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2019年11月19日
東京ステーションシティ運営協議会＜報道関係者各位＞

＜「年末のオススメ東京駅手土産」を決めるべく、８日間に渡る試食会を実施！＞

「身に染みる、やさしい甘さでした」 「マジ美味！」 「おつまみに合うと思う！」 「価格に見合った味。定番。」

「なんだかんだで一番美味いのはコレ」 「東京駅のお土産の顔として裏切らない味。」 「まとめ買いしたい・・」

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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2019年も早いものでもう冬。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、東京駅の楽しみ方として「本格スープ飲料」と「あったか駅弁」をご紹介。今年の冬も、ぜひ
東京駅にご注目ください！！
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東京駅で働く駅係員３０５名が選んだ、
今年の冬オススメしたい手土産 ＴＯＰ１０

■東京駅での楽しみ方はまだまだあります！

・かなり冷え込むホーム上でも楽しめる、エキナカ自販機の「本格スープ飲料」

・ワンアクションですぐに温まる！駅弁専門店のオススメ「あったか駅弁」

■東京ステーションギャラリーでは、絵画に織り込まれた世界の可能性をひもとく展示会を実施

（今年、東京駅は105周年を迎えます）

http://www.tokyostationcity.com/


Topic１ 東京駅で働く駅係員３０５名が選んだ、今年の冬オススメしたい手土産 ＴＯＰ１０

＜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、銘品館の5エリア、そして今年オープンした食の総合セレクトショップ

「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店」で販売されているお土産商品（パン、おにぎり、惣菜、お弁当を除く）。その中でも、各エリアのデベ

ロッパー担当者がオススメする手土産10商品がエントリー。

＜概要＞

・東京駅で働く駅係員（改札、みどりの窓口、ホームなどで働く係員）を対象に、2019年9月24日（火）から27日（金）、10月7日（月）から10日

（木）の8日間で上記対象商品の試食会を実施。10品を全て試食してもらい、1人最大3票を条件に、「今年の冬、帰省の際にオススメしたい手土

産」を投票。

＜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」

【ランキング】
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第２位

マウントバームしっかり芽
ねんりん家（銘品館）／
1山（MSサイズ） 1,080円（税込）

外は香ばしく、中はしっとり、フランスパンのような
食べ心地が魅力の一品です。味も食感もしっかり。
濃厚なバター風味の生地を、長時間かけて焼き上
げました。

＜駅係員からの推薦コメント＞

「最高。お土産じゃなくて自分で食べたい」

「今までで一番美味しいバームクーヘン」

「しっとりしていて美味しい」

「大好きです♪美味しい♡」

「他のバームクーヘンには無い味と食感！」

「私もよく手土産として買っています」

「定番の美味しさ」

「表面の砂糖がなめらかで、生地のやわらか

さのアクセントが良いです」

第３位
新宿カリー濃えび
HANAGATAYA（グランスタ）／
6袋入 600円（税込）

新宿中村屋が手掛ける、ふわっと溶ける
ような軽い食感の生地にえびの旨みとス
パイスカリーの濃厚な味わいをあわせた
新感覚のカリースナックです。えび味は
エビパウダーとエビ油のダブルの味付け
で濃厚に仕上げ、カリー味は新宿カリー
あられにも使用している、カリー粉とスパ
イスを加え、本格感と奥深さを出しました。

＜駅係員からの推薦コメント＞

「エビ美味し！Theエビ」

「手が止まらない味。まとめ買いしたい」

「カレーの風味にコクがあり絶品」

「口当たりが良い」

「おつまみに合うと思う！」

「コスパいいぞ～これ」

「1粒が大きく食べごたえもある」

「味も濃くて。満足感有り」

「辛いものが苦手な人でも大丈夫だと思う」

第１位

酪円菓
テラ・セゾン（グランスタ）／
5個入 1,080円（税込）、
8個入 1,728円（税込）

チーズクリームをスフレタイプの生地でサンドし
た、ほんわりやさしい食感のチーズケーキです。
「銀の鈴」と「TOKYO」の焼印が目印の、東京駅
限定商品。2018年12月には、1日1,500個以上
を売り上げた人気商品です。

