
【NEWS LETTER 2018-19  Vol.21】 

 2019年1月29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＞ 

～あちこち探し回って購入するのが面倒なシーズン商品も、通勤帰りの東京駅で！～ 

 その１. “本命用”“義理”だけじゃない？自分でつい食べたくなる 

        「東京駅バレンタインチョコレート特集」 

 その２. 約３０種類以上から厳選！「変わり種＆東京駅限定」恵方巻 

 その他.東京ステーションホテル、東京ステーションギャラリーから２月から楽しめる最新情報も！ 

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.“本命用”“義理”だけじゃない？自分でつい食べたくなる「東京駅バレンタインチョコレート特集」 
                                                               ・・・２p-３p 

Topic ２.その数、約30種以上！「変わり種＆東京駅限定」恵方巻・・・４ｐ-５p 

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）・・・６p-７p 

 2019年になり早くも１月末。「節分の日」、そして「バレンタインデー」が迫ってきています。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）では、数多くの商品から厳選された「恵方巻」「バレンタイン」情報をご紹介。 
百貨店顔負けの商品やイベントを、エキナカで豊富に揃えています！その他、１月から２月にかけて東京駅で楽しめる
コンテンツも多数掲載。今年も、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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Topic１. “本命用”“義理”だけじゃない？自分でつい食べたくなる「東京駅バレンタインチョコレート特集」 

今年もバレンタインの季節がやってきましたが、もはやバレンタインは女性たちも楽しむものになってきています。今回
は、男性へ贈る本命チョコだけではなく、自分のために買って楽しめる、可愛らしい商品をセレクトしました！ 
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ハイクラウン ルビーカカオ 
（タイチロウ モリナガ ステーション ラボ  
／グランスタ） 
3本セット 1,404円（税込） 
話題のルビーカカオがハイクラウンで登場｡爽
やかな酸味を最大限に引き出した大人の味わ
いです｡ 
 
 

小町通りの石畳 純米酒 雪男 
（ｃａ ｃａ ｏ 
／グランスタ 期間限定ショップ：シーズンセレクト） 
16粒入 2,160円（税込） 
トマコ産のカカオ分45％、ほのかにスパイシー 
さが香る、力強いカカオテイストのミルクチョコ 
レートに創業300年を迎える青木酒造が作り上 
げた銘酒、「純米酒 雪男」を合わせました。 
辛口ですっきり、キレのある雪国のお酒はチョコ
レートとの相性抜群です。  
販売期間：1月28日（月）～2月14日（木） 

フェアリークリームウィッチ ショコラ 
（フェアリーケーキフェア／グランスタ） 
5個入 2,000円（税込） 
期間限定、チョコレートクリームの 
フェアリークリームウィッチ。チョコレートクリー
ムを使用した2種類の味をお楽しみください。 

グランスタ限定/1日10個限定 

プティパウンド・ショコラ 
（ドルチェフェリーチェ／グランスタ） 
3個入 800円（税込） 
人気のパウンドケーキがショコラの味に変身！
キュートなハートのチョコレートがアクセント。 
販売期間：2月1日（金）～ 

バレンタインセレクション 
（ピエール マルコリーニ／グランスタ） 
9個入 3,780円（税込） 
花の香りつけをしたガナッシュと果実の 
コンポートを組み合わせた新作と、 
人気の粒チョコレートを詰め合わせました。 
 

ショコラフレーズ 
（京橋千疋屋/グランスタ） 
3個入 1,296円（税込） 
宝石のように美しく輝く、京橋千疋屋選りすぐりの
国産苺を2色のチョコレートで包みました。 
苺の甘酸っぱさと、チョコレートの濃厚な口どけが
味わえます。 

バレンタインドルチェ 
「クベット ディ ボンボン ジャンドゥーヤ」
（カファレル／グランスタ） 
1個 615円（税込） 
チョコレートを思う存分お楽しみいただける、 
まるで1粒のボンボンショコラのような、 
チョコレートケーキです。 
カファレルが生み出した「ジャンドゥーヤチョコ
レート」の口どけと香り豊かな風味を思う存分味
わって頂けます。 
販売期間：2月1日（金）～ 

