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 2018年7月31日（火） 
東京ステーションシティ運営協議会 ＜報道関係者各位＞ 

ついつい悩んでしまう“帰省手土産”・・・。 
今回「ひんやり系」「フルーツ系」「東京駅限定」「駅舎パッケージ」に分けてご紹介！ 

＜夏の手土産特集第二弾＞ 

各施設担当者推薦！エキナカスイーツ特集 
（番外編：各施設お弁当売上ランキング） 

～東京駅直結の東京ステーションホテルこだわりの麺メニューや“海の香り”を感じさせるウイスキーが登場。 

その他、ホテルメトロポリタン丸の内や東京ステーションギャラリーからは最新情報もお届け～ 

【CONTENTS INDEX】 

Topic １. 手土産特集第二弾 各施設担当者推薦！ エキナカスイーツ特集・・２～３p 

⇒来月のニュースレターと合わせて「手土産特集」を実施。第二弾の今回は、各商業施設イチオシのスイーツ手土産を「ひんやり系」「フルーツ系」「東京
駅限定」「駅舎パッケージ」とジャンル分けしてご紹介。また番外編として、お盆の帰省には欠かせない「お弁当」売上ランキングを発表します。 

Topic １（番外編）. 新幹線のお供に。「お弁当売上ランキングベスト５」・・４～５p 

⇒人気商業施設のグランスタ、エキュート東京、エキュート 京葉ストリート各施設で、お弁当売上ランキングを実施。定番中の定番弁当
や、人気店太鼓判のお弁当などが揃いました！ 

Topic ２. 東京ステーションホテル・ホテルメトロポリタン丸の内 最新情報・・６p 

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）・・７p 

本格的な夏に突入し、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）より夏の手土産特集第二弾をお届
けいたします。今回のテーマは、各施設担当者が推薦する「エキナカスイーツ特集」。5つのジャンルに分けて、帰省や東京土産に
ぴったりなオススメスイーツをご紹介します。その他にも、東京ステーションホテルからは、こだわり抜かれた黒毛和牛欧風カリー 
が新発売。その他、ホテルメトロポリタン丸の内、東京ステーションギャラリーからの最新情報にもぜひご注目ください！ 

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

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

http://www.tokyostationcity.com/


涼観水 
（宗家 源 吉兆庵／グランスタ） 
1,080円（税込） 
ライムとレモン風味の口当たり 
よい羊羹に錦玉羹を重ね、鮎と 
青もみじの型抜羊羹をあしらった 
工芸菓子です。 
販売期間：8月中旬ごろまで 

Topic１. 手土産特集第二弾 各施設担当者推薦！ エキナカスイーツ特集 

東京駅の人気商業施設であるグランスタ、エキュート東京、エキュート京葉ストリート。この3施設の担当者が「お土産選びに悩まないように！」と、特
に需要が高い「ひんやり系」「フルーツ系」「東京駅限定」「駅舎パッケージ」にジャンル分けしてイチオシのスイーツ手土産を厳選。また番外編として、
お盆の帰省には欠かせない「お弁当」売上ランキングを発表します。 

【ひんやり編】 
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フルーツだんご 
（菓匠 禄兵衛／エキュート東京） 
1個 345円（税込） 
きめ細やかなもちもちのだんごと、 
3種（いちご、マンゴー、ブルーベ
リー）のフルーツジュレが相性バ
ツグン！彩り鮮やかで涼しげな
見た目も◎！ 
販売期間：8月31日（金）まで 
※エキュート東京限定 
 

水々・黒々 詰合せ 
（黒船／グランスタ） 
4個入り（各2個） 1,620円（税込） 
8個入り（各4個） 3,240円（税込） 
天然水を使用したさわやかなゼリーで
柚子果汁シロップ付の「水々」、深い甘
みの丹波黒豆を使用した黒糖羹の
「黒々」の詰合せです。 
販売期間：8月中旬ごろまで 

くりーむパン コーヒーゼリー 
（八天堂／エキュート 京葉ストリート） 
1個 260円（税込） 
コーヒーゼリーが中心に入っていて、
クリームとゼリーの新食感。夏らしい
ひんやりしたスイーツパンです。 
販売期間：8月31日（金）まで 
 

【フルーツ編】 
キューブゼリー 9個セット 
（DOLCE FELICE／グランスタ） 
1,944円（税込） 
厳選した国産フルーツだけを使用
したキューブ型ゼリーです。 
りんご、ラ・フランス、白桃、メロン、 
ピオーネ、みかんの6種類の味を
お楽しみ頂けます。 
※なくなり次第終了 
 