※東京駅限定

＜駅係員からの推薦コメント＞

「ふんわりと食べやすい食感」

「身に染みる、やさしい甘さでした」

「銀の鈴目印が、東京みやげ感ある」

「万人にお持ちできるお菓子です」

「マジ美味！」

「実家に買って帰りたいと思いました」

「年配の人でも食べやすそうな柔らかさ」

「全世代にウケると思った」

「手がベトつかず食べやすい」

年末年始の帰省前、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

ションシティ運営協議会より「東京駅で働く駅係員305名が選んだ、今年の冬オススメしたい手土産 TOP10」を発表させていただきます。

―今回は東京駅で働いている駅係員に協力していただき、各商業エリアのデベロッパー担当者が推薦する手土産を8日間に渡って試食しても

らいました。実際に試食した駅係員は、口々に「美味しい！」「食べたことが無かった」と嬉しそうな表情を最初浮かべながらも、「コスパ考えると

コレかな？」「コッチのほうが、持ち運び楽そうじゃない？」「うち、おばあちゃんが和菓子好きだからな・・・」と投票する際には真剣な表情で考え

ている方々も多くいました。今回協力してくれた駅係員の数は、305名。下記のランキングには、商品の詳細だけではなく投票した駅係員のコメ

ントも記載しております。ぜひご参考いただけたらと思います。 （東京ステーションシティ運営協議会 担当 工藤）



3

第４位

東京野菜おかき
のもの（グランスタ丸の内）／12袋入 950円（税込）、
18袋入 1,598円（税込）

「ごぼう煎」「玉ねぎ煎」「南瓜かき煎」の3品が
贅沢な詰め合わせになりました。贈答用箱入
り(18袋入り）のご用意もございますので、お
手土産に最適です。

第６位

くず餅
船橋屋こよみ（エキュート東京）／24切(1〜1.5名様
用） 790円（税込）、36切(2〜3名様用）895円（税
込）、48切(4〜5名様用）1,200円(税込）

船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸
発酵させて蒸し上げる【和菓子唯一の発酵食
品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独
特の歯ごたえと弾力が生み出されます。

第５位

メープルパイサンド
ザ・メープルマニア（グランスタ）／
8個入 1,944円（税込）

サクッと口当たりの良いパイにキャラメルを
コーティング。クリームにはメープルシュガーを
加え、香り高く仕上げました。東京駅のお土産
需要を鑑みて、日持ちや持ち運びのしやすさを
意識し、パッケージデザインにもこだわりました。

※東京駅限定

＜駅係員からの推薦コメント＞

「一口でゴボウと分かるほどの素材の香り」

「贅沢な組み合わせ！個包装なのもGood!」

「一粒一粒が大きくて、風味をよく味わえる」

「お手頃だし、味も美味しかった」

＜駅係員からの推薦コメント＞

「メープルシロップの風味が美味でした！」

「やっぱりメープルマニア！」

「東京駅のお土産の顔として裏切らない味」

「口の中がしあわせです」

＜駅係員からの推薦コメント＞

「コスパも良く、きなこと黒蜜の相性が良い」

「老若男女にウケが良いと思う」

「おばあちゃんに買って帰りたくなりました」

「なんだかんで一番美味いのはコレ」

第７位

チェダーチーズパイサンド
東京ミルクチーズ工場
（エキュート京葉ストリート）／6個入
1,620円（税込）

9月20日（金）より発売。サクサクとし
たパイ生地にチェダーチーズクリー
ムを挟みました。香ばしく軽やかな
パイの食感と、クセになるチェダー
チーズが合わさったパイサンドです。
※エキュート京葉ストリート限定

＜駅係員からの推薦コメント＞

「止められない、やめられない美味しさ！」

「高級感のある美味しさだった」

「安定感のある味。普通に美味い」

第８位 ※八起せんべいも同順

プレミアムカカオフルサブレ
HANAGATAYA（グランスタ）／8枚入 648円
（税込）、18枚入 1,350円（税込）、27枚入
2,052円

チョコレートブランド「メリーチョコレー
ト」ならではの技術と製法で作り上げ
た「カカオフルサブレ」のプレミアム
バージョン。ザクザク食感とカカオの
濃厚な味わいはそのままに、フランス
産の発酵バターを使用し、ストロベ
リーとラズベリーの2種のベリーを加え
た、ちょっと贅沢な大人の味わいです。

＜駅係員からの推薦コメント＞

「食感が良かったです」

「チョコが濃厚。量と価格も手頃」

「チョコとフルーツのバランスが良い」

第８位
八起せんべい
満果惣（銘品館）／
16枚入 1,080円（税込）

国産米100％を使用し、ふっくらと仕
上げました。香ばしく焼き上げ、丁
寧に味付けした、六種類の個性が
際立つ、歯触りのよいおせんべいで
す。（あごだし醤油、しお、えび、青
のり、梅ざらめ、ちりめん山椒）

