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 2018年12月6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＞ 

～毎年恒例の「年末の東京駅手土産」特集が、今年はさらにパワーアップ！～ 

要チェック！東京駅・エキナカ手土産大特集 

  □ 「このお店で、何を買えば良いのか分からない・・・」そこで東京駅約８０店舗から緊急アンケート！ 

    絶対に外さない「店長“自薦”手土産」カタログ 

  □ 新定番はここから生まれる？今年新作限定「３施設合同“売上ランキング”」 

✓ 

✓ 
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 2018年も早いものでもう年末。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）より、帰省のシーズンに外
せない東京駅の手土産を大特集。「何を買えば良いのか、分からない・・」そんな声に応えるべく、今年はより力を入れた
企画をご用意しました。 
 その他、クリスマスから年末年始にかけて、東京駅で楽しめるコンテンツも多数掲載。今年の冬も、是非東京ステー
ションシティにご注目ください！ 
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Ａ：丸の内北エリア（改札外） 

パン缶 
（ノイエ） 
972円（税込） 
3年間長期保存が可能なパンの缶詰。
缶詰とは思えないしっとり感と美味し
さです！災害用の備蓄、非常食、 
ギフトとして人気です。 
※グランスタ丸の内限定 

東京駅舎プリント  
Ａ４縦型トートバッグ 
（日乃本帆布） 
各4,860円（税込） 
東京駅丸の内駅舎がプリントされた使
い勝手のいいキャンバス地のバックで
す。東京土産としてもおすすめです。 
※グランスタ丸の内限定 
 
 
 

ビューティフルシャドー ズーム 
（グラニフ） 
2,700円（税込） 
巨大な目と口をフロントにプリントし、
バックプリントには崇めるように手を天
に突き出す仲間たち。思わず目を惹く、
Tシャツ自体がビューティフルシャドー
になってしまった、というコンセプトの
デザインです。 

ブライドルレザー シューホーン 
/単パス 
（エキソラ） 
シューホーン：4,320円（税込） 
単パス：5,400円（税込） 
スタイリッシュなビジネスマンの 
ポケットに欠かせないアイテムとして
人気です。上質の皮製品で手土産と
してもらい手に喜ばれる商品です。 
 
 
 

フランク三浦 
ご当地時計“東京”モデル 
（ルッソ） 
5,400円（税込） 
お土産に人気の“ご当地フランク三浦”
に、東京モデルで限定商品が発売され
ました。200本の限定生産商品です。 
※グランスタ丸の内限定 

コーヒーキャンディ 
ＴＯＫＹＯ ＳＴＡＴＩＯＮ 
（トラベラーズファクトリー ステーション） 
540円（税込） 
レンガをイメージしたボックスに、駅舎
を金箔で表現した東京駅限定パッ
ケージ。中目黒の老舗飴屋さん「宮川
製菓」が作った、トラベラーズファクト
リーオリジナルのコーヒーキャンディ
です。 
※グランスタ丸の内限定 

ＳＨＩＮＫＡＮＳＥＮ ＣＡＶＡ 
（ワインショップ・エノテカ） 
2,700円（税込） 
新幹線と東京駅丸の内駅舎がラベリ
ングされたボトルで、お手土産にも
ピッタリです。中身もスペインの生産
者に依頼して作っている限定品です。 
※グランスタ丸の内限定 

スフォリアテッラ 
（イータリー） 
1個540円（税込） 
何層にも重なったパイ生地が特長
のイタリア、ナポリ発祥の焼き菓子。
中にはリコッタチーズを使ったクリー
ムが入っています。サクサクとした
食感が楽しいファンの多い商品です。
複数個のセットは、手土産にもおす
すめです。 

▼グランスタ・グランスタ丸の内 

Topic１. 東京駅約８０店舗から緊急アンケート！年末年始、絶対に外さない「店長“自薦”手土産」カタログ 

帰省前、東京駅で手土産を買おうとしても「たくさんあって、どれを選べばいいか分からない・・・」という声に応えるべく、
東京ステーションシティ運営委員会は急遽アンケートを実施。各店舗の店長に協力していただき、絶対に外さない手
土産を自薦で選らんでもらいました。 

2 



チーズタルト 
（ＢＡＫＥ ＣＨＥＥＳＥ ＴＡＲＴ） 
1個 216円（税込） 
オリジナルブレンドのクリームチーズ
を使用し、2度焼きしたチーズタルトは、
外はサクサク、中はフワフワの食感が
楽しめる商品です。パッケージのデザ
インにもこだわり、見た目もオシャレで
ギフトにも大人気です。 

茅乃舎の鍋シリーズ 
（茅乃舎） 
1袋2人前 540円～594円（税込） 
冬季限定、茅乃舎の鍋シリーズがリ
ニューアル。（全6種＋数量限定1種）
それぞれに最も合う出汁を配合し、こ
れまで以上のおいしさになりました。う
まみの「だし」決め手の「つゆ」の黄金
比を追求しました。 
 

Ｂ：丸の内南エリア（改札外） 

赤レンガＢＯＸクッキー 
（紀ノ国屋アントレ  
グランスタ丸の内店） 
80g×3袋 1,026円（税込） 
東京駅丸の内駅舎をイメージした赤レ
ンガ型のオリジナルBOXに、自家製
クッキー3種(プレーン、ココア、ストロ
ベリー)を詰め合わせました。 
※グランスタ丸の内限定 

