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2019年7月22日（月）
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・後篇＞

今年の帰省手土産・・・あなたは、

発売当初から人気No.1のクッキーや限定復活したワッフルなど！手土産の王道・洋菓子派？
味だけではなく見た目でも勝負！古くから日本人に愛され続けている伝統菓子・和菓子派？

“洋／和”別お菓子・売り上げランキングＴＯＰ１０
その他、

■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各担当者が自薦する、

「今年夏限定のオススメ手土産」をご紹介！

■東京ステーションホテルからは、今年の夏、19日間限定でのアフタヌーンティーセットが登場。

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）では前号に引き続き、東京駅・手土
産特集です。今回は、洋菓子と和菓子に分け、それぞれの売り上げランキングTOP10をご紹介します。
またTOPIC2では、各施設の担当者が自薦した「今年の夏限定おすすめ商品5選」を発表。人気商品だけではなく、ぜひ
新作にもご注目ください。そして東京ステーションホテルでは、夏休みシーズンの東京の玄関口で、“暑い夏を優雅に過
ごすアフタヌーンティー”が登場します！
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＜対象商品＞

グランスタ、グランスタ丸の内、エキュート東京、エキュート京葉ストリートのお土産商品（パン、おにぎり、惣菜、お弁当を除く）に限る

※各ショップ1商品のみエントリー

＜対象商品の売上集計期間＞

2018年6月1日～2019年5月31日

＜本ランキング紹介の際の表記＞

「東京ステーションシティ運営協議会調べ」

【東京駅“洋菓子”売り上げランキングＴＯＰ１０】

Topic 1.今年の手土産はどっちにする？“洋／和”別お菓子・売り上げランキングＴＯＰ１０

【東京駅“和菓子”売り上げランキングＴＯＰ１０】

順位 商品名 税込価格 ショップ名

1位 メープルバタークッキー 1,900円 ザ・メープルマニア

2位 東京駅限定ワッフル10個セット 1,300円 ワッフル・ケーキの店 エール・エル

3位 東京ジャンドゥーヤチョコパイ 1,080円 カファレル

4位 東京かみなりや 8個 1,062円 東京かみなりや

5位 クッキー詰合せ 20枚入 東京駅限定パッケージ 1,965円 東京ミルクチーズ工場

6位 東京焼きショコラ 1,080円 コロンバン

7位 ミルクサンド 1,080円 テラ・セゾン

8位 マルコリーニビスキュイ 3,564円 ピエール マルコリーニ

9位 恋する☆TOKYOクマゴロン 980円 シレトコドーナツ

10位 チョコレートコレクション 411円 マルシェ ド ショコラ

順位 商品名 税込価格 ショップ名

1位 きんぴらごぼう 350円 日本橋錦豊琳

2位 豆大福 206円 銀座甘楽

3位 パンダの旅 1,080円 桂新堂

4位 角 和三盆 756円 鳴門金時本舗　栗尾商店

5位 edocco生人形焼 1,080円 八天堂/edocco

6位 東京芝えび天 864円 坂角総本舖

7位 塩せんべい 1,080円 三原堂本店

8位 TOKYO 鈴せんべい 1,530円 富士見堂

9位 東京鈴もなか 1,080円 元町 香炉庵

10位 くず餅プリン 399円 船橋屋こよみ
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第４位

東京かみなりや 8個
東京かみなりや／1,062円（税込)

ふわふわのクリームにナッツとゴマの飴がけ
をトッピング。
かみなりさまのツノをイメージして香ばしく焼
いた米粉入りランクドシャでくるくる巻きまし
た。

第６位

東京駅焼きショコラ
コロンバン／12個入 1,080円（税込)

当社独自の製法により「ふわふわ」「サクサ
ク」食感を実現。カカオマスの配合比をあげた
ビター感が味わい深い、一粒で食べ応えのあ
るショコラ菓子です。夏でも溶けず、柔らかく
なることがないため、年間を通してお楽しみい
ただけます。

第１位

メープルバタークッキー
ザ・メープルマニア／18枚入 1,900円
（税込)

メープルシュガーと発酵バターを生地にたっぷり
と練りこみ、サクサクと軽い食感に焼き上げた
クッキーでバターチョコレートをサンドしました。
発売当初から愛されている人気No.１商品です。

