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2019年6月27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＞

＜いよいよ夏！帰省向けの手土産特集・前篇＞

てぬぐい、お箸、ブックカバー、マスキングテープ・・・おみくじ？

東京駅で購入すべき手土産はお菓子だけじゃない！！

ジャンル別エキナカおすすめ「雑貨手土産」２１選
その他、

■もちろんお菓子だって負けてない！グランスタ・エキュート東京・エキュート京葉ストリートの

人気９店舗の店長自らが選んだ、「今年の新作No.1手土産カタログ」

■東京ステーションホテルの、夏限定スイーツ情報も掲載！

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

東京駅Facebook： https://www.facebook.com/TheTokyoStation
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夏も目の前！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）では、本レターと次号
レターの2回に分けてオススメの手土産をご紹介。今回は、各店舗が自信を持って展開している、バラエティ豊
富な「雑貨手土産」をご紹介します。
また、東京ステーションホテルでは7月頭からマスクメロンを贅沢に使用したスイーツが登場。是非こちらも

ご注目ください！
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Topic1.～帰省向けの手土産特集・前篇～ジャンル別エキナカおすすめ「雑貨手土産」２１選

【“訪日旅行者向け”手土産】

撮影

い草のブックカバー（駅舎）
（日本百貨店とうきょう）
文庫サイズ 1,296円（税込）
群馬県桐生市の「松屋畳店」と、和歌山県のレー
ザー加工職人「SOWAKA」と、日本百貨店のコラ
ボレーションブックカバーです。い草の香りと手触
りは、くつろぎの読書タイムのお供にぴったりで
す。
※グランスタ限定

てぬぐい 東京駅
（シェアード トーキョー）
1,404円 （税込）
東京駅舎のモチーフを、クラシカルな
格子模様に描いたてぬぐいです。駅
舎の装飾レ リーフにもある花はクレマ
チスで、花言葉は「旅人の喜び」を表
します。
※グランスタ限定

Furoshiki Patchin 
（シェアード トーキョー）
1セット 2,484円 （税込）
4つの穴に風呂敷を通して結ぶと、簡
単にバッグが出来上がります。旅先で
荷物が増えた時にも重宝します。

コットンショルダーバッグ
STATION EDITION/コットン
ショルダーバッグ TOKYO 
STATION
（TRAVELER'S FACTORY STATION）
各648円 （税込）
東京駅舎と、トラベラーズトレインのモ
チーフをデザインしたショルダーバッ
ク。薄手の軽いコットン生地なので、
サブバッグとしてメインバッグに忍ば
せておいても便利です。
※グランスタ限定

てぬぐいのはんかち「パンダと
東京駅舎」
(濱文様）
540円（税込）
人気のパンダと東京駅舎がコラボした
東京店限定はんかちです。
※エキュート東京限定

【“キャラクターデザイン”手土産】

【“意外な雑貨”手土産】

東京駅オリジナル桐箱
（にほんぼう）
1膳用 1,620円 / 2膳用 1,944円 （税込）
窓枠など細部までこだわってデザインしました。
箸の台紙は外れるので小物入れにしたり、お部
屋のインテリアとしても最適です。
※お箸は別料金となります
※グランスタ限定

ステンドグラス風ブックマーク
（ノイエ）
各1,188 円 （税込）
駅舎や新幹線をモチーフにした華やかなデザイ
ンは、プレゼントにも最適です。持っているだけで
読書の時間が待ち遠しくなるアイテムです。

SuicaのペンギンTシャツ
（トレニアート トウキョウ）
4A（90cm） 3,888円
～LL 5,616円 （税込）
Suicaのペンギンと大人気Tシャツ
OJICOのコラボレーションTシャツが初
登場!様々な表情をしているSuicaのペ
ンギンの顔がドットデザインになって
います。親子お揃いでも 着られる
OJICOのTシャツは安心の日本製。
ギフトにも最適です。

Suicaのペンギンおみくじ
(トレニアート トウキョウ）
1個 594円（税込）
手のひらサイズで可愛らしい陶器の
Suicaのペンギン。底面のシールを剥
がして、赤い紐をひっぱるとおみくじが
出てきます。

