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 2018年10月4日（木） 
東京ステーションシティ運営協議会 ＜報道関係者各位＞ 

まもなく紅葉シーズン。各地への旅のお供には、やっぱり「お弁当」・・・だけではありません！ 

東京駅（構内・構外）３０店舗以上から集められた人気グルメが大集合！！ 

“秋旅グルメ２０１８”特集 
  ■ちょっと小腹が空いた時や、お酒のおつまみに！・・・「お惣菜」篇 

  ■実は１０店舗以上の販売店がある激戦区・東京駅！・・・「パン」篇 

  ■日本人の“ワンハンドグルメ”の定番メニュー！・・・「おにぎり」篇 

～その他、秋の素材を活かした東京ステーションホテル限定メニューや、ハロウィン情報など～ 

【CONTENTS INDEX】 

Topic １. 秋の“秋旅グルメ２０１８”特集・・・２～５ｐ 
①「お惣菜」篇：人気エキナカ商業施設の「惣菜」ジャンル売上ベスト３を発表！ 

②「パン」篇：人気パンの中身は一体？「断面図カタログ」／人気店舗の店長自らが推薦！「我が店の人気No.１セレクション」 
③「おにぎり」篇：定番も良いけど・・・オススメ変わり種おにぎり３選 

Topic ２. 紅葉名所に行く前に！事前に知っておきたい、「東京駅豆知識」・・・６ｐ 
もうコインロッカー探しで迷わない！ロッカーコンシェルジュ」／東京駅駅舎の消印」が押されるのは東京駅のポスト／限定フォトフレームが楽しめるプリ
クラ／結構大事！充電が出来るカフェ・・・など 

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）・・７～９p 
 秋野菜や松茸、フォワグラやきのこなど、秋の素材を活かした季節限定コースや、初めての回顧展となる「横山華山展」、各商業施設のハロウィン情報
など！ 

まもなく行楽の秋！東京駅から各地へご移動される方も多いはず。そんな旅のお供は・・・お弁当だけではありません。出来たての唐
揚げや人気の卵焼き、東京駅限定の焼きたてパンや名物おにぎりなど、旅のお供にぴったりなグルメがあります。そこで今回、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、30店舗以上から集められた、“秋旅グルメ”をご紹介します。その
他にも、東京ステーションホテルやホテルメトロポリタン丸の内からは秋の素材を使った限定メニューや、東京ステーションギャラリー
からの最新情報も。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/


Topic１. “秋旅グルメ２０１８”特集 

■ 「お惣菜」篇・・・エキナカ人気商業施設「売上ランキング ベスト３」 
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第１位 
手羽先の甘辛揚げ 
（煮炊き屋本舗 まつおか） 
1個108円（税込） 
カラッと揚げた手羽先に、甘辛の自慢のた
れを絡めた長年愛されている商品です。 
 

▼グランスタ 

第３位 
ｅａｓｈｉｏｎ  
サラダとデリのごちそうＤＩＳＨ 
（イーション） 
1,099円（税込） 
海老の生春巻きにローストビーフ、紅鮭の
スモーク、生ハムなど4種のサラダやデリを
盛り込んだ、全部で9種の味が楽しめる豪
華な盛り合わせです。 
 
 
 
 

▼エキュート東京 

第１位 
つばめ風ハンブルグステーキ 
（つばめグリルデリ） 
780円（税込） 
4日かけてじっくり煮込んだビーフシチュー
特製ソースと店内厨房で挽きたてのお肉で
作った自慢のハンブルグステーキの贅沢
な一品です。 