＜駅係員からの推薦コメント＞

「特徴的なやさしい美味しさ」

「子供が喜びそうなデザインが可愛い」

「値段も控えめ」

第１０位

タルトレット・ヌフ
ル ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパ
ニュ～（エキュート東京）／
6個入 1,728円（税込）、9個入 2,592
円（税込）

自慢のタルト生地に様々なフレー
バーを合わせた焼菓子の詰め合
わせ「タルトレット」。東京駅限定
のお手土産として、社用ご挨拶の
品としてもおすすめです。
※エキュート東京限定

＜駅係員からの推薦コメント＞

「価格に見合った味。定番！」

「タルト好きにはたまらなかった」

「いわゆるインスタ映えしそう」

＜東京駅駅係員の３０５名が選んだ、今年の冬オススメしたい手土産 ＴＯＰ１０＞
順位 商品名 ショップ名 エリア名

1位 酪円菓 テラ・セゾン グランスタ

2位 マウントバームしっかり芽 ねんりん家 銘品館

3位 新宿カリー 濃えび HANAGATAYA グランスタ

4位 東京野菜おかき のもの グランスタ丸の内

5位 メープルパイサンド ザ・メープルマニア グランスタ

6位 くず餅 船橋屋こよみ エキュート東京

7位 チェダーチーズパイサンド 東京ミルクチーズ工場 エキュート京葉ストリート

8位 プレミアムカカオフルサブレ HANAGATAYA グランスタ

8位 八起せんべい 満果惣 銘品館

10位 タルトレット・ヌフ ル ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパニュ～ エキュート東京



【冬に飲みたい、エキナカ自販機の「本格スープ飲料（アキュア） 」】
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Topic２.東京駅での楽しみ方はまだまだあります！冬の●●

とん汁（伊藤園）

価格： 140円（税込）
容器・容量： 缶・165g

トマトのスパイシースープ（伊藤園）

価格： 160円（税込）
容器・容量： 缶・165g

ゴクッと！海老のビスク（コカ・コーラ）

価格： 130円（税込）
容器・容量： 缶・190g

じっくりコトコトとろ〜りコーン
（ポッカサッポロ）

価格： 130円（税込）
容器・容量： 缶・190g

コクとろコーンポタージュ
（ダイドー）

価格： 130円（税込）
容器・容量： 缶・170g

オニオングラタン風スープ
（ダイドー）

価格： 130円（税込）
容器・容量： 缶・185g

しじみ70個分のちから
（永谷園）

価格： 130円（税込）
容器・容量： 缶・190g

旨辛麻婆スープ（永谷園） ※新発売

価格： 140円（税込）
大豆そぼろを使用した、満足感がある「小腹満たし」飲料で
す。チキン、ポークをベースに醤を加え花椒と唐辛子で辛
みを出したこれまでにないピリ辛風味で、寒い冬のエキナ
カにピッタリの一品です。
容器・容量： 缶・190g

ふかひれスープ（永谷園）

価格： 140円（税込）
高級中華の人気メニュー「ふかひれスープ」が今年も登場
です。【気仙沼産】ふかひれパウダー使用、コラーゲン
1,000mg配合。チキン、椎茸の旨みをベースに、にんにく、
生姜、オイスターソースの香りをつけています。
※ふかひれは粉末で0.1％使用。具材は入っていません。
容器・容量： 缶・190g

※販売箇所(全て）：エキナカを中心に展開しているアキュアの自販機 JR 東日本ウォータービジネス通信販売 等

本格的な冬シーズンとなり、ホーム上もかなり冷え込みます。電車を待つ間に少しでも温かくそしてすぐ楽しめる商品
が、 JR東日本のエキナカにあるacure＜アキュア＞の自販機で販売している本格スープ飲料。一般的に自販機でスー
プ飲料といえば、コーンスープやみそ汁が定番ですが、acure＜アキュア＞で販売するスープ飲料は「和」「洋」「中」が勢
ぞろいし、そのラインナップの充実さで昨年話題になりました。そこで今回は、今年オススメのスープ飲料をラインナップ
しました。昨年話題の中心となったふかひれスープ・オニオングラタン風スープが今年も復活、海老のビスクや麻婆スー
プはアキュア新登場となります。

オススメ オススメ



【寒い冬にぴったり！「あったか駅弁」 】
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あったか駅弁バリエーション

極撰炭火焼き牛たん弁当
こばやし／1,380円（税込）

【「駅弁屋祭」ランキング常連の定番商品】

特製塩ダレで48時間以上低温熟成させる
ことで、牛たんの旨みを引き出しました。1
枚1枚炭火で丁寧に焼き上げる、旨みと焼
きにこだわった牛たん弁当です。お米には
宮城県産環境保全米「ひとめぼれ」を使用。
付け合せの万来漬け（胡瓜、大根、人参、
みょうが、菊、しその実）も人気です。