ボンボンショコラ 
（マルシェ ド ショコラ／グランスタ） 
12個入 2,592円（税込） 
ひと粒ひと粒丁寧に作られた、 
チョコレート専門店のボンボンショコラです。 

グランスタ限定 

グランスタ限定 

【グランスタ】 
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獺祭抹茶トリュフ宇治抹茶 
（和楽紅屋／エキュート東京） 
4個入 1,620円（税込） 
京都産宇治抹茶を贅沢に使用した上品なチョコ
レートに、日本が誇る美酒「獺祭」を掛け合わせた
繊細で奥深い味わい。この時期しか味わうことの
できない人気のチョコレートです。 
販売期間：1月28日（月）～ 
 

生チョコ大福・苺生チョコ大福 
（菓匠禄兵衛／エキュート東京） 
各1個 2個入 540円（税込） 
濃厚な生チョコ大福とふんわり食べごたえのある 
苺生チョコ大福の２種類のお味が楽しめるバレンタ
インにぴったりの贅沢なギフトアイテムです。 
販売期間：1月28日（月）～ 
 

室町半熟かすてら 濃厚ショコラ 
（ハナ シュンプウ／エキュート東京） 
直径12㎝ 1,296円（税込） 
インドネシア産のカカオ豆のチョコレートを使用
した半熟かすてらです。チョコチップ入りで食感
もお楽しみいただけます。 
販売期間：1月28日（月）～ 

クマゴロン☆バレンタイン 
（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） 
大切な日に大切なあの人と一緒に２人が寄り添う
ための甘くてキュートなシレトコドーナツです。 
販売期間：1月28日（月）～ 
 

エキュート東京限定 

とろとろ焼きカップチーズ 
ドゥーブルショコラ 
（フロマージュ・テラ／エキュート京葉ストリート） 
1個 356円（税込） 
ショコラ味の濃厚なチーズタルトにたっぷりと 
ショコラクリームをのせました。 
ほろ苦さとチーズのコクが絶品です。 

エキュート京葉ストリート限定 
1日20個限定 

【エキュート東京／エキュート京葉ストリート】 

エキチョコ診断 
 
 
あなたの恋はどこに向かってる？ 
「エキチョコ診断」にトライして友達や恋人と盛り上がろう♪ 
診断結果は「#エキチョコ診断」でシェア！ 
詳しくは「チョコラバ2019」特設サイトをチェック。 
 
チョコラバ2019特設サイト：https://www.ecute.jp/chocolove/ 
※2月14日（木）まで 

https://www.ecute.jp/chocolove/
https://www.ecute.jp/chocolove/
https://www.ecute.jp/chocolove/


シウマイ恵方まん 
（崎陽軒／グランスタ） 
1本 350円（税込） 
シウマイのあんを中華まんの皮で巻き、ロール
状に仕上げた、崎陽軒ならではの恵方巻です。
「ひょうちゃん」の焼印がポイント! 
【具材】 
豚肉、たまねぎ、千帆立貝柱、グリンピース 
※予約可（2月2日（土）まで） 
※限定数量に達し次第、予約締切の可能性あり。 
※2月3日（日）のみ販売 

和牛のプルコギキンパ 
（韓美膳／グランスタ丸の内） 
1本 1,080円（税込） 
国産和牛をたっぷり使用した、豪華なキンパです。 
甘辛いタレで味付けしたプルコギがやみつきに
なります。 
【具材】 
牛肉（山形県産）、人参、たくあん、厚焼玉子、 
きんぴらごぼう、胡瓜 

▼変わり種 

Topic2.その数、約30種以上！「変わり種＆東京駅限定」恵方巻  

2月3日は節分の日。今年も、東京ステーションシティエリア内の各施設、各店舗が力を入れて恵方巻を販売いたしま
す。そこで今回は、一風変わった「変わり種」や、東京駅に来ないと買えない「限定商品」を、一挙ご紹介させていただ
きます！ 
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牛たん恵方巻き 
（仙臺たんや 利久／グランスタ） 
1本 594円（税込） 
牛たん専門店ならではの牛たん入りの恵方巻。
特製の甘辛醤油たれで炊き込んだごはんを 
使用しています。 
【具材】 
牛たん焼きたれ和え、舌先やわらか煮、 
玉子焼、ボイルキャベツ、ボイルいんげん、 
マヨネーズ、海苔、ごま、炊き込みごはん（国産
米） 
※2月1日（金）～2月3日（日）販売  