ふくらむちゃんウォッシュタオル
(フィル ユージーヌ）
各864円 （税込）
初売り600枚が1週間で売り切れになった
大人気商品が再入荷しました!全国でここ
で しか売っていないギンガムチェックの
ふくらむちゃんのタオルです。
※グランスタ限定
※個数限定(約100個)

Suicaのペンギンバウム
Suicaのペンギンまめぐい
（まめぐい）
バウム 540円/まめぐい 648円
（税込）

Suicaのペンギンバウムは型抜きしな
がらお召し上がり頂く、遊び心満載の
お菓子です。まめぐいは、お好みのお
菓子とてぬぐいを合わせて購入頂く
と、お包みします。東京土産や贈り物
にオススメです。
※グランスタ限定

「Suicaのペンギンおみくじ」「SuicaのペンギンTシャツ」「Suicaのペンギンバウム、Suicaのペンギンま
めぐい」は、
©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。
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【定番！“東京駅舎”手土産】

撮影

マスキングテープ JAPAN 
GUIDE柄 STATION EDITION 
（TRAVELER'S FACTORY STATION）
713円 （税込）
東京駅からはじまる電車の旅のガイド
のようなデザインのマスキングテープ
です。旅のはじまりにノートに貼ってカ
スタマイズすれば、電車の旅がもっと
楽しくなるはずです。
※グランスタ限定

コットンバッグ<M>TOKYO 
STATION 
（TRAVELER'S FACTORY STATION）
496円（税込）
東京駅舎をモチーフにしたグラフィック
を印刷。ちょっとした物を入れる小物
入れなど、なにかと便利な巾着タイプ
のバッグです。
※グランスタ限定

ハンカチ「LOVERARY TOKYO 
SUNSET」 ・「LOVERARY 
TOKYO BLUE」
（ラブラリー バイ フェイラー ）
2,160円 （税込）
青空の下に凛と佇む東京駅舎と、夕
日に染まる東京駅舎をモチーフにした
ここでしか買えないハンカチは、東京
のお土産やギフトにもぴったりです。
※グランスタ限定

TOKYO缶バッジ(駅舎) 
（日本百貨店とうきょう）
1個 432円 （税込）
日本百貨店オリジナルの、東京駅
丸の内駅舎を描いた缶バッチ。東
京観光の思い出に、いかがでしょ
うか。
※グランスタ限定

TOKYO STATION SOCKS  
（ハッピーソックス）
子ども 972円／大人 1,620円（税込）
子供用はポップなカラーで足元から元
気に！大人用は渋めのカラーで履き
やすい一足です。親子でコーディネー
トすると可愛さアップ間違いなし！
※グランスタ限定

電ペン E6系 スーパーこまち
電ペンE5系 はやぶさ
（ノイエ）
648円 （税込）
ペンを傾けると、東京駅丸の内駅舎に
向かって新幹線が走りだします。鉄道
ファンやお子さまへ のプレゼントに喜
ばれること間違いなし!！

自分で作れる電車セット
（フィルユージーヌ）
3,510円 （税込）
電車と今治タオルのコラボハンカ
チ。お土産など、小さなサイズにな
っているのでお子さまのポケットに
も入りやすいサイズです。
※グランスタ限定

丸の内駅舎柄キーケース
（インデンヤ バイ ジザイン ）
各2,160円 （税込）
東京駅丸の内駅舎と線路をイメー
ジした立湧柄でデザインされた印傳
屋上原勇七と東京駅の歴史が重な
った逸品。キーケースは鍵だけでは
なく、小銭なども入れられる便利な
アイテムです。
※グランスタ限定

【”新幹線“手土産】

【～番外編～東京ステーションホテル】

文豪セット
800円（税込）
客室に置いている、原稿用紙をモチーフにしたメ
モと2種のバゲージステッカー、ホテルロゴ入りボ
ールペンのセット。文豪に愛されたStoryをカタチ
にしたメモの人気が高いことから、ギフトアイテム
に最適！
※東京ステーションホテル限定