Ｍｙ Ｈｏｎｅｙ  
ナッツの蜂蜜漬け 
（ビープル バイ コスメキッチン） 
200g 2,800円（税込） 
ミネラル豊富なナッツがふんだんに
入ったナッツの蜂蜜漬け。アーモンド、
カシューナッツ、くるみ、マカダミアナッ
ツが入っています。、ナッツはアンチエ
イジングの面でも注目されており、間
食や朝食のお供としても愛用されてお
ります。 

Ｈａｐｐｙ Ｓｏｃｋｓ × 
Ａｎｄｙ Ｗａｒｈｏｌ 
（ハッピーソックス） 
1,620円（税込） 
アンディ―ウォーホルとの 
コラボレーションソックスです。 
ビビッドなカラーとポップなデザイン 
が目をひきます。全6種ございます。 

モンシェールデニッシュ食パン
プレーン 
（神保町いちのいち） 
980円（税込） 
東陽町で24時間営業し、工場直売で
有名なデニッシュ食パンが東京駅に
毎日数量限定で入荷します。 
新鮮なバターと生クリームをふんだん
に使用し、独自の製法で生地を練り上
げ、職人が一つ一つ丁寧に焼き上げ
ています。テレビなどでも話題になっ
た、しっとりふわふわの食感をお楽し
み下さい。 

エレガンス リクイッド ルージュ 
ビジュー 
（ＭＣＳマルノウチ 
コスメティクスセレクション） 
3,780円（税込） 
2018年8月の発売以降、1日に10本売
れる日もある圧倒的人気の商品です。 
発色の良さ、色持ちは素晴らしく、価
格も手頃なので、2本目を購入される
お客さまも多くいらっしゃいます。 

リブリボンが流れる 
バナナクリップ 
（アネモネ） 
1,706円（税込） 
幅広のリブリボンがアレンジを包むよ
うに流れるバナナクリップ。 
派手になりすぎず大人な横顔を演出
してくれます。 

フレグランスハンドクリーム 
（ハニーロア） 
1,296円（税込） 
みずみずしく伸びやかな潤いで、ふわ
りと立ち上るフレグランスノートが心地
よい、香りを楽しむハンドクリームです。
6種類からお選び頂けます。 
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マグカップ  
東京駅丸の内駅舎Ｌ 
（トレニアート トウキョウ） 
1,620円（税込） 
トレニアート トウキョウ店限定の東京
駅丸の内駅舎とレンガをデザインした、
かわいいマグカップです。お土産に大
人気です。 
※グランスタ限定 

ラムドラ 3個入り 
（日本百貨店） 
3個入り 1,080円（税込） 
ラム酒がじゅわりと香る、自家製ラム
レーズン入りのオトナのどら焼き。ラ
ムレーズン×あんこという組み合わせ
が驚くほどにマッチし、入荷するとすぐ
に完売してしまう大人気商品です！ 
※毎週木曜入荷。なくなり次第終了 

電車ハンカチ 
（フィル ユージーヌ） 
各594円（税込） 
「TOKYO」の刺繍が入った東京駅限
定の電車ハンカチは、お土産にピッタ
リ！電車型のBOX（108円（税込））に
詰めてお渡しするのがおすすめです。 
※グランスタ限定 

ローソープ ムク 
（ＯＳＡＪI） 
1,728円（税込） 
1カ月に約600個売れている大人気商
品。毛穴ケアもできる、うるおい成分
が溶け込んだ手作りの半熟石けんで
す。生クリームのような泡で驚きの弾
力肌へ！ 

赤レンガ箸 
（にほんぼう） 
2,160円（税込） 
東京駅の赤レンガから着想を得た、レ
ンガ模様をお箸にあしらいました。永
い東京駅の歴史に想いを馳せる、レト
ロな雰囲気のお箸です。かさばらない
ので手土産にオススメ！ 
※グランスタ限定 

カゼグルマ 
（ＫＯＮＣＥＮＴ） 
3個入 1,350円（税込） 
1カ月で1,300個売れた人気商品！ 
6月の販売開始から、4ヵ月連続販売
数1位の商品です。 
“風”を飾るマグネットとして、風が目
に見えるよう、微風でもくるくると可愛
く回ります。オフィスやお部屋のインテ
リアに。またエアコンの強弱の目安と
してオススメです。 

ベビーバター 
（ジョンマスターオーガニックセレクト） 
3,132円（税込） 
冬季売上No.1！真冬の乾燥にも頼れる
オーガニックの全身保湿バーム。新生
児の赤ちゃんから大人までお使い頂け
る冬季限定商品です。 

絶妙レシピのハンドクリーム 
晴れやかな空の香り 
Ｓｕｉｃａのペンギンデザイン 
（まかないこすめ） 
30ｇ 1,642円（税込） 
1ヶ月に1,400個以上の販売実績を 
あげたこともある大人気の 
ハンドクリーム。Suicaカードのような 
遊び心のあるデザインで、東京土産に
ぴったり！柑橘系のさわやかな香りです。 
※グランスタ限定 

Ｃ：バラエティエリア（改札内） 

東京夜景 
（シェアード トーキョー） 
1,080円（税込） 
東京の名所の夜景が並ぶてぬぐいで
す。よく見るとビルの窓に「TOKYO」の
文字が隠れています。当店の東京手
ぬぐいの中で一番人気のお品です！ 
※グランスタ限定 