第３位 
三元豚 ヒレカツ 
（平田牧場） 
350円（税込） 
稀少部位であるヒレのやわらかくひきしまっ
た赤みを存分にお楽しみいただける一品で
す。 

▼エキュート京葉ストリート 

第１位 
名代 鶏の唐揚げ 
（東京 京鳥） 
440円（税込） 
秘伝のタレに漬け込み、 
味が良く染みた定番の醤油味の唐揚げ 
です。 

第３位 
唐ちーポテト串 
（東京 京鳥） 
1本300円（税込） 
唐揚げ・素揚げじゃがいも・チーズドーナツ
が刺さった、ボリューム満点な一串です。 

２０１７年８月～２０１８年７月までの売上を集計。ちょっとした小腹が空いた時や、お酒のおつまみとして、 
ぜひお買い求めください。 

第２位 
桜島どりのさっくり唐揚げ 
（ＲＦ１・いとはん）  
367円（税込） 
桜島どりのふっくらジューシーなもも肉を使
用した、シンプルな味つけの唐揚げです。
ご飯のおかずや、ビールのおつまみにぴっ
たりです。 
 
 
 
 

第２位 
あさり深川煮 
（つきじ 喜代村） 
600円（税込） 
しょうがのきいた甘くふっくらとしたあさり。
開店当初から人気の深川弁当に入ってい
る深川煮をご自宅でも楽しめます。 
※エキュート東京限定 

第２位 
ささみ棒カツ 
（東京 京鳥） 
1本350円（税込） 
ささみ棒カツのサクサク感とオリジナル特
製ソースが相性抜群。長さ２０ｃｍで食べご
たえ十分です。 



【カレーパン】 
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【あんぱん】 

【その他】 

ヒレかつとたまごのポケットサンド 
（とんかつ まい泉／グランスタ） 
486円（税込） 
やわらかなヒレかつと、とろっとした玉子を
挟み込んで「銀の鈴」の焼印をつけた、 

 1日に約400個売れる（※注）、丸いかたち
のサンドイッチです。縁がプレスされてい
るので中身がこぼれにくく、ランチや旅行 

のおともにもおすすめです。 
※グランスタ限定 
（※注）2018年8月平均 

神戸牛のミートパイ 
（神戸牛のミートパイ／グランスタ） 
388円（税込） 
神戸牛を贅沢に使用した肉汁あふれる
ジューシーなミートパイ。お店№1の人気商
品です。 

トマト＆モッツァレラ 
（ブランジェ浅野屋／グランスタ） 
259円（税込） 
中にはたっぷりのモッツァレラチーズと 
プチトマトが入った見た目も可愛らしい商品 
です。 

カレーパン 
（ブルディガラ エクスプレス／グランスタ） 
220円（税込） 
スパイシーでコクのあるフィリングを入れて
焼き上げたブルディガラオリジナルのカレー 
パンです。 
 

キーマボール 
（ガーデン ハウス カフェ／ 
グランスタ丸の内） 
280円（税込） 
高知県産の無農薬生姜をふんだんに使い、 
スパイスたっぷりの自家製キーマカレーを 
フォカッチャ生地で包み、焼き上げました。 
 

ひよこ豆のカレー 
（ブーランジェリー ラ・テール／ 
エキュート京葉ストリート） 
216円（税込） 
有機栽培のひよこ豆をごろっと入れた 
カレードーナッツ。コトコト煮込んだルーは 
北海道産和牛と野菜の旨味が出た自慢の 
カレーです。 

全粒まるぱん 十勝あんバター 
（ガーデン ハウス カフェ／ 
グランスタ丸の内） 
300円（税込） 
北海道十勝産の小豆と有塩バター
の甘じょっぱさがくせになる、一番人
気の商品です。 
 

生クリームあんぱん 
（デイジイ東京／グランスタ） 
226円（税込） 
上質な生クリームと甘さ控えめの 
こしあんを包みました。 

（左）豆褒美（左）我儘褒美 
（東京あんぱん豆一豆／ 
エキュート東京） 
（左）257円（税込）  
（右）1,131円（税込） 
国産小麦を使用した、もっちりとした
薄皮生地の中に、たっぷりの北海
道産大納言かのこと粒あんを二層
仕立てに包餡しました。我儘褒美は
豆褒美の4倍サイズに焼き上げまし
た。 