オリジナルフレーバーティー
1缶 2,300円/2缶 4,800円（税込）
パリの高級紅茶店「ベッジュマン＆バートン」との
コラボで生まれた、このホテルだけのフレーバー
ティー。薔薇の花びらをブレンドした“タイムレス
エレガンス”と柑橘系の“エバーラスティング スト
ーリー”で、上質なティータイムを。
2缶はアールグレイとのセット
オリジナルBOX入
※東京ステーションホテル限定
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Topic２.もちろんお菓子だって負けてない！グランスタ・エキュート東京・京葉それぞれの
人気店舗9店舗の店長が自ら選んだ、「今年の新作No.1手土産カタログ」

東京駅丸の内駅舎手付最中
（銀座甘楽）
1個 226円 /6個入 1,459 円 /
12個入 2,918 円 （税込）
東京駅丸の内駅舎を模した最中。パッケージ
にも丸の内駅舎がプリントされたシックなデザ
インです。粒餡は別添で皮のサクサクとした食
感をお楽しみ頂けます。
※グランスタ限定

角 塩昆布
（鳴門金時本舗 栗尾商店）
9個入 756円 （税込）
蒸した鳴門金時を、90年近くにわたって継ぎ足さ
れてきた特製の蜜床に漬け込み、乾燥させた当
店オリジナルのお菓子「蜜漬け芋」。11種類のラ
インナップに塩昆布が復活し、全12種類となりま
した。まるでお惣菜のような甘じょっぱいお味が
後を引く美味しさです。
※グランスタ限定
※福岡では2014年10 月～2018年販売実績 あり

【グランスタ】

【エキュート東京・エキュート京葉ストリート】

べイクドキャラメル
（タイチロウ モリナガ ステーション ラボ）
6個入 1,400円 （税込）
キャラメルなのに口の中でホロホロっととろけ
るような食感が特長の新食感スイーツ。森永
独自の製法で作ったキャラメルパウダーとチョ
コレートなどを混ぜ、もち米100％のもなかにの
せ、丁寧に焼き上げました。
※グランスタ限定
※販売期間： 6月24日（月）〜

トーキョーステーション ビスケット缶
（フェアリーケーキフェア）
3枚入 840円（税込）
2016年の発売開始以来、大ヒット商品となった
駅舎モチーフのビスケットをお客さまのご要望
も多かった小さな缶入りにして新発売！食べ
終わった後も旅の思い出になる、レトロでかわ
いらしいプレミアムな缶入りビスケットです。
※グランスタ限定

東京 駅舎物語
（桂新堂）
9袋入 1,080円 /18袋入 2,160円
（税込）
凛と佇む東京駅の姿を映した「東京駅舎物語」
は、パッケージとえびせんべいに駅舎が描か
れ、東京土産にぴったりの一品です。
※グランスタ限定

とろとろ焼きカップチーズ アップルシ
ョコラ
（フロマージュ・テラ）
1個324円（税込）、6個1,944円 （税込）
ただ甘いだけではりんごの風味が薄れてしま
うので、程よい酸味のある紅玉りんごを選び
ました。 口当たりの良いベースの中に、シャ
キッとした角切りのりんごの食感もお楽しみ
いただけます。チョコレートとも好相性！ 暑
い季節にも爽やかな甘酸っぱさでサッパリと
味わえます。
※エキュート京葉限定
※7月1日（月） ～ 7月21日（日）より延長する
可能性あり

タルトレット ペッシュ
（ル ビエ ～プロデュイ パー
ア ラ カンパーニュ～）
972円 （税込）
カスタードを敷き詰めたタルト
レットに福島県産の桃をたっ
ぷりとのせた色鮮やかなタル
ト。
※エキュート東京限定
※7月中旬 ～ 7月21日（日）
※1日20点限定

HAPPY☆にゃんこ
（シレトコドーナツ）
1,580円 （税込）
3匹のにゃんこがつぶらな瞳
で見上げて鳴いています。”
ニャーン””ミャー♪””ゴロゴ
ロ”シレトコにゃんこが皆様を
笑顔にします。