ラブラリートーキョー 
ブルーハンカチ 
（ラブラリー バイ フェイラー） 
2,160円（税込） 
グランスタでしか手に入らない東京駅
丸の内駅舎をモチーフにした限定ハ
ンカチ。東京土産におすすめです。 
※グランスタ限定 

ブックカバー 
（プラススタイル） 
1,944円（税込） 
コットン地の裏表のカラーが異なるオ
リジナル生地で作った東京駅限定モ
デル。駅舎マークのワンポイントがさ
りげなく限定を主張します。 
※グランスタ限定 

ガラスペン（インク付き） 
(フランチェスコ・ルビナート) 
（ノイシュタット ブルーダー） 
3,672円（税込） 
1950年代、イタリアのトレヴィーゾで文
具の修理、製造販売の店として創業。
国内の職人によって作り続けられてい
る商品は、クラシックながら洗練され
たデザインが多く、その品質の高さは
国内外から高い評価を得ています。 

シーオービゲロウ 
／ボディクリーム レモン 
（フルーツギャザリング） 
4,104円（税込） 
1870年の発売当初より現代の人々にも愛
され、今なお進化し続けています。絞りた
てのレモンを連想させるようなみずみずし
い香りは、合成香料を加えていない天然
のレモンオイルによるものです。 

食べる削り節 
（212 ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ） 
70ｇ入 702円（税込） 
リピーターが続出している人気商
品です。生ハムのようなしっとりし
た食感が特長で、食べ出すと止ま
らない美味しさです。 

スウィートピッグピンクソルト 
（バースデイミニバー） 
1,620円（税込） 
内祝い、引出物にもおすすめのピンク
ソルト。色使いがかわいいガラス細工
のブタの女の子のビンに、アンデスの
塩を詰めました。 

ティーバッグ詰め合わせ 
（フォートナム・アンド・メイソン・ 
コンセプト・ショップ） 
16個入 1,080円（税込） 
英国で300年以上の伝統を誇る王室
御用達ブランドの、最も人気のある紅
茶4種を詰め合わせました。 
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ベルンのミルフィユ 
（ベルン） 
10個入 1,080円（税込） 
50年以上のロングセラー商品。 
香ばしいパイ生地をオリジナルの 
チョコレートでコーティングした絶妙な
バランスの美味しさです。 
地方への手土産にもピッタリです。 

チョコレートコレクション 
（マルシェ ド ショコラ） 
411円（税込） 
ちょっとしたプレゼントに人気のチョコ
レートコレクション。チョコレート専門店
ならではのラインナップで、10種類以
上のチョコレートを常時ご用意してお
ります。 

グミッツェルBOX 6個セット 
（ヒトツブ カンロ） 
6個入 800円（税込） 
外はパリッと、中はしっとりの新食感
グミ！プレッツェルの形がキュートで
色合いもカラフルなのでインスタ映え
間違いなしです。グミッツェルは5年の
歳月を経て完成した自信作で、累計
450万枚以上販売している大人気商
品です！ 
※グランスタ限定 

パンダの旅 
（桂新堂） 
5袋入 1,080円（税込） 
かわいいパンダが東京タワーや雷門
など、東京の名所を巡るえびせんべ
いです。東京駅の手土産約2,200種の
中から1,000円以上のおみやげ部門で
第6位（※１）に選ばれました。 
※グランスタ限定 
※１：東京ステーションシティ運営協議
会調べ 
 

東京駅限定ワッフル  
10個セット 
（ワッフル・ケーキの店 エール・エル） 
10個入 1,300円（税込） 
東京駅人気おみやげランキングにて6
年連続ランクイン！2018年、2,200点以
上のおみやげから1,000円以上のおみ
やげ部門で第1位（※１）にランクインし
た大人気商品です。 
※グランスタ限定 
※１：東京ステーションシティ運営協議
会調べ 

メープルギフト18 
（ザ・メープルマニア） 
18個入 2,460円（税込） 
当店1番人気のメープルバタークッ
キーと、大人気メープルフィナンシェの
詰め合わせです。 
イメージキャラクター「メープル坊や」
がデザインされたかわいらしいパッ
ケージも好調です。 

角 和三盆 
（鳴門金時本舗 栗尾商店） 
9個入 756円（税込） 
創業当時より80年以上守ら
れてきた伝統の糖蜜に、蒸か
した鳴門金時芋を漬け込み
乾燥させた「鳴門金時 角」。
中でも高級砂糖和三盆をふ
んだんに使用した「角 和三
盆」は、品のある甘さが特長
のロングセラー商品です。 
※グランスタ限定 

塩せんべい 
（三原堂本店） 
23枚入 1,080円（税込） 
100年以上の歴史を誇る和菓
子屋の大人気商品。味付け
はお醤油と岩塩のみとシンプ
ルですが、絶妙な塩加減がク
セになります。 

Ｄ：おやつエリア（改札内） 

シュー・ア・ラ・クレーム 
（銀座コージーコーナー） 
216円（税込） 
当店売上TOP3に必ず入る人気商
品！コクのあるオリジナルカスタード
クリームと乳味豊かな生クリームのバ
ランスにこだわりました。季節限定で
「苺」「チョコ」「抹茶」等のフレーバーも
登場します。 
※グランスタ限定 
 