 

タルトレット ドゥレテ 6個入り 
（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） 
1,728円（税込） 
人気の焼菓子「タルトレット」に夏季
限定の爽やかなギフトが登場！ 
マンゴーやレモンピール、パイナッ
プルとココナッツなど見た目もかわ 
いい一品です！ 
販売期間：8月31日（金）まで予定 
※エキュート東京限定 

ジュレ ペーシュ 
（資生堂パーラー／エキュート東京） 
1個 540円（税込） 
白桃のジュレに爽やかなパイナップ
ルとパッションフルーツを合わせた
ジュレ。パイナップルのカット入り。 
販売期間：9月末まで 
※エキュート東京限定 
 

とろとろ焼きカップチーズ 
マンゴー 
（フロマージュ・テラ／ 
エキュート 京葉ストリート） 
１個 324円（税込） 
6個入り 1,944円（税込） 
大人気のとろとろ焼きカップチー
ズに爽やかなマンゴーペーストを
トッピング。夏は冷やして、さらに
美味しい！ 
販売期間：9月2日（日）まで 
※エキュート 京葉ストリート限定 
 

【東京駅限定編】 
東京鈴せんべい 20枚入り 
（富士見堂 ／グランスタ ） 
1,530円（税込） 
厳選素材を使用した東京駅限定の
人気商品。待ち合わせの名所、「銀
の鈴」をモチーフにした鈴型のせん
べいは、かつお七味・だし醤油・揚
げ塩・黒米揚げの4種入りです。 
※グランスタ限定 

マルコリーニビスキュイ  
6個入り 
（ピエール マルコリーニ／グランスタ） 
3,564（税込） 
芳醇なカカオのアロマが広がる 
クーベルチュールと、ほのかに香る 

ジンジャーが見事にマリアージュした
スイーツです。帰省土産や贈り物に
最適な、グランスタ限定の商品です。 
※グランスタ限定 

東京あんパンケーキ 
（東京あんぱん 豆一豆 
／エキュート東京） 
1個 480円（税込） 
パンケーキで北海道十勝産の低糖あ
んとバターを大納言かのこで包みまし
た。あんこ好きにはたまらないボ
リューム満点の美味しさです！ 
※エキュート東京限定 
 

東京かみなりや 8個入り 
（東京かみなりや／ 
エキュート 京葉ストリート） 
1,062円（税込） 
サクサクふわふわの新食感スイー
ツです。 
※エキュート 京葉ストリート限定 
 

新商品 新商品 



東京グランマカロン  
（アルデュール／グランスタ） 
5個入り 1,404円（税込） 
10個入り 2,808円（税込） 
東京駅丸の内駅舎がプリントさ
れた東京駅限定のマカロン。芳
醇なラムレーズンが大人の味わ
い。希少さと美味しさで高い評価
を受け続けるカルピスバターと、
香り高い自家製ラムレーズンを
贅沢に使用。冷凍庫で15分ほど
冷やして食べても◎。 
※グランスタ限定 

【駅舎パッケージ編】 
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バウムクーヘン（アーモンド） 
7個入り 
（マイスターシュトュックユーハイム／ 
エキュート東京） 
1,080円（税込） 
8月1日に「マイスターシュトュック ユーハ
イム」として、リニューアルオープン！東
京駅舎が描かれたエキュート東京限定
のバウムクーヘンは「アーモンド」の香り
が豊かなオトナの美味しさです。 
販売期間：8月13日（月）より販売開始 
※エキュート東京限定 
 

新幹線CAVA 
（ワインショップ・エノテカ／ 
グランスタ丸の内） 
2,700円（税込） 
ポップな新幹線と東京駅がデザイ
ンされた東京駅限定スパークリン
グワイン。2014年のリゼルヴァで、
中身にも自信があります。甘いもの
が苦手な方やお酒好きの方へのギ
フトにもオススメです。 
※グランスタ丸の内限定 
 

ＴＯＫＹＯ☆夏駅舎 
（シレトコドーナツ／ 
エキュート 京葉ストリート） 
1個 420円（税込） 
駅舎の赤レンガをモチーフにした夏
バージョーンのシレトコデコドーナツ。 
販売期間：9月3日（日）まで 
※エキュー ト 京葉ストリート限定 
 