串くらの焼鳥恵方巻 
（串くら京都・御池／エキュート東京） 
1本 1,200円（税込） 
ハーフ 650円（税込） 
京都産丹波鶏と京都産美山平ゆばを使用した、
新作恵方巻です。 
【具材】 
京都産丹波鶏、京都美山産の平ゆば、厚焼き
玉子、椎茸、三つ葉、生姜の酢漬け 
※ネット注文可（予約は1月28日（月）まで） 
※2月3日（日）のみ販売 

1日50本限定 1日40本限定 

200本限定 

バジル香る恵方巻 
（マンゴツリーキッチン“ガパオ”／グランスタ 
 マンゴツリーキッチン“パッタイ”／グランスタ丸の内） 
1本 450円（税込） 
女性に大人気、ヘルシーで健康にいいといわれるバ
ジルを豊富に使用した恵方巻です。 
【具材】 
豚バラスライス、バジル、小松菜、人参、 
玉子焼、もやし 
※2月1日（金）～2月3日（日）販売  
 

海老フライ恵宝巻 
（煮炊き屋本舗 まつおか／グランスタ） 
1本 1,080円（税込） 
大海老フライが丸々1本入った、ボリューム満点
の1本です。 
【具材】 
大海老のフライ、グリーンリーフ、タルタルソース 
※2月3日（日）のみ販売 

1日30本限定 



特選恵方巻 
（築地 竹若／グランスタ） 
1本 3,500円（税込） 
20種類の食材が入った恵方巻です。 
【具材】 
鮪、サーモンタタキ、備長鮪タタキ、玉子焼、数
の子、蟹、ボイル海老、イカ、穴子、胡瓜、干
瓢、椎茸、たくあん、しば漬、しその実漬、おぼ
ろ、とびっこ、イクラ、ごま、のり 
※予約可（2月2日（土）まで） 
※2月3日（日）のみ販売 

特製恵方巻 
（築地すし好 和／グランスタ丸の内） 
1本 1,944円（税込） 
ハーフ 972円（税込） 
新鮮な中とろ、蟹、穴子などがぎっしり詰まっ
た具沢山の恵方巻。お寿司屋さんならではの、
こだわりの食材が味わえる一品です。 
【具材】 
中とろ、蟹、穴子、玉子焼、胡瓜、大葉、 
たくあん 
※予約可（1月31日（木）まで） 
※2月1日（金）～2月3日（日）販売  

▼東京駅限定 
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大和牛の恵方巻 
（ゐざさ茶屋／グランスタ） 
1本 1,280円（税込） 
ハーフ 640円（税込） 
具材に大和牛のしぐれ煮を使用した、ゐざさ茶
屋限定の恵方巻です。 
【具材】 
大和牛のしぐれ煮、大和まな煮浸し、厚焼玉子、
椎茸旨煮 
※予約可（1月31日（木）まで） 
※2月3日（日）のみ販売 

こだわり野菜の七彩恵方巻 
（大地を守るデリ／エキュート東京） 
1本 580円（税込） 
野菜のおいしさや歯ごたえを楽しめる恵方巻
です。  
【具材】 
長いも、なす、人参、エリンギ、パプリカ、水菜、 
いんげん、たくあん 
※ネット注文可（予約は受取日の3日前まで） 
※2月1日（金）～2月3日（日）販売 

グランスタ限定 50本限定 グランスタ丸の内限定 

グランスタ限定 
レギュラー50本限定  
ハーフ100本限定   

海鮮パオロール 
（パオパオ／エキュート東京） 
1本 432円（税込） 
海老とホタテを贅沢に使用し、海苔の香りもい
かしたパオパオ自慢の味です。 
【具材】 
和豚もち豚、海老、ホタテ、玉ねぎ 
※ネット注文可（予約は2月1日（金）まで） 
※2月1日（金）～2月3日（日）販売 