オペラサンク 
（ダロワイヨ） 
5個入 1,296円（税込） 
ダロワイヨ発祥の「オペラ」を小さく食
べやすくカットした、手土産に人気の
「オペラギフト」がリニューアルしまし
た！よりつやのある光沢とパリッとし
た食感をお楽しみ頂けます。 
上にのった金箔は、オペラの名前の
由来でもあるオペラ座の建物をイメー
ジしたものといわれています。 
 
 

軽井沢レザンラスク 
（ブランジェ浅野屋） 
410円（税込） 
浅野屋で定番の軽井沢レ
ザンを使用した軽井沢レ
ザンラスクです。ブラウン
シュガーを使用し、低温で
じっくりと香ばしく焼き上
げ、食べ出すと止まらな
い人気の手土産です。 

ドライフルーツセット 
（プログレ） 
3個入 1,000円（税込） 
人気のドライフルーツ3
種を詰め合わせた東京
駅限定の商品です。 
※グランスタ限定 

飲む酢 柚子(ゆず) 
（飲む酢 エキスプレ・ス・
東京） 
150ml 1,080円（税込） 
グランスタの開業以来、 
11年以上のロングセ
ラー商品。秋から冬に
かけて毎年人気No.1の
デザートビネガーです。
高知県産のゆず果汁を
発酵させた透き通るよう
な香りは、お湯割りがお
すすめです。 
※グランスタ限定 
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東京ジャンドゥーヤチョコパイ 
（カファレル） 
8個入 1,080円（税込） 
2014年の発売以来、発売累計407万
個突破！(2018年9月末時点) 
イタリアで190年以上もの歴史あるチョ
コレートブランド発の東京限定土産 
。軽く持ち運びしやすい、おしゃれな
パッケージなので気の効いた手土産
としてもおすすめです。 
※グランスタ限定 

フルーツウィッチ 
（京橋千疋屋） 
6個入 1,944円（税込） 
バターをたっぷり使用したサクサクの
サブレに、コクのあるクリームとドライ
フルーツをサンドした大人気のフルー
ツウィッチ。ゆず・レーズン・パイン3種
のドライフルーツを使用しました。 

酪円菓 
（テラ・セゾン） 
5個入 1,080円（税込） 
優しい味わいのチーズクリームサンド
です。銀の鈴と東京の焼印を付け、東
京駅限定としてリニューアル。1日平
均100箱の売上げを誇る人気商品で
す。 
※グランスタ限定 

粋甘粛 
（宗家 源 吉兆庵） 
6個入 3,672円（税込） 
創業当時から販売している商品の一
つで、40年以上のロングセラー商品で
す。あめ色の果肉を持つ長野県産市
田柿をまるごとひとつ使用しています。
くちどけの良さにこだわった白あんが、
自然の甘さを引き立てます。 

ちょこかりんとう 
（日本橋錦豊琳） 
926円（税込） 
一口ほおばった瞬間、とろけるよう
な甘さが広がります。従来のかりん
とうを感じさせない、新食感のかり
んとうです。 

東京日和 山茶花 
（富士見堂） 
26袋入 2,160円（税込） 
季節ごとに中身やパッケージも変わる
おかご詰め。今季は新作の酒粕せん
べいと、えび黒胡椒が登場。毎年季
節によって変わるので帰省の手土産
やご挨拶にも喜ばれる、リピート率
No.1ギフトです。 

東京芝えび天 
（坂角総本舗） 
14枚入 864円（税込） 
1日100個以上売れている、東京都内3
店舗限定のかき揚げおせんべいです。 
さくっと軽い食感に広がる香ばしさは、
ついもう1枚と手がのびる美味しさで
す。 

わらび餅のバウム（黒豆） 
（まめや 金澤萬久） 
5個入 1,134円（税込） 
オレンジピールをしのばせたバウ
ムの上には、柔らかな黒豆ともち
もちのわらび餅。異なる食感をお
楽しみ頂ける、他にはないお菓子
です。 

Ｆ：スイーツエリア（改札内） 

東京駅限定チーズケーキ 
（フォルマ） 
10個入 2,160円（税込） 
クリームチーズの風味豊かなしっとり
した食感が特長のプチサイズのチー
ズケーキを10個詰め合わせました。
販売開始から6年、東京駅でしか購入
できない商品として、美味しく召し上が
れるチーズの配合にこだわっています。 
※グランスタ限定 

東京グランマカロン 
（アルデュール） 
5個入 1,404円（税込） 
10個入 2,808円（税込） 
東京駅丸の内駅舎がプリントされた 
東京駅限定マカロン。 
（株）カルピスバターに芳醇なラムレー
ズンを合わせた大人の味わいです。
アルデュール人気No.1商品です！ 
※グランスタ限定 

黒船どらやき 
（黒船） 
1個 226円（税込） 
年間8万個を売り上げる、黒糖ともち
粉を使った生地で北海道産エリモ小
豆や水にこだわった餡を包んだ、黒船
人気のどらやきです。 

銀六餅 
（銀座 甘楽） 
10個入 1,130円（税込） 
1日最高7,500個以上を売り上げた、グ
ランスタ開業からのロングセラー商品
です。餅粉入りの生地に粒あんを挟
んだ、もちもち食感の小さなどら焼 
です。 
※グランスタ限定（パッケージのみ） 
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プチフールセック 15個入 
（ＤＥＡＮ＆ＤＥＬＵＣＡ） 
15個入 1,836円（税込） 
DEAN&DELUCAの定番スイーツであ
る、素朴で小さく愛らしい焼き菓子を
詰め合わせました。コーヒーや紅茶と
共にお楽しみください。 