美瑛産しゅまりのあんぱん 
（ブーランジェリー ラ・テール／ 
エキュート京葉ストリート） 
270円（税込） 
中の餡は美瑛産の小豆「しゅまり」で
仕込み、少し塩を利かせました。 
豆自体の素材の良さも感じて頂けた
らという思いで、上にも大粒の金時
や青えんどうを飾りました。 

■ 「パン」篇その①・・・人気パンの中身は一体？「断面図カタログ」 
東京ステーションシティ運営協議会が、約２００種類以上の中から人気のパンをセレクトし、半分にカット。 
どのような中身なのか、断面図を一挙掲載します。 



タルティーヌ・シャンピニオン 
（ブルディガラ エクスプレス／グランスタ） 
420円（税込） 
【店長コメント】 
エリンギ、舞茸、しめじを使った秋の魅力
たっぷりのタルティーヌ。味の決め手はオニ
オンソース。銀杏と糸唐辛子でアクセントを
つけました。ブルディガラ自慢のバゲットを 
使っています。 
※販売期間：10月末まで 
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■ 「パン」篇その②・・・店長自らおすすめ！「当店の人気№１セレクション」 

クロワッサンB.C. 
（デイジイ東京／グランスタ） 
292円（税込） 
【店長コメント】 
アーモンドケーキをクロワッサン生地で包み、  
上にクッキー生地をそぼろ状にしたものと、
砕いたアーモンドをトッピングして焼き上げ
ました 。 6個入りの東京駅限定商品  
駅舎BOX（1,800円税込）は、お土産にもお 
勧めです。  
 

スイートポテトロール 
（アンデルセン／エキュート東京） 
216円（税込） 
【店長コメント】 
鹿児島県産のさつまいも、「やごろう金時」
を使用した9月10月限定の毎年大人気の菓
子パンです。ほんのり甘い、しっとりとした
生地に、優しい甘さの角切りさつまいもが
たっぷり入っています。秋のティータイムに
おすすめです。 
※販売期間：10月末まで 
 
 

東京あんぱんケーキ 
（東京あんぱん豆一豆／エキュート東京） 
480円（税込） 
【店長コメント】 
低糖で、上品な味わいのあんこを120ｇ使用
し、その周りに大納言かのこをたっぷりつけ、
有塩バターともっちりとしたパンケーキ生地
で挟みました。バターの塩味がそれぞれの
素材の味を引き立てやみつきに。見た目に
もボリュームがあり、インスタグラムでも話
題に。東京駅の新たなお土産として今、注
目されている人気商品です。 
※エキュート東京限定 
※月～木 100個限定 
※金・土・日・祝日 200個限定 

松露サンド 
（つきぢ松露／グランスタ） 
648円（税込） 
【店長コメント】 
ほんのり甘さのあるボリュームたっぷりの玉
子焼きとマヨネーズがベストマッチ。ふわふ
わの食パンとの相性も抜群で何度もリピー
トしたくなる美味しさです。 

番外編 
～玉子焼専門店の人気サンド～ 

東京駅に10店舗以上もあるパンショップ。そこで今回、各店舗オススメの人気商品を、店長自ら推薦していただきました！ 

パン オ ザルグ 
（ガーデンハウスカフェ／グランスタ丸の内） 
ホール 500円（税込） 
ハーフ 250円（税込） 
【店長コメント】 
バゲット生地に鹿児島県産青さ海苔を練り
込んだ、和食にも合う食事パンです。 
 

ロイヤルブレッド 軽井沢ハムの 
クロックムッシュ  
（ブランジェ浅野屋／グランスタ） 
540円（税込） 
【店長コメント】 
軽井沢デリカテッセンの厚切りロースハムと
スイスグリエールチーズを贅沢に使用した、 
食材にこだわったクロックムッシュです。 
 