エキュート東京限定  
1日50本限定 

海鮮恵方巻 
（つきじ喜代村／エキュート東京） 
1本 1,200円（税込） 
うなぎ、カニ、サーモン、いくらなどが入った予
約限定の恵方巻です。 
【具材】 
いか、サーモン、海老、いくら、ししゃも卵、 
カニ、うなぎ、玉子焼き、きゅうり 
※ネット予約限定（予約は受取日の前日まで） 
※2月2日（土）、2月3日（日）引渡限定 
※提供時間 10時～ 

エキュート東京限定 
ネット予約限定  
1日20本限定 エキュート東京限定  

▼南通路 

東京カンパネラ「ＦＲＡＧＯＬＡ(フラゴラ)」 
（東京カンパネラ／ギフトガーデン東京南通路） 
10個入 1,300円（税込） 
16個入 2,080円（税込） 
繊細に焼き上げた3層のラングドシャを支えるピンクのピラー(柱)は、 
ひと際さわやかないちごの味と香りが楽しめるチョコレート。 
挟んた空気までピンクに染まってしまいそうです。 
さっくりした食感と、甘酸っぱさが一緒になって、おロの中を喜ばせます。 
※賞味期限 60日間 

東京土産の「東京カンパネラ」から新商品が登場  

  ※写真は商品イメージです。   



ホテルラウンジのいちごスイーツ 「あまおうフレンチトースト」 
 
東京ステーションホテルで人気のいちごスイーツ「あまおうフレンチトースト」を、期間限定で 
ロビーラウンジにて販売しています。 
「あまおうフレンチトースト」は瀧澤一茂（たきざわ かずしげ）・シェフパティシエが考案した、 
ロビーラウンジのシグニチャーメニュー“フレンチトースト”のプレミアムバージョン。 
毎年お目当ての方がいるほど高い人気を誇ります。 
 

数ある品種のなかでも大きな粒と強い甘みが特徴の福岡県産“あまおう”を、贅沢に丸ごとトッピング。 
ブリオッシュ生地を1日寝かして焼き上げたふわとろ食感の厚切りフレンチトーストに、 
瑞々しくてジューシーなあまおう、オリジナルのいちごバターを合わせていただきます。 
シンプルに構成することで生まれる抜群の相性はもちろん、その見た目もファンが多い理由のひとつです。 
また同期間中、あまおうを使った2種のいちごスイーツも販売。 
縦長窓から自然光が差し込むヨーロピアンクラシックの空間のなか、シェフ渾身の美しいスイーツで 
優雅なティータイムをお過ごしいただけます。 
 

期間：2019年1月15日(火)～3月下旬頃 
価格：2,980円（税込サ別／コーヒーまたは紅茶付） 
場所：東京ステーションホテル 1階 ロビーラウンジ 
問い合わせ：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通） 
時間：11:00～L.O. 
＊当日の販売状況によりL.O.前に終了する場合がございます。 

▼東京ステーションホテル 
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「SLH Awards 2018」日本のホテルとして初受賞！ 
 
 東京ステーションホテルが加盟しているホテルブランドグループのスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（SLH）が発表した 
「SLH Awards 2018」において、‟最優秀グルメホテル賞“を受賞いたしました。 
日本国内の加盟ホテル（現在13ホテル）によるSLH Awardsの受賞は初となります。 
 
SLH Awards* はSLHに加盟している80カ国500以上のホテルのなかから、SLHの会員顧客や海外の旅行代理店などの投票により各部門に最もふさわしい 
ホテルを発表しています。年間最優秀ホテルだけでなく、最優秀デザインホテル賞、最も個性溢れるホテル賞、最優秀ホテルマン賞、 
最優秀インスタ映えホテルなど、ホテルの個性を重視するSLHならではの部門が17あり、世界中の加盟ホテルのなかから各部門で高い評価を得たホテルが
2018 年12月3日に表彰されました。 
 
