
 

【ニュースリリース】                 2019年 10月 30日 

東京ステーションシティ運営協議会 

 

『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』を開催 

「東京駅」に因んだプレゼント企画や駅の裏側を覗けるツアーなど楽しいイベントを多数ご用意 

期間限定の東京駅グッズ＆グルメも大集合 

 

キャンペーン期間：2019年 11月 20日（水）～12月 24日（火） 

 

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）は、東京駅が 2019年 12月 20日（金）に開業

105 周年を迎えることを記念するとともに、日頃東京駅をご利用いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めて、

2019年 11月 20日（水）～12月 24日（火）の期間、『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』を開催します。 

 

■東京駅開業 105周年を記念して、お客さまにお楽しみいただける「東京駅」に因んだコンテンツを多数展開 

キャンペーン期間中は、東京駅開業 105 周年を記念して、東京駅を訪れたお客さまにお楽しみいただける「東京

駅」に因んだ様々なコンテンツを展開します。 

エリア内の商業施設グランスタ・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各ショップでは期

間限定の記念商品も販売。この機会しか手に入らない東京駅グッズやグルメにもご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京ステーションシティでは、『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』の開催を通じて、日頃東京駅をご利用

いただいているお客さまに感謝の意を表すとともに、期間中東京駅を訪れた方にお楽しみいただける様々なコンテン

ツを展開することで、より多くの方にご愛顧いただけるエリアを目指してまいります。 

 

 

 

≪本資料に関する報道関係のお問合≫ 

東京ステーションシティ PR事務局（㈱サニーサイドアップ内） 担当：久保薗、坂間、清水（康） 

TEL. 03-6894-3200 / FAX. 03-5413-3050 / MAIL. tsc_pr@ssu.co.jp 

※一般の方からのお問合せには対応しておりません。 

※本資料に記載の情報は、2019年 10月 30日（木）現在の情報であり、「予定」を含みます。 

【『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』展開コンテンツ】 

≪報道関係各位≫ 

東京駅開業 105周年記念ロゴ制作 東京駅サンクスポスト 

駅の裏側たいけん隊 けん玉チャレンジ in 東京駅 105人サンタを探せ！ビンゴスタンプラリー 

東京駅開業 105周年記念商品販売 

東京駅で働く駅社員のアイデアに基づ

き東京駅開業 105周年を記念したロ

ゴを制作しました。 

「東京駅に伝えたい“ありがとう”エピソ

ード」をご応募いただいた方の中から抽

選で東京駅グッズをプレゼント。 

“東京駅の裏側”を実際に覗ける 4種

類の体験ツアーをご用意。 

東京駅スタッフの声から生まれたけん玉ワーク

ショップ企画。けん玉パフォーマンスコンビ『ず

～まだんけ』からけん玉を習える機会も！ 

昨年好評を博した東京駅でサンタクロ

ースを探すビンゴラリーが、サンタクロー

スの人数を増やしてスケールアップ。 

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各ショ

ップで期間限定の記念商品を販売。 

mailto:tsc_pr@ssu.co.jp


 

 

 

キ ャ ン ペ ー ン 名 称： 東京駅 105th Anniversary キャンペーン  

開 催 日 時： 2019年 11月 20日（水）～12月 24日（火） 

主 催： 東京ステーションシティ運営協議会  

企 画 協 力： 株式会社鉄道会館 

キ ャ ン ペ ー ン 特 設 サ イ ト： https://tokyo105anniversary.com/ 

 

 

■東京駅開業 105周年記念ロゴについて                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』を開催するにあたって、東京駅開業 105周年を記念したロゴを制作。

制作に際しては、東京駅で働く駅社員からデザインの原案を募集し、集まった約 30 件のアイデアの中から、「ネオン」

をモチーフにした原案を採択し、プロのデザイナーの手でロゴ化しました。 

完成したロゴは、キャンペーン期間中、東京ステーションシティエリア内で掲出されたり、記念商品に使用されるな

ど様々な形で、東京駅開業 105周年のシンボルとして活用してまいります。 

 