東京ブリック 
（ドルチェフェリーチェ） 
8個入 1,080円（税込） 
東京駅丸の内駅舎のレンガをモチー
フに仕上げたキューブ型のしっとりタ
ルト。アーモンドとバターのコクの風味
を活かした、プレーン・ショコラ・ポム
(りんご)・スリーズ(チェリー)の4種類の
詰合せです。 
※グランスタ限定 

まめぐいSuicaのペンギン 
（まめぐい） 
648円（税込） 
お菓子のセット：1,188円（税込）～ 
グランスタ限定販売のSuicaのペンギ
ンが愛らしいまめぐいです。 
お好きなお菓子をお選びいただき一
緒にお包みすると、かわいいSuicaの
ペンギンになります。 
※グランスタ限定 

丸の内駅舎柄パスケース2種 
（インデンヤ バイ ジザイン） 
各3,348円（税込） 
線路をイメージした立涌柄の中に、東
京駅丸の内駅舎をデザインしました。
400年以上続く、印傳屋上原勇七の歴
史と東京駅の歴史が重なった逸品で
す。 
※グランスタ限定 

銀のぶどうのチョコレートサンド 
〈アーモンド〉 
（銀のぶどう） 
12枚入 1,080円（税込） 
最大で1日5万枚以上売れた、 
人気の東京駅限定のスイーツ。 
ハート模様の可愛いビジュアルも人気
の秘密です。 
※グランスタ限定 

ベイクドＺＯＯ 
（フェアリーケーキフェア） 
5個入 1,600円（税込） 
当店手土産人気No.1！愉快な
動物のデコレーションを施したベ
イクドカップケーキは、店内工房
で手づくりしています。素材の風
味を大切にした5種類のカップ
ケーキは、それぞれ異なる味わ
いが楽しめます。 
※グランスタ限定 

マルコリーニビスキュイ 
（ピエール マルコリーニ） 
6枚入 3,564円（税込） 
カリッとした香ばしさと湿度のある食感
が、サンドされたオリジナルのクーベ
ルチュールと溶け合っていきます。ほ
のかに残る優しいジンジャーは幸福な
満足感を与えてくれます。 
※グランスタ限定 

原宿バウム 欅 
（コロンバン） 
1,458円（税込） 
モンドセレクション3年連続金賞の商
品です。平飼い鶏が産む新鮮卵、原
宿本店屋上で自ら養蜂し採蜜した「原
宿はちみつ」オーガニックシュガー、フ
ランス産ディロンラムなど素材にこだ
わり、丁寧に焼き上げたこだわりのバ
ウムクーヘンをぜひご賞味ください。 

東京鈴もなか 
（元町 香炉庵） 
1袋(2個入) 270円（税込） 
2袋入 600円（税込） 
4袋入 1,080円（税込） 
8袋入 2,160円（税込）  
一口サイズのかわいらしい鈴型
の最中。ショップでの定番土産
売上No.1商品です。 
※グランスタ限定 

※画像はイメージ 

ＴＳＨスイーツセレクション 
（東京ステーションホテル/ 
松屋 東京丸ノ内店（東京駅丸の内南口改札付近）） 
5,500円（税込） 
しっとりと焼き上げたパウンドケーキ、フレーバーを楽しめ
る4種のフィナンシェ、口どけのよいクッキーディアマンを合
わせたボリュームのあるセットです。 
ホテルが位置する東京駅丸の内駅舎を描いたパッケージ
はホテルオリジナル。 
赤レンガをイメージしたカラーで、プレゼントにぴったりです。 
 
パウンドケーキ×1個、フィナンシェ×8個、クッキーディア
マン×2種 

▼東京ステーションホテル 
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①和ラスク  
東京駅丸の内駅舎パッケージ 
（和楽紅屋） 
10枚入 650円（税込） 
上品で優しい甘さの和三盆糖や風味
豊かな北海道産発酵バターを丹念に
バゲットに塗り込み、こんがりと焼き上
げた人気のラスクが、東京駅丸の内
駅舎パッケージで限定販売！どこか
懐かしい味わいと軽快な歯ざわりが
後をひく、ロングセラー商品です。  
※エキュート東京限定 

⑧焼きティラミス 8個入 
（ティラミス スペシャリテ シーキューブ） 
1,296円（税込） 
こだわりの北海道産マスカルポーネ
チーズと北海道産小麦を使用したス
ポンジに、ほろ苦いコーヒーシロップを
一つ一つていねいに染み込ませまし
た。 

④東京カリーウィッチ 10枚入 
（資生堂パーラー） 
1,080円（税込） 
昭和3年開業当時から続く資生堂パー
ラーの看板メニュー「カリーライス」を
イメージしたサクサクの生地にチーズ
クリームをサンド。パリッとした食感、
スパイスの刺激にチーズのまろやか
さが絶妙です。 
※エキュート東京限定 
 

⑦タルト レット ヌフ 
（ル・ビエ～プロデュイ  
パー ア ラ カンパーニュ～） 
9個入 2,592円（税込） 
神戸の洋菓子店「ア ラ カンパーニュ」
プロデュース。限定商品「タルトレット」
は職人が一つづつ丁寧に焼き上げた
タルト生地にフルーツやナッツ等、風
味豊かなタルト9種類が楽しめます。 
※エキュート東京限定 