彩り和ラスク7枚入り
（和楽紅屋）
650円 （税込）
パティシエの辻口博啓が手がけ
る和楽紅屋定番の 和ラスクと、
和三盆糖や北海道産発酵バタ
ーと旬の和素材が織りなす季節
限定の和ラスクを詰合せま し
た。東京をモチーフにしたパッケ
ージと手軽なサイズ感は、東京
土産に最適です。
※東京限定
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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）

▼東京ステーションホテル

マスクメロンパフェ

1/2 個のマスクメロンをグラスに見立てた贅沢パフェ。パッションフ
ルーツのムース、バニラアイスクリーム、チョコレートスポンジを底
に忍ばせ、マスクメロンのミント風味シロップ漬けを重ね、その上
にフレッシュのマスクメロンをふんだんに盛りつけました。
合わせて、パッションフルーツや口当たり軽やかなメロンエスプー
マ、メロンソルべをトッピング。マスクメロンの濃厚な甘さとパッショ
ンフルーツの甘酸っぱい味わいが絶妙です。飽きることなく楽しめ
るフォトジェニックなパフェ。

期間：7月1日(月)〜7月31日(水)
時間：11:00〜21:00 L.O.
価格：3,680円(コーヒーor紅茶付/税込・サービス料別) 

マスクメロンフレンチトースト

ロビーラウンジの人気スイーツのプレミアムバージョン。
パッションフルーツの酸味がふんわり香る熱々のふわとろ フレン
チトーストに、1/4 個分のフレッシュマスクメロンをガラスに美しくト
ッヒピング。そばにメロンエスプーマとパッションフルーツを添えま
した。見た目だけでなく、お好みの組み合わせで食べられるのが
嬉しいスイーツです。

期間：7月1日(月)〜8月22日(木) 
時間： 11:00〜21:00 L.O.
価格：3,280 円 (コーヒーor紅茶付/税込・サービス料別) 

夏の贅沢スイーツ「Melon」
マスクメロンづくしのスイーツが登場！

東京ステーションホテルでは、ホテル1階に位置するロビーラウンジにて“マスクメロン”を
ふんだんに使った夏限定スイーツをご提供いたします。駅舎の縦長窓から自然光が差し
込むヨーロピアンクラシックの優雅な空間で、フォトジェニックなスイーツをお楽しみいただ
けます。

ホテルウェディングのInstagramを開設

東京ステーションホテルでは6月30日(日)よりウエディングInstagramを始めます。

心うるおう“素敵”なモノやコトは、ひとそれぞれ。

だからこそ、“おふたりらしさ”にあふれているのが〈素敵なウエディング〉、とウエディ

ングチームは考えます。そのヒントになったりワクワクするようなTOPICSを、

Instagramでお届けしていきます。

★東京ステーションホテルウエディングInstagram（6月30日より公開）
https://www.instagram.com/tokyostationhotelwedding/

※マスクメロンのデザートプレート(8月1日〜8月22日)も販売。
※問い合わせ: 03-5220-1260(ロビーラウンジ直通) 

https://www.instagram.com/tokyostationhotelwedding/
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①

②

④

③

③

【参考】 「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ご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

「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）が、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「東京駅が街になる」というコンセプト
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東日本グループ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」が発足。東京ステーションシティに関する情報発信・イベントの企画実施・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。
======================================================================================================================

※ジェイアールバス関東（株）、（株）鉄道会館、（株）ジェイアール東日本ビルディング、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プライズ、ジェイアール東日本フードビジネス（株）、（株）JＲ東日本ウォータービジネス、
（株）紀ノ國屋、（株）ジェイアール東日本商事、（株）ジェイアール東日本物流、（株）びゅうトラベルサービス、ＪＲ東日本レンタリ
ース（株）、JR東日本スポーツ（株） 、（株）ジェイアール東日本都市開発、（株）JR 東日本パーソネルサービス、（株）ビューカ
ード、（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ビス、
JR 東日本ビルテック（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