シナモン クラップフェン 
（ブーランジェリー ラ・テール／ 
エキュート京葉ストリート） 
216円（税込） 
【店長コメント】 
ラムレーズンを混ぜ込んだシュー皮のよう
な生地をお米の油でさっくりと揚げています。 
ドイツ・ノルドライン地方の伝統菓子。 
コーヒーとの相性も抜群です。 
 
 

厚切り三元豚カツ入り 4色パック 
（サンドイッチハウス メルヘン／ 
エキュート東京） 
756円（税込） 
【店長コメント】 
大人気のスイーツサンドから、惣菜や揚げ
物系サンドまでをオールインワン。これぞメ
ルヘンの贅沢な一品です。 
(三元豚の厚切りロースカツ・タマゴ・ロース
ハム・いちご生クリーム) 
※エキュート東京限定 
 
 
 
 
 



爆弾おむすび 
（笹八／グランスタ） 
260円（税込） 
名前と見た目のインパクトとツナマヨ、明太
子、エビマヨの三種類の具が入った 
ボリュームのあるおむすびです。 
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■ 「おにぎり」篇その①・・・さらなるバリエーションを魅せる「変わり種」３選 

悪魔のおむすび 
（おむすび百千／エキュート京葉ストリート） 
220円（税込） 
SNSで話題の悪魔のおむすび、百千バー
ジョン。揚げ玉、おかか、ごま、青のりを醤
油で味付けしたおむすび。 
カロリーはちょっと気になるけど、おいしす
ぎてついつい食べてしまいます。 
 

■ 「おにぎり」篇その②・・・お米系ワンハンドグルメ３選 

穴子いなり 
（豆狸／グランスタ） 
1個 237円（税込） 
一つ一つ店内厨房で作りあげたおいなりさ
んです。グランスタ限定の穴子いなりは、 
お揚げにレンガ模様の焼印を入れました。 
※グランスタ限定 
 
 

手巻き寿司セット 5本入り 
（魚力海鮮寿司／エキュート京葉ストリート） 
1個850円（税込） 
いくら・たまご・まぐろなどを使用した、お子
様に人気の商品。 
※販売時間10時～ 
 
 
 

定番はもう古い？各店舗が趣向を凝らした「変わり種」から一部をご紹介します！ 

「おにぎり」以外も東京駅は多種多彩。人気のお米系ワンハンドグルメをご紹介します。 

柿の葉寿司 北陸三昧 
（銘店弁当 膳まい／東京駅南通路店） 
1,080円（税込） 
ます・のどぐろ・小鯛を「福島県産コシヒカ
リ」とあわせ、ひとつひとつ手作りによって
香り豊かな柿の葉で仕上げています。 

えび天むす 
（おむすび百千／エキュート京葉ストリート） 
290円（税込） 
そびえ立つえび天に、たれがたっぷりか
かった人気、売上共におむすび百千のNo.1
看板商品です。 

海鮮極太巻 
（築地 竹若／グランスタ） 
1個350円（税込） 
2個入り 700円（税込） 
17種類の具材をふんだんに使った、海鮮太
巻きです。色々な具材と食感を楽しめ、醤
油をつけなくてもおいしく食べられる人気商
品です。 
 
 
 
 

※画像はイメージです ※画像はイメージです 



【案内】 
下記のＵＲＬでSuicaコインロッカーの
空き状況をリアルタイムに把握でき
ます。 
http://www.akilocker.biz/mobile/are
a.html?locationId=JR_TOKYO 

Topic2.紅葉名所に行く前に！事前に知っておきたい、東京駅豆知識  
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ロッカーコンシェルジュ 
 
   