仙台たんとん弁当
こばやし／1,200円（税込）

【牛も豚も味わいたい人に】

特製塩ダレで味付けした仙台名物塩味
牛たんと、仙台味噌仕立ての宮城県産豚
肉を一緒に盛り込んだお弁当です。こばや
しのお弁当で多く使われる宮城県産環境
保全米「ひとめぼれ」と万来漬けには固定
ファンも多いです。

伯養軒の牛たん弁当
伯養件／1,200円（税込）

【肉だけじゃ物足りない人に】

あったか美味しい牛たん弁当です。塩とブ
ラックペッパーで味付けされた香ばしい牛
たんと濃いめに味付けされた牛そぼろが麦
飯とよく合います。付け合せの南ばん味噌
漬と桜大根も食欲をそそります。

神戸のあっちっちステーキ弁当
淡路屋／1,350円（税込）

【スタミナをつけたい人に】

国産牛の一枚肉をキノコご飯の上に豪快に。
蒸気の力でキノコご飯の香りが際立ち、脂
肪が溶け出したステーキは、より柔らかく、
うまさ抜群です。

厚切り牛タン弁当
NRE仙台調理センター／1,500円（税込）

【ちょっと豪華にしたい人に】

仙台名物『牛タン』を、じっくり熟成させ食べ
応えがある厚さで仕立てた、至福の一品で
す。宮城県塩釜沖の綺麗な海水を、ホンダ
ワラという海藻を通し煮詰めて造った伝承
製法の「塩竃の藻塩」と、一味唐辛子をお
好みに合わせて振りかけてお召し上がり
頂けます。

伊達かきめし
こばやし／1,200円（税込）

【駅弁屋祭 の数少ない海鮮系あったか駅弁】

日本屈指の漁場と言われている宮城県。そこ
で豊富な養分をたくさん取り入れた身入りの良
いかきを使用した「伊達の釜ゆでかき」をふっく
ら炊き上げ、かきの煮汁を使ったかきごはんと
一緒にお召し上がりいただけます。

ホームでは「本格スープ飲料」、そして新幹線の中では、温かい食事がしたいところ。そこで今回
はもう一つ、簡単に温かくなる「あったか駅弁」をご紹介します。
駅弁専門店「駅弁屋 祭」で販売している駅弁の一部で使用されている、株式会社シンギさんが
開発した加熱機能付き容器「ナルホット」。容器の底に紐のついた水袋と石灰が入っていて、ひも
を引くと、水の入った袋が破け石灰と化学反応をし熱と蒸気を発生させます。そうすることで、す
ぐにホカホカの料理を楽しむことが出来ます。元々の肉質が固いため、温かくすることの恩恵が
大きかったと言われている牛タンの駅弁など、「駅弁屋 祭」が選ぶオススメの6品です。

画像提供：（株）シンギ

牛タンのあったか駅弁
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■東京ステーションギャラリー
坂田一男 捲土重来

キュビスム以降の抽象絵画の展開を核心で理解し、その可能性を究極
まで推しすすめた画家・坂田一男（1889-1956）。世界的にも稀有な高
い次元に到達していた坂田一男の仕事の全貌を展示し、その絵画に

織り込まれた世界の可能性をひもとく「坂田一男捲土重来」を2019年
12月7日(土）～2020年1月26日（日）の期間、開催いたします。

造形作家の岡﨑乾二郎氏を監修者に招き、〈現在の画家としての〉坂

田一男の全貌を提示する、はじめての大規模な展覧会です。

坂田一男以外の出展作家の作品も含め、約200点の作品で、20世紀
絵画表現を読み解いていきます。

期間：2019年12月7日(土）～2020年1月26日（日）
時間：10:00〜18:00 （金曜は20:00まで／入館は閉館の30分前まで）
休館日：月曜日(1月13日、20日は開館）、12月29日〜1月1日、 1月14

日(火）
入館料：一般(当日）1,000円、高校・大学生(当日）800円、一般(前売り）
800円、高校・大学生(前売り）600円

※中学生以下無料 20名以上の団体は12/8～1/17に限り、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）

場所: 東京ステーションギャラリー

①

② 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駅弁屋 祭／⑤東京ステーションギャラリー／⑥HANAGATAYA／⑦銘品館

「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）JR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

④

⑤

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）

⑥ ⑦