【ロゴデザイン込めた想い】 

東京駅が 100 年を超えてあり続けるという歴史的な重みと、令和という新し

い時代の始まりに着想を得ました。温故知新のごとく「これまでの歴史を大

切にしつつ、次世代に生きていく」という思いを込めて、「ネオン」をモチーフ

にスタイリッシュ感を出すことで、新旧の時代の融合を表現しました。 

 

 

■東京駅サンクスポストについて          

キャンペーン期間中、東京ステーションシティエリア内の対象施設※で税

込 2,000円以上（合算可）のお買物をされ、「東京駅に伝えたい“ありがとう”

エピソード」をご応募いただいた方の中から抽選で 110名の方に、東京駅に

因んだ素敵な賞品をプレゼントします。 

 

期 間： 2019年 11月 20日（水）～12月 24日（火） 

参 加 方 法： 東京ステーションシティエリア内の対象施設※で税込 2,000 円以上（合算可）のお買物をされたレシー

トを所定の応募用紙に貼付し、応募ポストに投函するか事務局にご郵送ください。 

  応募用紙には「東京駅に伝えたい“ありがとう”エピソード」の記入欄がありますので、必ずエピソード

をご記入の上ご応募ください。 

※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、黒塀横丁、キッチンストリート、北町ダイニング、 

  グランルーフ、グランルーフフロント、グランアージュ、東京ステーションホテル、メトロポリタン丸の内、他 JR東日本 

東京駅およびサピアタワー内各店舗など 

応募用紙付パンフレット配布場所：東京ステーションシティエリア内 

『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』展開コンテンツ詳細 

『東京駅 105th Anniversary キャンペーン』概要 

https://tokyo105anniversary.com/


 

応 募 ポ ス ト 設 置 場 所(予定)： 

・エキュート東京［改札内 1F］ 

・銀の鈴広場［改札内 B1F］ 

・グランルーフフロント［改札外 B1F］ 

・グランスタ丸の内（マンゴツリーキッチン“パッタイ”脇）［改札外 B1F］ 

賞 品：  

A. 東京ステーションホテル レストラン「ブラン ルージュ」105周年オリジナルメニュー ディナー券   5組 10名様 

B. ホテルメトロポリタン丸の内「Dining & Bar TENQOO」105周年オリジナルメニュー ディナー券  5組 10名様 

C. グランスタ 105周年記念グッズ詰め合わせ               50名様 

D. エキュート東京・京葉ストリート 105周年記念グッズ詰め合わせ  50名様 

※賞品は変更になる場合がございます。 

 

 

■駅の裏側たいけん隊について                    

普段は覗くことができない“東京駅の裏側”を体験できる 4 種類のツアーをご用意しました。東京駅の中にある

様々な仕事を知り、東京駅で働くスタッフと触れ合える貴重な機会です。 

 

ワクワク占い たいけん隊 

東京駅「北町ダイニング」内の占いコーナーでプロの占い師と一緒に占いを

楽しく体験いただけるプログラムです。 

 

プロのおそうじ見学 たいけん隊 

新幹線ホーム上で、プロの“おそうじ技”の実況中継を聞きながら見学。また、

プロの“おそうじ技”の裏側がわかるバックヤードを特別にご覧いただきます。 

  

ホテルスタッフ たいけん隊 

ホテルメトロポリタン丸の内のトレインビュールームでのベッドメイキングを

体験いただきます。 

 

東京駅 1日車掌 たいけん隊 

東京駅構内にある本物の車掌シミュレーターを使用した疑似体験及び、乗

車券発行機を使った切符販売を体験いただきます。 

 

※プログラム内容は変更になる場合がございます。 

 