⑤福みたらし 
（菓匠禄兵衛） 
1個 216円（税込） 
笑顔の焼印がかわいらしい冷やして
食べても美味しいみたらし団子。夏限
定商品が、ご好評につき通年商品へ。
1日で平均300個程、多い時には600
個の売上。老若男女問わず人気で、
ちょっとしたお手土産にもピッタリです。 

⑥くず餅 中箱 
（船橋屋こよみ） 
870円（税込） 
上質な小麦澱粉を使用し、15ヶ月もの
間乳酸菌発酵、じっくりと熟成の上、
丁寧に蒸し上げました。出来立て自然
そのままのくず餅は、ほのかな香りと
酸味、しなやかな食感が特徴です。秘
伝の黒蜜と粗挽きのきな粉をたっぷり
かければ三位一体の美味しさが味わ
えます。 

③バウムクーヘン(アーモンド) 
（マイスターシュトュック ユーハイム） 
7個入 1,080円（税込） 
香ばしいアーモンド風味のバウムクー
ヘン。“東京駅丸の内駅舎パッケー
ジ”は当店でしか手に入らない限定商
品！一層一層丁寧に焼きあげた伝統
のバウムクーヘンは手土産にして喜
んでいただけることまちがいなし！ 
※エキュート東京限定 

②東の京 10個入 
（奈良 天平庵） 
1,550円（税込） 
発売以来5年以上のロングセラー商品
として定着。自家製あんの白あんにバ
ターと練乳を加えた洋風ミルクまん
じゅうは、世代を問わず人気の美味し
さです。 
 

▼エキュート東京 
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①とろとろ焼きカップチーズ 
（フロマージュ・テラ） 
1個 216円（税込） 
毎日焼きたてのチーズタルトはクリー
ムチーズたっぷりで濃厚な味はもちろ
ん、中はとろけるようなくちどけ食感。
常時焼き続け1日4,000個も売上げる
事もある、東京駅でしか買えない人気
商品です。1個からお好きな数で購入
でき、6個入BOXも手土産に人気です。
当日は常温で持ち歩けるのも嬉しい。 
※エキュート京葉ストリート限定 

②パンダの 
シュガーバターサンドの木  
キャラメルマキアート 12個入
（シュガーバターの木） 
1,242円（税込） 
大人気「パンダのシュガーバターサン
ドの木」シリーズ第2弾。昨年も好評
だった秋冬限定味の「キャラメルマキ
アート」が可愛いパンダ柄になって登
場。パンダの柄が入ったシリアル生地
に、エチオピア産モカを使ったキャラメ
ルマキアートショコラをサンド。 

③ウェルカム ＴＯＫＹＯ  
3個セット 
（シレトコドーナツ） 
1,580円（税込） 
蒸し焼きでしっとりふわふわ食感。一
つ一つ手作業で作っている為、クマゴ
ロンの表情に個性が。お気に入りのク
マゴロンを探すのも楽しい、東京駅お
土産ランキング（※１）にも入った人気
商品です。 
※エキュート京葉ストリート限定 
※１：東京ステーションシティ運営協議
会調べ 
 

④揚まんじゅう 9個入 
（御門屋） 
1,274（税込） 
北海道産小豆「しゅまり」を使った当店
こだわりの揚まんじゅう。定番のこしあ
ん、ごま入こしあんに加え季節に合わ
せた限定の黒豆味もご用意。素材と
製法にこだわった味をお楽しみ下さい。 

⑤ｅｄｏｃｃｏ 生人形焼 
（八天堂） 
8個入 1,080円（税込） 
八天堂と雷おこしで有名な常盤堂雷
おこし本舗とのコラボレーション商品。 
モチモチした生地やシンプルな中にも
上品さを追求したパッケージなど、全
てにこだわり4年の歳月を経て完成し
たイチオシ商品。 
※エキュート京葉ストリート限定 

⑥クッキー詰合せ 20枚入 
駅舎限定パッケージ 
（東京ミルクチーズ工場） 
1,965円（税込） 
東京駅お土産ランキング4年連続でラ
ンクインしている「ソルト＆カマンベー
ルクッキー」「蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ」
の2種類が楽しめる詰合せ。東京駅限
定パッケージでご用意しております。 
※エキュート京葉ストリート限定 

⑦うふプリンミックス 10個入
（柿の木坂 キャトル） 
2,340円（税込） 
かわいらしい卵の殻に入ったプリン。
卵のパッケージに入ったプリンはお土
産に喜ばれることまちがいなし。多い
時には1日1,000個近く売れる人気商
品です。 
※12月21日（金）～12月25日（火）の
期間は種類に変更がある場合がござ
います。 

▼エキュート京葉ストリート 

キャラメルウィッチ 
（銘品館東京南口、 
ギフトガーデン東京中央口、 
ギフトガーデン東京南口） 
1,080円（税込／11個入り） 
キャラメルとチョコレートという
なんとも贅沢な組み合わせ。 
東京駅では1日20,000個売上
げたこともある東京で生まれた
新しい味です。 
とろ～りキャラメルをサクサク
のクッキーで挟むと幾重にも複
雑なおいしさが現れてきます。 

▼南通路 
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Topic ２. 今年の新作限定「３施設合同“売上ランキング”」 