第３位

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)

カファレルの歴史あるチョコレート「ジャン
ドゥーヤ」を贅沢に使用した、濃厚な味わ
いのチョコパイです。チョコレート生地の
サクサク食感と、中のジャンドゥーヤク
リームの風味豊かな味わいにリピーター
続出！老若男女問わず幅広い世代の方
に愛される人気商品です。 ※グランス
タ限定

第８位

マルコリーニビスキュイ
ピエール マルコリーニ／6個入 3,564円
（税込)

カカオのインパクトを感じるオリジナ
ルのクーベルチュールを、優しいジ
ンジャー風味のビスキュイでサンドし
た、上質なテイストの一品です。軽
い食感と、穏やかな甘さは男性にも
喜ばれています。シックなボックスも
素敵で、お土産やギフトにも最適。
※グランスタ限定

第９位

恋する☆TOKYOクマゴロン
シレトコドーナツ／980円（税込)

駅長さんの帽子をかぶったクマゴロ
ンとカワイイ仲間たちのドーナツ。お
子さまにも喜ばれること間違いなし
の商品です。

第１０位

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)

ナッツやドライフルーツにチョコ
レートをコーティングした、思わず
コレクションしたくなる小粒でカ
ジュアルなスイーツです。えんどう
豆と和テイストな柿の種はグラン
スタ限定パッケージ。東京土産に
最適です。
※画像の2種のみグランスタ限定

【洋菓子ジャンル別売り上げランキング】

第５位

クッキー詰合せ 20枚入
東京駅限定パッケージ
東京ミルクチーズ工場／1,965円（税込)

定番の「ソルト＆カマンベール」「蜂蜜＆ゴルゴ
ンゾーラ」が楽しめる詰合せ。東京土産にオス
スメです！
※エキュート京葉ストリート限定

第２位

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)

ふわふわのワッフル生地でクリームやフルーツを
サンドした看板商品です。「東京駅限定 ワッフル10
個セット」は今春からワッフル生地に“竹炭”を使っ
たリニューアル商品(1,400円（税込)）で販売中です
が、この度プレーンのワッフル生地の10個セットが
期間限定で復活！ ※グランスタ限定

第７位

ミルクサンド
テラ・セゾン／8個入 1,080円（税込)

北海道美瑛産の小麦を使ったクッ
キーは、小麦自体の風味が感じら
れる、シンプルな美味しさ。チョコ
レートでコーティングされたクッキー
を割ってみるとミルクソースがとろ
～っととろけてきます。練乳ミルク
ソースは誰からも親しまれる、どこ
か懐かしい味わい。クッキー・チョコ
レート・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。
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第４位

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」。中でもショップ一番人気の「和三
盆」は、高級砂糖である和三盆をふんだんに
使用し、風味豊かな仕上がりです。品があり
優しい甘さをご堪能下さい。

※グランスタ限定

第６位

東京芝えび天
坂角総本舖／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。サクッと軽い
食感と、口の中に広がる香ばしさは、ついもう
一枚と手が伸びる美味しさです。

第１位

きんぴらごぼう
日本橋錦豊琳／1袋 350円（税込)

かりっとした食感と、素材本来の自然な風味を大
切に、生地は国産小麦粉を100％使用したかり
んとうです。ごぼうを生地に練り込み、ピリッと辛
味をきかせたきんぴらごぼう風味のかりんとう
は、ちょっとした手土産や自分用のおつまみに最
適です。

第３位

パンダの旅
桂新堂／5袋入 1,080円（税込)

かわいらしいパンダや東京タワーや雷門
など東京の名所が描かれたえびせんべ
い。東京駅でしか手に入らない、美味しく
て楽しい一品です。

※グランスタ限定

第８位

TOKYO鈴せんべい
富士見堂／20枚入 1,530円（税込)

厳選素材を使用した、こだわりの一
品です。「銀の鈴」を模ったおせんべ
いは、かつお七味・だし醤油・揚げ
塩・黒米揚げの4種を詰め合わせま
した。

※グランスタ限定

第９位

東京鈴もなか
元町 香炉庵／2個入×4袋 1,080円
（税込)

「銀の鈴」をモチーフにしたかわいい
ひと口サイズの小さなもなか。竹炭
のパウダーで銀色に染まった皮の
中には、求肥とこしあんが。和菓子
好きや、シニア層にも喜ばれるお土
産です。