【荷物】 
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れなくな
ることは少なくありません。 
そんな時も、ecbo cloakを使って 
事前に予約をしていれば確実に 
預け入れをすることができます。 
https://cloak.ecbo.io/ja 

ecbo cloak  
 

クロークサービス 

【ショッピングサイト】 
エキュートやグランスタなどエキナカ
商品をネットで事前注文して、 
エキナカ店舗で受け取れる便利な
サービス。売り切れの心配も無く、 
長時間並ばずに受け取ることができ
ます。 
http://www.netekinaka.com/shop/ 
default.aspx 
 

東京ステーションギャラリー 

【サービス】 
東京駅保存復原プロジェクトを 
経て、創建当時の姿に甦った 
東京駅。その東京駅の歴史を 
音声でご紹介するツアーガイド 
です。 
http://www.tokyostationcity.com/ 
learning/voice_guidance/ 

東京駅プリクラ 
 

【荷物】 
当日限り、荷物のサイズに関わらず
1個600円で荷物を預けることができ
ます。グランスタクロークでは、宅配
機能を備え、冷凍・冷蔵品の宅配に
も対応いたします。 
http://www.tokyoinfo.com/access/c
loak/ 
 
 

東京駅音声ガイドツアー 
 

【サービス】 
東京駅限定フォトフレームのあるプリ
クラ機。丸の内駅舎の外観や、ドー
ムの内部などが設定されています。
丸の内駅舎との記念写真を、手軽に
撮ることができます。 
設置場所：丸の内北口改札 
 

充電ができるカフェ 
 

【サービス】 
東京駅には、丸の内側だけでもカフェが充実。その中でも、ファイブクロスティーズコーヒー、
イータリー、ガーデン ハウス カフェ、ブランジェ浅野屋、デイジイ東京は充電が可能です。 
またエキュート東京内にあるイートインスペース「Fubutsushi（フーブツシ）」でも充電するこ
とが出来るため、お気軽にご利用ください。 

【見どころ】 
駅舎の中にある美術館。東京駅の
歴史を体現できる煉瓦壁の展示空
間で、バラエティに富んだ企画展を
年5本ほど開催しております。
http://www.ejrcf.or.jp/gallery/ 

ネットでエキナカ 
 

 ガーデン ハウス カフェ内観 ファイブクロスティーズコーヒー内観 

http://www.akilocker.biz/mobile/area.html?locationId=JR_TOKYO
http://www.akilocker.biz/mobile/area.html?locationId=JR_TOKYO
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.tokyostationcity.com/learning/voice_guidance/
http://www.tokyostationcity.com/learning/voice_guidance/
http://www.tokyostationcity.com/learning/voice_guidance/
http://www.tokyostationcity.com/learning/voice_guidance/
http://www.tokyostationcity.com/learning/voice_guidance/
http://www.tokyoinfo.com/access/cloak/
http://www.tokyoinfo.com/access/cloak/
http://www.ejrcf.or.jp/gallery/


▼ホテルメトロポリタン丸の内 

ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOOでは、選んで！撮って！食べて！楽しむ 
ハロウィン期間限定ディナーを2コースご用意しております。※1グループにつき1コース 
 
◇2ドリンク付ハロウィンディナープラン 
1名様6,000円（※税サ込） 
ドリンク2杯（スパークリングワイン、生ビール、赤・白ワイン、ソフトドリンクよりお好みで2杯） 
選べるハロウィンディナーコース（全8品） 
 
◇「スパークリングワインフリーフロー付ハロウィンディナープラン」  
1名様7,000円（※税サ込） 
スパークリングワインフリーフロー（2時間制） 
※アルコールが苦手な方にはソフトドリンクにて対応致します。 
選べるハロウィンディナーコース（全8品） 
 

販売日時：～10月31日（水）17:00～22:00 
販売場所：ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOO（テンクウ） 
ご予約  ：お電話（テンクウ直通03-3211-0141)またはHP（http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/） 
 にて受付。ホームページからご予約頂いたお客様にはホテルオリジナルグッズをお土産として 
 プレゼント致します。 