東京ステーションホテルは、フレンチの技法をベースに日本の旬の食材をふんだんに用いた独創的な料理を提供しているレストラン「ブラン ルージュ」を 
はじめ、寿司、日本料理、中国料理、イタリアン、鶏料理、和菓子、2つのバーなどバラエティに富んだ10のレストラン＆バーを備えていることから高い評価を
受け、このたびの受賞となりました。 
東京ステーションホテルは今後も、国内外のあらゆるお客さまがここならではのグルメ体験を楽しむことができるよう、 
季節感を取り入れたユニークなメニューを提供してまいります。 
 
*SLH Awards（SLHアワード）は2015年から始まった賞で、今年で3回目の実施(2016年は未実施） 

 「あまおうフレンチトースト」  イメージ 

 ロビーラウンジ  イメージ 

ブラン ルージュ  イメージ ブラン ルージュ料理  イメージ 

Topic3.その他のニュース情報  



「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 
 
展覧会概要 

アルヴァ・アアルト［1898-1976］は、「マイレア邸」「パイミオのサナトリウム」「ヴィープリ（ヴィーボルク）の図書館」
など、個人邸宅から公共建築までを設計したフィンランドを代表する建築家です。 
建築にあわせて、家具をはじめ壁面タイルやドアノブに至るまでをデザインするなどディテールへのこだわりも徹
底していました。 
また、アームチェアやスツール、照明器具、流線形のガラス器など、彼が手がけたプロダクトデザインは、今や 
フィンランドデザインのシンボルといえるほど世界中で親しまれています。 
本展はヴィトラ・デザイン・ミュージアムとアルヴァ・アアルト美術館の企画による国際巡回展で、ドイツを皮切りに、
スペイン、デンマーク、フィンランド、フランスの各国で開催され、日本においては20年ぶりとなる個展です。 
 

展示内容 

オリジナルドローイング(約50点) 
模型(約15点) 
家具・照明・ガラス製品などのプロダクト(約50点) 
壁面タイル・ドアノブ・家具などの部材サンプル(約30点) 
冊子・写真・映像等の資料(約80点) 
ドイツの写真家アルミン・リンケによる撮り下ろし写真(約60点) 
―計約300点の作品を8つの章に分けて展示 
 

物販 
図録を特別価格で販売 
本展開催にあわせ、図録「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」が、国書刊行会より出版されました。 
本展の出品作（一部掲載されていない作品もあります）、解説、建築家の坂茂・堀部安嗣・藤本壮介らの 
インタビュー等を収録。会期中、ミュージアムショップで、特別価格／税込3,800円でご購入いただけます。 
（一般書店価格／税込4,104円）。388ページ、B5版変形、一部和英バイリンガル。 
 
 

詳細 
開催期間 ：2019年2月16日（土）～4月14日（日） 
休館日    ：月曜日 ＊4月8日（月）は開館  
開館時間 ：10:00～18:00 ＊金曜日は20:00まで ＊入館は閉館30分前まで  
入館料   ： 一般1200（1,000）円 高校・大学生1,000（800）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）  
＊ （ ）内は前売料金。ローソンチケット（Lコード＝34765）、イープラス、CNプレイガイド、セブンチケット にて販売 
  （販売期間＝2月15日（金）まで）。 
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］  読売新聞社  美術館連絡協議会  
協賛        ：ライオン  大日本印刷  損保ジャパン 日本興亜  インターオフィス  
協力        ：ルフトハンザ ドイツ航空  ルフトハンザ カーゴ AG  
後援        ：フィンランド大使館  フィンランドセンター  

 
建築講座 
1月25日（金）～27（日）の3日間、「東京駅で建築講座」を開催 
アアルト関連イベントスケジュール 
・1月25日（金）：小泉隆氏による「フィンランドの風土とアアルト建築の光」をテーマとした講演会 
・1月27日（日）：ペーパークラフトをベースに、アアルトの実験住宅を考えるワークショップ 
 

▼東京ステーションギャラリー 
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図録「アルヴァ・アアルト もうひとつの自然」 

アームチェア 41 パイミオ／Alvar Aalto, 1932 
 ⓒVitra Design Museum, photo: Jürgen Hans 



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2019年 
1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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