※グランスタ限定

第１０位

くず餅プリン
船橋屋こよみ／399円（税込)

くず餅の原材料である「発酵小麦
澱粉」入りのプリンに黒蜜ときな粉
をかけてお召し上がり頂く和風の
プリンです。
※「船橋屋こよみ」店舗限定

【和菓子ジャンル別売り上げランキング】

第５位

edocco生人形焼
八天堂/edocco／1,080円（税込)

人形焼の食感にとことんこだわり、現代の日本
人が好む「しっとりもちもち」の生地が醸し出す
「生食感」の人形焼です。
※エキュート京葉ストリート限定

第２位

豆大福
銀座甘楽／1個 206円（税込)
契約農場産の小豆で炊いた風味豊かな粒餡
を、柔らかな餅生地で包んだ銀座甘楽の看板
商品です。素朴な味わいは世代を問わず、幅
広い年齢層から支持されています。

第７位

塩せんべい
三原堂本店／23枚入 1,080円（税込)

厳選されたうるち米をショップ独自
の製法により、つぶつぶ感を残して
作りました。醤油と塩で香ばしく焼き
上げたせんべいは、絶妙な塩加減
がクセになります。



【グランスタの広報が選ぶ、今年の夏限定おすすめ商品５選 】

パイナップルどらやき
元町 香炉庵 ／1個 249円（税込)

大人気の「季節のどらやき」に“パイナップル
味”が新登場！白あんベースに果肉を贅沢に
使用し、夏らしいさっぱりとした味に仕上げまし
た。冷やして食べてもオススメです。
※7月16日〜8月下旬販売予定(なくなり次第終
了)

スパークリングキャンディ(ミント) 
マルシェ ド ショコラ ／1箱 540円（税込)

口の中でパチパチはじけるキャンディも一緒
にお楽しみいただける、夏にピッタリのミント
チョコレートです。
※4月26日～8月下旬販売予定

フェアリークリームウィッチ瀬戸内
レモンマーマレード
フェアリーケーキフェア ／5枚入 1,800円（税込）

瀬戸内レモンを使用した自家製のみずみずし
いジャムと、ホイップしたフレッシュバターのみ
で作った“ジャムバター”クリームを、１枚１枚
丁寧に焼き上げたカップケーキ型の可愛いビ
スケットで挟んだ、爽やかながらも満足感たっ
ぷりのお菓子です。
※グランスタ限定
※ 7月19日～8月31日販売予定
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グミッツェルプチの夏休み
ヒトツブ カンロ ／1箱 900円（税込)

外側パリッ！中はしっとりの新触感グミ、大人
気のグミッツェルシリーズから夏の期間限定
商品が新発売。期間限定フレーバーマンゴー
味、ソーダ味、グレープ味の3種ミックス。 夏ら
しいブルーのパッケージは、帰省土産にも最
適です。

※7月17日～8月下旬販売予定(なくなり次第
終了)

東京日和 涼花
富士見堂 ／50袋入 3,500円/27袋入 2,160円
（税込）

涼やかな竹かごに夏限定の味「もろこしあら
れ」や「梅こんぶ」のほか、お米の風味や素材
の味わいがお楽しみ頂ける定番の味など6種
が入った季節限定の詰め合わせです。
※ 7月～8月下旬販売予定

Topic２.各施設の担当者が自薦！今年の夏限定おすすめ商品５選



【エキュート東京・エキュート京葉ストリートのスイーツ担当社員が選ぶ、
今年の夏限定おすすめ商品５選 】

シュガーバターサンドの木
ベリーズショコラ
シュガーバタードの木(エキュート京葉ストリート／
1,188円（税込)

ラズベリーにカシス、そして国産いちご。選りす
ぐりの3種のベリーをサワークリームと合わせ
た、爽やかで甘酸っぱいベリーズショコラ。はち
みつ香るさっくり生地ではさみました。
※今夏初登場
※季節限定（9月末まで予定）

コーヒーフロート焼きティラミス
シーキューブ（エキュート東京）／1,049円（税込)