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） 
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 ハロウィンデザート  イメージ 

【ハロウィン情報】 

▼グランスタ 

▼エキュート東京/エキュート京葉ストリート 

Trick or Treat! ハロウィン柄のお菓子をもらおう！ 
◇日時 
（エキュート東京）：10月26日（金）17:00～ 
（エキュート京葉ストリート）：10月28日（日）16:00～ 
◇場所 
（エキュート東京）：エキュート東京八重洲エントランス 
（エキュート京葉ストリート）：エキュート京葉ストリート八天堂前 
 
エキュート東京・エキュート京葉ストリートで当日お買い上げのレシートをお持ちいただいたお客さま 
先着600名さまへ「ハロウィン柄オリジナルデザインチロルチョコ」をプレゼント！ 
※なくなり次第終了 

・3,000円以上のお買い上げレシートのご提示で、組みたてて“新幹線そのもの”に仮装できるペーパークラフトをもらおう！ 
・1,000円以上のお買い上げレシートのご提示で、貼るだけでハロウィン気分が高まるオリジナルタトゥーシールをもらおう！ 
◇日時：10月5日～10月28日の（金・土・日・祝）および10月31日(水)  
      各日11:00～14:00/17:00～20:00 
◇場所：Ｂ１改札内 銀の鈴広場 
 
グランスタ・グランスタ丸の内で10月1日（月）～10月31日（水）に1,000円以上お買い上げのレシート（複数合算可）を 
お持ちいただいたお客さまに「オリジナルタトゥーシール」をプレゼント！ 
※各日先着順、なくなり次第終了 

東京ステーションシティ運営協議会では、各社ご協力のもと、 
ハロウィンキャンペーン「TOKYO STATION HALOWEEN COLLECTION」を実施中です。 
今回ニュースレターでは、グランスタ、そしてエキュート東京／エキュート京葉ストリートで 
実施されるコンテンツの一部をご紹介いたします。 

http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/
http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/
http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/


▼東京ステーションホテル 
東京ステーションホテルでは10月から秋の味覚を味わう限定メニューをご用意いたします。美味しい食材が揃う“実りの秋”を存分にお楽しみ頂けます。 
 

◇ランチ＆ディナーコース「ムニュ オートンヌ」レストラン〈ブラン ルージュ〉 
    秋野菜や松茸、フォワグラやきのこなど、秋の素材を活かした季節限定コース。 
  期間中に一度メニューをがらりと変えるので、再来いただいても新しい味に出会えます。 
   初回は蒸した毛蟹と秋野菜を濃厚ソースに絡めていただく一皿や、鯒（こち）と鮑を薄切りにして 
  キャヴィアを添えた、さっぱりとした味わいのお料理などをご提供します。 後半の10月10日からは、 
  秋本番を感じさせるコース。東京しゃもとフランス産きのこのパイ包み焼や、脂がのった真鯛の 
  ポワレと大ぶりの蛤をあおさ海苔風味でいただくお料理などをご用意いたします。  
    

  期間：～11月20日（火） 
  時間：11：30～14：00 L.O. / 17：30～21：00 L.O.  
  価格：16,800円（税込サ別） 
  お問い合わせ：03-5220-0014（ブランルージュ直通） 
 
◇秋はきのこ！「8種のきのこを使ったドリア＆パスタ」〈ロビーラウンジ〉 

   8種のきのこをたっぷりと使った秋の味覚満載のランチメニューをお届けします。 
  ひとつは、濃厚な黒毛和牛ミートソースに香り高いきのこを合わせた熱々ドリア。 
  もうひとつはもちもち食感のリングイネに、ひらたけや花びら茸、無塩せきベーコンを使って 
  和風テイストに仕上げたパスタ。優雅な空間で季節の味をご堪能いただけます。 
    

   期間：～11月30日（金） 
   時間：11：00～L.O.  
   価格：ドリア2,880円、パスタ2,780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） 
 