【番外編】 

金魚 5個入り 
（満果惣／銘品館南口店） 
1,620円（税込） 
羊羹製の金魚を泳がせたレモン風味の
ゼリーです。夏の風情を感じる、目にも
涼やかなお菓子です。 
販売期間：8月中旬まで 
※東京駅限定 

黒毛和牛欧風カリー 
（東京ステーションホテル） 
220g 2,138円（税込） 
上質な黒毛和牛をふんだんに使い、食材、香辛料、調理法にこだわり抜いた欧風カリー。 
程よくスパイシーでまろやかなコクの味わいは、幅広い年齢層の方に好まれます。 
ぜいたくな味わいと駅舎を描いた美しいパッケージは、贈り物として最適です。 
※７月２３日（月）から販売 
販売場所：ホテル内の直営3店舗（営業時間中）  
レストラン<ブラン ルージュ>、バー＆カフェ<カメリア>、〈ロビーラウンジ〉 
 
 
 
 
 
 

 黒毛和牛欧風カリーイメージ 

新商品 

新商品 新商品 



第１位 

上にぎり 
（築地 竹若） 
1,550円（税込) 
築地直送の新鮮なネタを使用し、売り場に併設
された厨房で職人が実演しながら仕上げます。
中トロ2貫を含む、マグロの握り5貫の他、まぐろ
すき身や甘エビ、サーモン、カンパチなどの人気
のネタ合計10貫と、卵焼きが入っています。お肉
の弁当人気が高い中、必ずベスト5にランクイン
する、グランスタ限定の人気商品です。 

※仕入れ状況により使用食材が変更となる場合
がございます。 
※グランスタ限定 

 
 

第２位 

イベリコ豚と山形育ちの 
ハンバーグの 
DOUBLE MEAT BENTO 
(eashion) 
1,599円(税込) 
スペイン産イベリコ豚重の最高峰「ベジョータ」と
認定された豚肉のみを使用し、これを甘辛く味
付けしたものと、山形県産の牛肉と豚肉のみを
使用したハンバーグをごはんにのせています。
１折で人気のメニューを２つ味わえる限定弁当
です。 
※グランスタ限定 

 

第３位 

ロースステーキ重 
（浅草鉃板亭） 
1,295円（税込） 
「浅草今半」プロデュースの鉄板焼き弁当ショッ
プの看板弁当。国産黒毛和牛のロースステーキ
を存分に味わえる贅沢なお重です。併設の調理
場で作っているので出来立てをお召し上がりい
ただけます。 
※グランスタ限定 

第４位 

牛肉グリル＆すきやき重 
（ＲＦ1・いとはん） 
1,680円（税込） 
人気の「牛肉グリルバルサミコソース重」と 
「黒毛和牛のすきやき重 焼き豆腐添え」の両方が一度

に楽しめる、お肉好きにはたまらないお弁当。夏にぴっ
たりのスタミナ満点の一品です。 
※グランスタ限定 

▼グランスタ   
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夏の帰省の際に参考にしたい、「お弁当売上ランキングベスト５」を各施設ごとにランキング形式でご紹介致します。 
※ランキングをご紹介いただけます際は「東京ステーションシティ運営協議会調べ」と記載いただけますようお願い申し上げます。 

第１位 

深川弁当 
（つきじ喜代村） 
1,200円（税込） 
王道人気弁当！ たっぷりとのった「あさり」は、
生姜がきいた醤油ダレで煮込んでおり、うまみが
しみ込んでいて、ボリュームも満点。 あさりの下
には錦糸卵と、煮ゴボウも入っています。 
※エキュート東京限定 

▼エキュート東京   

第２位 

彩り弁当 
（つきじ喜代村） 
1,200円（税込） 
人気の深川煮、鮪チャーシュー、いくらなどが
入った人気のお弁当です。 
※エキュート東京限定 

 

第３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) 
当店自慢のデミグラスソースたっぷりのハンブル
グステーキはボリューム満点のお弁当です。 

Topic１（番外編）.新幹線のお供に。「お弁当売上ランキングベスト５」 

第５位 

厚切り芯たん弁当（塩味） 
（伊達の牛たん本舗） 
1,680円（税込） 
本場仙台の伝統を継ぐ名店「伊達の牛たん本舗」のグ
ランスタ限定弁当です。売り場に併設された厨房で熟練
の職人が焼き上げる厚切りの芯たんはサックリとした食
感で食べごたえがあります。 
※グランスタ限定 

 