応 募 期 間： 2019年 11月 20日（水）～11月 30日（土） 

開 催 日 時： 2019年 12月 7日（土）・8日（日） 各日とも、午前の部 11:00～12:00／午後の部 15:00～16:00 

参 加 費： 無料 

参 加 対 象： 小学生のお子様とその保護者（2名様／1組） 

募 集 人 数： 各コースとも 10組 20名・合計 40組 80名 

応 募 方 法： キャンペーン特設サイトよりご希望のコースと日時を選択の上、ご応募ください。定員を超過したコー

スについては、厳正な抽選の上、ご当選者にメールにてご連絡を差し上げます。 

 

 

 

 

※写真はイメージです 



 

■けん玉チャレンジ in 東京駅について          

東京駅スタッフの声から生まれたけん玉ワークショップ企画です。けん玉

パフォーマンスコンビ『ず～まだんけ』のパフォーマンス披露や、彼らから直

接けん玉を習える機会もご用意します。 

 

 

開 催 日 時： 2019年 11月 30日（土）11:00～16:30 

ず～まだんけ登場時間：  

① 11:00～11:30 パフォーマンス／11:30～12:30 けん玉指導 

② 14:00～14:30 パフォーマンス／14:30～15:30 けん玉指導 

参 加 費： 無料 

実 施 場 所： 「動輪の広場」(東京駅丸の内地下南口改札外) 

参 加 方 法： 開催日時に「動輪の広場」までお越しいただき、参加受付を行ってください。 

ず～まだんけプロフィール 

2010 年に結成したけん玉パフォーマンスコンビ。 “けん玉のイメージを変える” をモットーに、日々「けん玉」

の新しい楽しみ方を研究し、【音楽】や【ダンス】をけん玉と融合させたパフォーマンスは見る人すべてを魅了する。

年間 100 ステージを超えるパフォーマンスを行っているほか、けん玉教室、けん玉イベントなど、けん玉の普及

活動にも積極的に力を注いでいる。 

 

 

■「105人サンタを探せ！ビンゴスタンプラリー」について               

昨年初開催して好評を博した、東京駅でサンタクロースを探すビンゴラリ

ーが、東京駅開業 105周年に因んでサンタクロースの人数を 105人に増や

して帰ってきます。 

東京ステーションシティエリア内に登場するサンタクロースに声を掛けて

スタンプを集めると、参加賞がもらえるほか、素敵な賞品が当たる抽選会に

ご参加いただけます。 

 

開 催 日 時： 2019年 12月 21日（土）～24日（火） 12/21(土),12/22(日)12:00～20:00 

                                              12/23(月),12/24(火)15:00～20:00 

参 加 費： 無料 

実 施 場 所： JR東京駅構内(八重洲・丸の内 各エリア改札外) 

 

 

 

■東京駅開業 105周年記念商品紹介                   

東京駅開業 105 周年を記念して、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各ショップにて、期間限定の記念商品

を販売。この機会しか手に入らない東京駅グッズやグルメが多数登場しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 東日本ステーションリテイリング、（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）ジェイアール東日本スポーツ、（株）ジェイアール東日本都市開発、（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 計 24社 

 

 

一部商品紹介（価格は全て税込） 

東京駅 105周年記念バウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：グランスタ 

店舗名：コロンバン 

価格：1,620円 

トーキョーステーションビスケット

105周年缶 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：グランスタ 

店舗名：フェアリーケーキフェア 

価格：840円 

限定ハッピーBAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：グランスタ丸の内 

店舗名：ハッピーソックス 

価格：2,200円 

ポケットサンドヒレカツたまご 

～東京駅舎 105周年焼印～ 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：グランスタ 

店舗名：とんかつ まい泉 

価格：486円 

駅舎 歯ブラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：エキュート京葉ストリート 

店舗名：コレックス イン 

価格：550円 

てぬぐい TOKYO station 105th 

Anniversary 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：エキュート東京 

店舗名：濱文様 

価格：1,320円 

東京駅 105周年アニバーサリー 

金平糖 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：エキュート東京 

店舗名：資生堂パーラー 

価格：540円 

【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 

105周年保冷バッグとサンドイッチ

のセット 

 

 

 

 

 

 

 

エリア：エキュート東京 

店舗名：サンドイッチハウス メルヘン 

価格：1,050円 