◇「ル レクチエのフレンチトースト」〈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、フレンチトーストのプレミアムバージョンが 
  今秋も登場します。口にした瞬間、上品な香りと甘みが広がる“幻の洋梨”ル レクチェ。 
  ブリオッシュ生地のふわとろフレンチトーストと洋梨のオリジナルコンディメントを合わせると、 
  その芳醇な味がさらに引き立ちます。 
 

  期間：11 月下旬＊食材の入荷状況によります 
  時間：11：00～L.O.  
  価格：3,180 円（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） 

 ムニュ オートンヌ イメージ 
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  8種のきのこと黒毛和牛ミートソースドリア イメージ  

 ル レクチエのフレンチトースト イメージ  

ホテルメトロポリタン丸の内では秋のフルーツを使ったカクテルを期間限定で販売いたします。 
 

◇「梨とすだちのマティーニ」1,600円（税サ込） 

 ベースはウォッカで、梨とすだちの搾り汁をミキサーにかけ、香りづけですだちの 
 皮を浮かべました。すっきりとして爽やかな秋の気候を思わせるテイストに 
 仕上がっています。 
 

◇「栗とコニャックのほうじ茶ラテ」1,600円（税サ込） 
 芳香なコニャックをベースに、栗のまろやかな甘さと調和が特徴の甘口カクテルです。 
  ほうじ茶の香ばしい香りをアクセントにした、見た目も秋らしい一杯です。 
 

   期間：～11月30日(金） 
  時間：17:00～23:00（22:30L.O.） 
  場所：ホテルメトロポリタン丸の内 Dining & Bar TENQOO(テンクウ) 

 

▼ホテルメトロポリタン丸の内 

梨とすだちのマティーニ   イメージ 栗とコニャックのほうじ茶ラテ  イメージ  

【秋の食材を使用した期間限定メニュー・商品】 

▼南通路エリア 

ひよ子7個入秋箱 
（名菓ひよ子/ギフトガーデン東京南口） 
864円（税込） 
都内を代表する紅葉スポット、銀杏並木で有名
な明治神宮外苑の黄金ロードをあしらった 
季節限定パッケージです。 
※販売期間：～11月下旬予定 

ふんわりたまご 
（ヨックモック/東京銘品館 南口店） 
1,026円（税込） 
新鮮なたまごを使用し、ふんわり焼き上げた 
生地をクリームと重ねた層仕立てのケーキで
す。 

東京とろ～りキャラメルミルク 
12個入り 
（東京とろ～りしょこら/東京銘品館 南口店） 
1,030円（税込） 
コク深いキャラメルクリームと、カラメルチップ 
のビターな香ばしさの2つの風味をお楽しみい 
ただけます。 
※販売期間：～1月中旬予定 
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【その他期間限定メニュー・商品・イベント情報】 

◇「チーズマニア第4弾」バー＆カフェ〈カメリア〉 
   総料理長厳選のチーズをお料理に組み合わせてお届けする、 
    年間プロモーションの“チーズマニア”。 
   第4弾はこだわりチーズが主役。花びらのように薄く削って濃厚な味を楽しむ 
    チーズ“テット・ド・モワンヌ”。添えた青イチジクのコンポートの甘さと好相性です。 
    フォンデュ用に配合された“モワティエ・モワティエ”のチーズフォンデュは、 
    季節野菜を美味しく食べるのにぴったり。 
    バスク風トマト煮込はシェフセレクトのチーズとともに熱々でいただきます。 
 

    期間：～10月31日（水） 
    時間：11：30～23：30 L.O.  
    価格：1,680円～（いずれも税込サ別） 
    お問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通） 
 