第４位 

三色弁当 
（つきじ喜代村） 
1,100円（税込） 
甘辛く炊いた鮪のフレークと鮪のテールのチャーシュー。
大きな鮭ハラス焼きといくらが入ったお腹も満足のお弁当
です。 
※エキュート東京限定 

第５位 

牛肉どまん中 
（ふるさと料理 福膳） 
1,250円（税込） 
全国的にも大人気の駅弁。山形県産米「どまんなか」を
ふっくら炊き上げ、その上に特製のタレで味付けした牛そ
ぼろと牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当です。 

５ 

第１位 

利久 牛たん丼 
たれと塩のW弁当 
（銘店弁当 膳まい） 
1,296円（税込） 
牛たん専門店「利久」特製のたれ味と 
塩味を一度に味わえる、魅力的なお弁当です。 

▼エキュート 京葉ストリート   

第２位 

焼肉重弁当 
（銘店弁当 膳まい） 
1,500円（税込） 
叙々苑が厳選する黒毛和牛のバラ肉を、秘伝の
たれが絡みやすく且つ食べやすいよう薄切りに
カットしたものを使用。ベストに合わさり仕上がる
よう、丁寧にしっかりと焼き上げました。秘伝たれ
と黒毛和牛の肉汁を含んだ美味しいご飯と、柔
らかいお肉をどうぞお召し上がり下さい。 
※11時頃からの販売 

第３位 

崎陽軒 シウマイ弁当 
(銘店弁当 膳まい) 
830円(税込) 
横浜名物シウマイの妹分として昭和29年に登場
したシウマイ弁当。崎陽軒のこだわりが詰まった
このお弁当は発売以来多くの方に親しまれ続け
ています。 

第４位 

叙々苑特製焼肉弁当 
（銘店弁当 膳まい） 
2,365円（税込） 
焼肉の名店が作り上げた究極の焼肉弁当！ 
冷めても柔らかい肉には特製タレがよくしみてど
んどん箸が進みます。 
※11時頃からの販売 

第５位 

極 焼き鳥弁当 
（東京 京鳥） 
1,500円（税込） 
桜鳥ゴールドの肝串ともも串を使用し仕上げた
弁当。国産鶏の焼き鳥が5本も入った満足感の
ある逸品です。 
※10時頃からの販売 
※エキュート 京葉ストリート限定 



▼東京ステーションホテル 

東京ステーションホテルでは、米粉を使用した麺メニューや、夏にぴったりの“海の香り”を感じさせるウイスキーをラインナップ。 
この時期限定で楽しめるメニューをご紹介致します。 
 
◇夏は米粉麺！ 「MARUNOUCHIヌードル」／〈ロビーラウンジ〉 
米粉ヌードル希少土佐あかうしと五目野菜の混ぜ麺 
赤身の美味しさで評判の土佐あかうしを中国醤油で煮込み、 
小さくカットした数種の野菜と絡めていただきます。 
のどごしと味わいのバランスを考えた暑い時期ならではのヌードルです。 
 
期間：7月17日（火）～8月31日（金） 
時間：11:00～L.O. 
価格：いずれもセットで2,680円（サラダ、紅茶orコーヒー付/税込サ別） 
お問い合わせ：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通） 
 
 
◇「Tasting Journey」 ／バー〈オーク〉 
ウィスキーの奥深さに触れていただけるよう、お得に飲み比べできるTasting Journey。 
8月から2 ヶ月間は“夏だからこそ飲むウィスキー”をテーマに、海の香りを感じさせる 
ウィスキーをラインナップ。5 種の中から気になる銘酒を自由に選べます。 
作られた風土によって生まれる個性、潮風や海藻、南国のトロピカルフルーツを思わせる香り、 
そしてその変化など、ウィスキーの〈旅〉を満喫できます。 
 
・タリスカー18 年 
 〈潮風〉を感じるかのような、塩辛さとスパイシーな風味 
 

・ポートシャーロット10 年 
 アイラ島特有の〈海藻〉を彷彿とさせる、個性的で複雑な味わい 
 

・スキャパ スキレン 
 ラベルにも描かれた、美しい〈海の景色〉のような軽やかさ 
 

・グレンモーレンジ18 年 
 バニラの華やかなアロマと柑橘フレーバーでイメージは〈南国のヴァカンス〉 
 

・テンプルトン ライ 
 〈熱帯の花々〉の中にいるような、甘くトロピカルな香り 
 
期間：8月1日（水）～9月30日（日） 
時間：17:00～23:30L.O 
価格：2種テｲスティングセット3,500円 
        3種テｲスティングセット4,800円 
        (各20ml /税込サ別） 
お問い合わせ：03-5220-1261（オーク直通） 
 