焼きティラミスシリーズにコーヒーフロート
味が夏季限定で新登場。ふっくら焼き上
げたバニラ風味の生地にほろ苦いコー
ヒーシロップを合わせ、コーヒーフロート
を表現しました。夏薫る、涼やかな味わい
をお楽しみ下さい。
※今夏初登場
※8月末で販売終了

レモン&クリームチーズクッキー
東京ミルクチーズ工場（エキュート京葉ストリート）／
972円（税込）

北海道産牛乳を使用した生地に、クリーム
チーズのなめらかなコクと爽やかな香りのレモ
ンを合わせたチョコレートをサンドした、まるで
レアチーズケーキの様な夏にぴったりの味わ
いです。
※今夏初登場
※5/20日〜季節限定（8月下旬までの予定）
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絶品彩り和ラスク7枚入り
和楽紅屋（エキュート東京）／650円（税込)

パティシエの辻口博啓が手がける和楽紅屋
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が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
パッケージと手軽なサイズ感は、東京土産に
最適です。
※東京限定(6/14より販売開始)
※今夏初登場

ハッピー☆にゃんこ（３コセット）
シレトコドーナツ（エキュート京葉ストリート）／1,580円
（税込）

アニマルドーナツにゃんこの3個セット。パッ
ケージも特別使用です。
※今夏初登場
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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

「SHIKI ORIORI Summer」

【上段 スイーツ】(ケース手前左から)

桃のジュレ・エスプーマ・コンポートと、3つの食感を味わう「桃のティラミス」

数種のフルーツにさっぱりとしたジュレがベストバランスな「フルーツジュレ」

滑らかな口当たりのブランマンジェにフレッシュメロンの香りと、アプリコットソースの酸味が相性抜群の一品「ココナッツブランマン
ジェ アプリコットソース」

【中段 スイーツ】(左から) 

濃厚プリンにベリーの程よい酸味を合わせた「カスタードのプリン」

レモンクリームの酸味とバニラクリームの甘みが絶妙な「レモンのガトー」

【下段 セイボリー】(手前右から時計回りに)

小エビのバジル風味 プチキッシュ

竹炭パンのタラモオープンサンドウィッチ

和牛ローストビーフのタルティーヌ ワサビ豆乳クリームソース

アボカドとスモークサーモンのバトネ(オープンサンド)

こだわりトマトの冷製スープ レモン風味/夏野菜マリネ ※食材の仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございます。

【ドリンク】
夏限定のティーソーダ、オリジナルフレーバーティー、ハーブティー、紅茶15種（おかわり、種類変更自由）

“大人の夏休みは優雅に。” 新アフタヌーンティーセット 「SHIKI ORIORI Summer」

今春から始めたアフタヌーンティーセットがロビーラウンジの新定番として人気を博していることから、その夏バージョンを7月25日(木)
〜8月12 日(月祝)の19日間、1日10食限定でご提供いたします。
今回からアフタヌーンティーセットのメニュー名が、春夏秋冬を意味する「SHIKI ORIORI」になります。
「スイーツをしっかりと味わえるアフタヌーンティー」というテーマはそのまま大きめのポーションは変えず、今回から新しいメニュー名
の通り、シェフパティシエ・瀧澤一茂がアイデアと技を駆使して季節感を表現するメニューになります。
盛夏でも楽しめるよう、5種のスイーツはメロンやピーチ、ベリーなどのフレッシュフルーツをふんだんに使い、果実の甘みを楽しめる
味わいに。6種のセイボリーは、こだわりトマトの冷製スープやワサビ豆乳クリームソースのタルティーヌなど、様々な素材をバランス
よく組み合わせてさっぱりと食べやすい内容です。
セットのドリンクは、夏にぴったりのオリジナルティーソーダ“マルゼルブスパークリング”を含めた15種を、おかわり・種類変更自由で
お飲みいただけます。夏休みシーズンの東京の玄関口で、“暑い夏を優雅に過ごすアフタヌーンティー”です。

期間：2019年7月25日(木)〜8月12日(月祝)
時間：11:00提供開始

※10食無くなり次第終了
※2時間制(ドリンク 30 分前 L.O.) ※予約不可

価格：4,280円/5,980円(グラスシャンパーニュ 1 杯付) 
※税込・サービス料別

場所: 東京ステーションホテル1階 ロビーラウンジ

1名様分のイメージ レストラン内観
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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

「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ズ、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東日本スポーツ（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