◇「アイラウィスキープロモーション」バー〈オーク〉 
    ウィスキー好きの方には聖地ともいえる“アイラ島”のシングルモルトを、 
    オークバーテンダーが5種セレクションしました。 
    その風土によって生まれる、潮風と海の香りが織り成す強い個性をじっくりとご堪能いただけます。 
    お好みの銘柄との出会いを探すには、5種から選んで飲み比べできるTasting Journeyを。 
 
    期間：～11月30日（金） 
    時間：17：00～23：30 L.O.  
    価格：1ショット(20ml) 1,800円～(税込サ別)  
    お問い合わせ：03-5220-1261（オーク直通） 

▼東京ステーションホテル 

チーズマニア第4弾 イメージ 

アイラウィスキープロモーション イメージ 

▼ホテルメトロポリタン丸の内 
新潟と庄内地方の食に注目した「産地と技の饗宴 新潟・庄内フェア」を開催致します。 
 

  期間：～11月30日（金） 
  時間：17:00～22:00 
  場所：ホテルメトロポリタン丸の内「Dining ＆Bar TENQOO」 
  ご予約：お電話（テンクウ直通03-3211-0141) 

         またはHP（http://www.hm-marunouchi.jp/restaurant/） にて受付。 
 

          

            
            ガストロノミー 

◇「日本海美食旅スペシャルディナーコース」10,000円（税サ込） 
  新潟・庄内の食材をふんだんに使用したディナーコース。 
  新潟県と山形県庄内地方の海の幸・山の幸を一品一品丁寧にフレンチに仕立てた 
  ディナーコース。期間中販売する新潟県十日町市の地酒との相性も良く、併せて 
  お召し上がりください。 
 

◇ 新潟県の地酒を販売 各1合1,200円（税サ込） 
  「吟醸 松乃井 越淡麗」（松乃井酒造場）1合1,200円 
  「純米吟醸 天神囃子」（魚沼酒造）1合1,200円 
   
 
 
 

 日本海美食旅スペシャルディナーコー  スイメージ 

左：吟醸 松乃井 越淡麗  右：純米吟醸 天神囃子 

▼横山華山展 東京ステーションギャラリー 

横山華山（よこやまかざん 1781/4～1837）は、江戸時代後期の京都で活躍した絵師です。  
曾我蕭白(そがしょうはく)に傾倒し、岸駒（がんく）に入門した後、呉春（ごしゅん）に私淑して絵の幅を広げた華山は、 
多くの流派の画法を身につけ、作品の画題に合わせて自由自在に筆を操りました。  
本展は、華山の多彩な画業を系統立てて紹介する初めての大規模な回顧展です。  
曾我蕭白や弟子たちの作品も含め会期中約100点の展示で、かつて有名であったにも関わらず、 
忘れ去られてしまった画家の全貌を掘り起し、その魅力に光を当てます。  
ボストン美術館や大英博物館など海外に渡った作品も里帰りします。  
 

横山華山 KAZAN－A Superb Imagination at Work 
開催期間：～11月11日（日）※会期中、展示替えがあります 
開催時間：10:00～18:00（金曜日は20:00まで、入館は閉館の30分前まで） 
休館日：月曜日（10月8日、11月5日は開館）、10月9日（火）  
入館料：一般1,100円/高校・大学生900円/中学生以下無料 
※20名以上の団体は、一般800円、高校・大学生600円 
※障がい者手帳等持参の方は100円引き（介添者1名は無料） 
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］、日本経済新聞社 
協力：日本航空       
協賛：野崎印刷紙業 
リピーター割引：本展の当日券か前売券の半券を受付にご提示いただくと、団体料金の金額で入館できます。 
            ご提示いただいた半券は回収します。他の割引との併用はできません。 
公式サイト：http://kazan.exhn.jp 

http://kazan.exhn.jp/


① 

② 

④ 

③ 

③ 

⑤ 

⑥ 
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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。 

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）JR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、 
東日本旅客鉄道（株） 
                                                                         計25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10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 
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http://www.tokyostationcity.com/special/startwithyou/