Topic２. 東京ステーションホテル・ホテルメトロポリタン丸の内 最新情報 

 MARUNOUCHI ヌードルイメージ 
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 Tasting Journeyイメージ 

バー〈オーク〉イメージ ▼ホテルメトロポリタン丸の内 
◇40名様限定 東京モノレールの車両基地見学がついた宿泊プラン「スペシャル子テツプラン」 
鉄道好きなお子さまに向けに、見て、乗って、触って楽しめるスペシャルタイプの子テツプランを販売致します。ご宿泊は電車の往来が存分にお楽しみ
いただけるトレインビュータイプのお部屋を確約致します。翌日のチェックアウト後に東京モノレール昭和島駅にあるモノレールの車両基地にて 
2時間30分程度のツアーをお楽しみ頂けます。 
 
ご宿泊日：    2018年11月16日（金）より1泊 
                   ※ご予約受付は8月1日（水）より電話にて受付開始 TEL:03‐3211‐2233 
                   ※ツアーはチェックアウト日（11月17日（土）に実施します） 
プラン特典：   お子様用アメニティセット（マグカップ、歯ブラシ、お子様用スリッパ）2セット 
                   東京モノレール車両基地見学ツアー（お土産付き） 
                   ※往復の交通費はお客さまのでのご負担となります。 
ご宿泊代金：  1室2名様40,700円より（税・サ込） 
                   ステーションサイドシングル20㎡/ステーションサイドクイーン20㎡ 
                   トレインビューツイン25㎡/エグゼクティブコーナーツイン30㎡ 
 
東京モノレール車両基地見学ツアー詳細 
■ご出発：11月17日（土）9時20分頃 
■ツアー時間：10時～12時30分（予定） 
■ツアー後に東京モノレールの社員食堂をご利用いただけます※ご希望者のみ 

■ツアー内で東京モノレールのミニチュア版制服をご試着頂頂けます※ジャケット（100・110・122・140㎝）制帽（53・54㎝） 

■ツアーで体験できること（運転台体験、ミニチュア版制服試着・車両工場見学・基地内試運転） 
■詳細JP：http://www.hm-marunouchi.jp/stayplan/tokyomonorail/ 

運転台体験イメージ 

眺望イメージ 

http://www.hm-marunouchi.jp/stayplan/tokyomonorail/
http://www.hm-marunouchi.jp/stayplan/tokyomonorail/
http://www.hm-marunouchi.jp/stayplan/tokyomonorail/


① 

② 

④ 

③ 

③ 

⑤ 

⑥ 

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） 

▼東京ステーションギャラリー ミュージアムショップTRAINIART  
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「TRAINIART」は、「鉄道をもっと楽しむ」をコンセプトに、私たちの生活に身近な「鉄道」の魅力を様々な視点から表現・編集するお店です。 
洗練・ホンモノ志向・ストーリー性をキーワードに「デザイン」と「機能」にこだわった鉄道デザイングッズを展開し、新たな鉄道デザイングッズの 
マーケットを開拓しております。 
※ミュージアムショップTRAINIARTへお入りいただく際は東京ステーションギャラリーの入場券が必要になります。 

「生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。」展オリジナルポストカード  
各150円(税込) 
東京ステーションギャラリーにて開催される 
「生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。」展のオリジナルポストカード。 
いわさきちひろの作品をご覧になった感動を、こころ動かされた作品を、 
ぜひご自宅でもお楽しみください。 
 
販売・実施期間：9月9日（日）まで 
販売場所：ミュージアムショップTRAINIART 

「TRAINIARTオリジナル5パーツフォルダ東京駅丸の内駅舎」 
450円(税込)／JR東日本商品化許諾済 
レトロモダンな東京駅丸の内駅舎が印象的なデザインのTRAINIART 
オリジナル5パーツフォルダ。東京ステーションギャラリーに来館され、 
建築自体も堪能された思い出や、東京土産にオススメの商品です。 
 
販売場所：ミュージアムショップTRAINIART/TRAINIART全店にて販売中 

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

「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）JR 東日本パーソネルサービス、
（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 



【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」～新ビジュアルが登場～ 

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ています。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（http://www.tokyostationcity.com/special/startwithyou/）。また上図の新ビジュアルが7月から公
開されています。ぜひお楽しみください。 
 
▼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 

８ 

http://www.tokyostationcity.com/special/startwithyou/

