サイアムオーキッドSupreme」のご紹介（キッチンストリート） 

タイ人コックによる本物タイ料理をタイ屋台風の臨場感あふれる店内でお客さまにご提供しま
す。当店舗は、より多くのお客さまにお召し上がり頂くため、ハラール対応した食材を使用して
おり、ムスリムの方も安心してお召し上がり頂けます。 
 

営業時間：11:00 - 23:00  (全日)  ラストオーダー 22:00  
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期間中、スマートフォンアプリ「acure pass（アキュアパス）」で、 
ゴールデンウィーク限定のドリンクセットを販売します。 
アプリで購入した商品は、イノベーション自販機で受け取ることができます。セットで購入すると普段より１０円お得です！ 
 
【第一弾】 旅のはじめに！GWセット１ 
期間：4/27（金）～5/3（木） 
商品：熊本おいしい玄米茶(525ml)＋タリーズブラック(285ml) 
価格：280円（税込） 
 
【第二弾】 旅先で小腹満たし！GWセット２ 
期間：5/1（火）～5/7（月） 
商品：じっくりコトコト 栗かぼちゃの冷たいポタージュ（170g）＋JELEETS コーヒーゼリー（275g） 
価格：280円（税込） 
 
【イノベーション自販機（東京駅では３箇所）】 
・丸の内地下１階コンコース ステーションコンシェルジュ東京付近（びゅうスクエア） 
・京葉地下１階コンコース 八重洲側トイレ脇 
・八重洲北口改札外コンコース 

▼スマホで買って自販機で受け取る、ゴールデンウィーク限定ドリンクセットを販売！ 

【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。 

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東京ステーションギャラリー／⑦ホテルメトロポリタン丸の内 

① 

② 

⑤ 

③ 

③ 

③ 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

「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23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23社 
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イノベーション自販機（右） 



【参考2】「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。 
特設ページもオープンしていますので、ぜひご覧ください（http://www.tokyostationcity.com/special/startwithyou/）。 
 
▼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。 

 

ブランドロゴ TVCMイメージ 
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