8月に発表したランキングとは趣向を変え、昨年好評だったグランスタ、エキュート東京、エキュート京葉ストリート3施
設の「今年の新作」のみを集めた売上ランキングを発表します！Topic1と合わせて、ぜひご覧ください。 

第１位 
ミルクサンド 8個入 
 （テラ・セゾン／グランスタ） 
1,080円(税込) 
北海道美瑛産の小麦を使ったサクサクのクッ
キーと濃厚ショコラ、とろける練乳ミルクの3つ
の美味しさが合わさり、お口の中で広がりま
す。 

第２位 
まめやのパンダバウム 
（まめや 金澤萬久／グランスタ） 
540円(税込) 
パンダの形の切り込みが入った、手のひらサ
イズのきなこ味のバウムクーヘン。型抜きし
て頂くと、可愛いパンダの形になります。 
※グランスタ限定 

第３位 
ｅｄｏｃｃｏ 生人形焼 
（八天堂/エキュート京葉ストリート） 
8個入 1,080円(税込) 
八天堂と雷おこしで有名な常盤堂雷
おこし本舗とのコラボレーション。モチ
モチした生地やシンプルな中にも上品
さを追求したパッケージなどすべてに
こだわり4年の歳月を経て完成したイ
チオシ商品です。 
※エキュート京葉ストリート限定                         
 

第４位 
プティパウンド・Ｓｕｉｃａのペンギン 
（ドルチェフェリーチェ／グランスタ） 
2,300円(税込) 
可愛らしいSuicaのペンギンをモチーフ
にした、チョコパウンドケーキと当店人気
のフルーツのパウンドケーキが入ったア
ソートです。 
※数量限定 
※グランスタ限定 
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第６位 
ＴＨＥ ＲＩＣＨ＆ 
（黒船／グランスタ） 
6枚入 1,080円(税込) 
さっくり焼いた四角い波状のワッフル生
地に、濃厚なクリームをサンドした焼き菓
子の詰合せです。東京駅を描いたグラン
スタ限定のパッケージで、手土産として
人気です。 
※季節によってクリームが変わります。 
※グランスタ限定（パッケージのみ） 

第７位 
かりんとう18袋入 
（日本橋錦豊琳／グランスタ） 
2,808円(税込) 
看板商品「きんぴらごぼうかりんとう」
を始め、定番の人気商品の詰合せ。
国産小麦粉100％の生地を使用した
こだわりのかりんとうを、お茶うけやお
酒のおつまみにどうぞ！ 

第８位 
ジョイア 
（カファレル／グランスタ） 
10粒入 1,944(税込) 
東京駅から新しい旅に出発しようとす
る女性が描かれた華やかなデザイン。
商品名はイタリア語で「喜び」を意味し
ています。幸せを運んでくるとされる
金色のてんとう虫など、イタリアブラン
ドらしいカラフルなホイルチョコレート
がアソートされています。 
※12月26日（水）より再販開始 
※グランスタ限定 

第９位 
東京煉瓦（キャラメルショコラ） 
（ハナ シュウンプウ／ 
エキュート東京） 
4個入 1,209円(税込) 
フェアトレードで仕入れたチョコレートを
滑らかな口どけのキャラメルと合わせ、
アクセントにフルーティで酸味もマイルド
な八丈島のフルーツレモンを使って仕
上げました。 
※エキュート東京限定 
※販売期間：2019年4月15日（月）まで 
 

第１０位 
天米‐てんべい‐16枚入 
（富士見堂／グランスタ） 
16枚入 1,242円(税込) 
お米の粒を残し焼き上げた塩味のお
せんべい。ザクザクとした新しい歯ご
たえと富士見堂ならではのシンプルな
味付けで、お米の旨味をより一層引き
立てています。 

第５位 
東京バタークッキー 
（マイスターシュトュック ユーハイム
／エキュート東京） 
30枚入 1,080円(税込) 
ほどよくカジュアルで、ちょっと気の利
いたギフトとして人気の焼菓子。サク
サク食感の生地にクリーム2種とアー
モンドスライス1種の詰め合わせ。世
代を問わず好評です。 

※ランキングをご紹介いただく際は、「東京ステーションシティ運営協議会調べ」と記載してください。 
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第１位 
東京ショコラファクトリー 
ショコラバウム 10個入 
（(株)アイル） 
10個入 1,080(税込) 
厳選した原料からつくられた細巻きのバウム
クーヘンに風味豊かなチョコレートをコーティ
ング。一口サイズにカットして、ロリポップキャ
ンディのような楽しげなデコレーションをほど
こしました。 

第２位 
東京ばな奈チーズケーキ 8個入 
（(株)グレープストーン） 
1,080円(税込） 
なんと東京ばな奈がチーズケーキに変身！
ほのかなバナナの香りでしっとり＆ミルキー
に焼き上げた、おいしさ自慢の一品です。 
上はプレーンチーズ、下はバナナミルク風味。
おいしさ2段重ねのこだわりチーズケーキ。 

第３位 
グラノーラベリーズサンド  
8個入 
（(株)グレープストーン） 
1,080円(税込) 
⼀度たべたらクセになる！と大人気の
「グラノーラサンド」シリーズに、甘酸っ
ぱい新味登場。ラズベリー＆カシス
ソースをとろっととじこめた苺ショコラ
に、ザクッと香ばしいフルーツグラノー
ラクッキーが相性抜群です。           
 

第４位 
キャラメルチョコレートクッキー 
10枚入 
（(株)シュクレイ） 
1,620(税込) 
キャラメル味のクッキーと紅茶の茶葉
入りのキャラメルチョコレートを5層で仕
立てた、サクサク感が特徴のクッキー
です。 

▼【番外編】東京駅・南通路 
今回は番外編として、東京駅・南通路エリアでの新作手土産での売上ランキングをご紹介します。大変人通りが多い、
丸の内南口から八重洲南口にまたがる手土産・お弁当専門店エリアになっています。 
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第６位 
東京ばな奈ラッコ  
コーヒー牛乳味 8個入 
（(株)グレープストーン） 
1,080円(税込) 
発売わずか22日間で、いきなりランクイ
ン！愛くるしいふかふかラッコちゃんのス
ポンジケーキに、懐かしのコーヒー牛乳
味のバナナクリームをとろんと包んだ、
東京ばな奈の大ヒット作です。 

第７位 
ひとくちバーム詰合せ 
8個入 
（(株)グレープストーン） 
1,684円(税込) 
東京を代表するバームクーヘン専門
店んから、待望のひとくちサイズが登
場。ねんりん家の誇る二大バーム
クーヘンを、ひとくちサイズで上品に
味わえるセットは、配りやすいスマー
トなお土産としてビジネスマンにも人
気です。 

第８位 
白と黒のパンダせんべい 
6袋 
（(株)満果惣） 
1,150円(税込) 
クリーミーなチーズ風味に黒胡椒をき
かせた『白』と、イカスミを練りこんだ
ほんのり塩味の『黒』。白と黒のパン
ダカラーが可愛らしい2つのおいしさ
が詰まったおせんべいです。 

第９位 
東京とろ～りキャラメル 
12個入 
（(株)東京玉子本舗） 
1,030円(税込) 
とろけるキャラメルミルククリームをザ
クッとクランチなチップをちりばめたサッ
クサククッキーの中に閉じ込めました。
コク深いキャラメルクリームの味が口に
広がり、後にカラメルチップのビターな
香ばしさが残るそれぞれ異なるダブル
の風味をお楽しみいただけます。 
 

第１０位 
日本橋だしむすび煎  
18枚入 
（(株)三州総本舗） 
1,080円(税込) 
日本橋・にんべんのかつお節だし、五
日市・近藤醸造元の醤油、練馬・糀屋
三郎右衛門の味噌。それぞれ東京の
素材にこだわって焼き上げた、粒々食
感のおむすび型のお煎餅です。 

 

第５位 
とろーりフォンダンショコラ 
4個入 
（(株)東京玉子本舗） 
980円(税込) 
とろ～りとろけるショコラフィリングに
は香り高いベルギー産チョコレートを
使用し、しっとりふんわり食感にこだ
わった生地にはマイルドなチョコレート
を混ぜ込むことで絶妙なバランスの一
体感をお楽しみいただける一品に仕
上げました。 

★ランキングをご紹介いただく際は、「東京ステーションシティ運営協議会調べ」と記載してください。 
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▼東京ステーションホテル 

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） 

MARUNOUCHIヌードル 

〈ロビーラウンジ〉 
今夏に好評だったロビーラウンジのランチヌードルが、冬バージョ
ンで復活します。鶏と魚介の出汁が利いた塩味のスープに、のど
ごしのよい米粉の麺と盛りだくさんのシーフードを絡めていただき
ます。 

期間：12月1日（土）～2019年1月31日（木） 

時間：11:00～17:00L.O. 

価格：ランチセット 3,280 円 (税込サ別) 

    *サラダ、スープ、紅茶 or コーヒーつき 

お問い合わせ：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通） 

東京ステーションホテルでは、期間限定メニューをご用意しております。 

総料理長が厳選チーズを美味しく食べるお料理を提案するチーズマニアの第6弾や、今夏好評だったランチヌードルが冬バージョンで復活
いたします。この時期でしか味わえない限定の味をぜひともご堪能ください。 

チーズマニア第6弾 バー＆カフェ〈カメリア〉 イメージ 

チーズマニア第6弾 

バー＆カフェ〈カメリア〉 
総料理長が厳選チーズを美味しく食べるお料理を提案する年間プ
ロモーション。 

第6弾は、希少な土佐あかうしのハンバーグに3種のチーズ、ベシ
ャメルソース、ミートソースを合わせた一品や、和牛ステーキに目
の前で熱々のラクレットチーズをかけるお料理、とろけるコンテチ
ーズバゲットをご用意。お酒がすすむ3品です。 

 

期間：2019年 1月 1日（土） ～ 2019年2月 10日（日）  

時間：17:00～23:30L.O. 

価格：ハンバーグ2,880円、ステーキ4,580円 

    バゲット6ピース1,880円(いずれも税込サ別)  

お問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通） 

▼東京ステーションギャラリー 

「吉村芳生 超絶技巧を超えて」展ポスター 各540円（税込） 

販売期間：11月23日（土）～2019年1月20日（日） 

 

絵画なのか？写真なのか？じっくり観るほどそのリアルさに驚かせられる吉村芳生の作品が300㎜X240㎜のポスターに。 

是非ご自宅でもお楽しみください。 

MARUNOUCHIヌードル 〈ロビーラウンジ〉 イメージ 
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① 

② 

④ 

③ 

③ 

⑤ 

【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 

「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）、JR東日本スポーツ（株） 、（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 
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【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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