
【NEWS LETTER Vol.29】

2019年10月31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＞

クリスマス・イブも、クリスマス当日も今年は平日。ケーキにチキンに、オードブルやデザート・・・

仕事終わりにどこで買う？東京駅なら、通勤帰りの「改札外から中までの動線」で全てが揃う！

“おひとりさま／おふたりさま”で楽しめる、

東京駅版エキナカクリスマスグルメ特集
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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、エリア内の各施設で11月より順次クリスマス商品の販売をスター
トします。今年も、各店選りすぐりのケーキやスイーツ、デリなど、クリスマスの定番商品や今年限定商品を豊富なラインアップでご用
意。東京駅での通勤帰りの動線で、必要なグルメが全て揃います。また東京ステーションホテルでは、“おひとりさま”でも“おふたりさ
ま”でも楽しめる、素敵な夜の楽しみ方をご提案。オリジナルカクテルと国産ウィスキー「響」を期間限定で販売します。

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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Topic 1. “おひとりさま／おふたりさま”で楽しめる、東京駅版エキナカクリスマスグルメ特集

【“おひとりさま”でのんびり楽しむクリスマス】

デリ スイーツ

クリスマス限定デザイン
スーパーバリュアブルカード
ラフィネ（グランスタ丸の内）／
19,800円（税込）
販売価格19,800円で、23,100円
分のリフレクソロジー、ボディケ
アがご利用いただけるお得な
カードです。一部店舗を除き、全
国のラフィネ・ラフィネ姉妹店でご
利用いただけます。ご購入され
たお客様ご本人以外の方でもご
利用いただけますので、大切な
人へのプレゼントや、ご自分へ
のご褒美にもオススメです。数量
限定です！お早めのお求めをオ
ススメしております。
※11/25～12/25限定販売

その他

クリスマスBOX(4個入)
Fairycake Fair（グランスタ）／
1,940円（税込）
かわいいカップケーキがクリスマス
デコレーションで登場！6個入・9個
入もご用意ございます。

※予約期間 11/5～12/20
※お渡し期間 11/30～12/25
※店頭販売 11/30～12/25 
※グランスタ限定
※Web予約有

ポルチーニ茸とチキンの
クリームソースハンブルグ
ステーキ
つばめグリル デリ（エキュート東
京）／1,080円（税込）
香り豊かなポルチーニ茸とチキ
ンを使ったクリスマス限定クリー
ムソースのハンブルグステーキ。

※12/23～25限定 12:00〜
※Web予約有

和栗のモンブラン
京橋千疋屋（グランスタ）／
756円（税込）
和栗を贅沢に使用した濃厚な味
わいのモンブラン。栗好きにはた
まらない一品です。

※予約期間 11/5～12/15
※お渡し期間 12/22～25
※店頭販売 12/22～25
※Web予約有

桜島鶏もも焼き
東京 京鳥（エキュート京葉スト
リート）／1,100円（税込）
コクがあってしっかりした肉質の
ひな鶏のもも肉を自家製のタレ
に漬け込んで焼き上げました。

※エキュート京葉ストリート限定
※1日限定20本
※Web予約有

Suicaのペンギンチョコ
ラズベリー
Fairycake Fair（グランスタ）／
490円（税込）
昨年人気だったSuicaのペンギン
のカップケーキが今年も登場！
ガトーショコラの中にはラズベ
リージャムが入ってます。

※予約期間 11/5～12/20
※お渡し期間 11/30～12/25
※店頭販売 11/30〜12/25
※Web予約有
※グランスタ限定
©︎Chiharu Sakazaki/JR東日本
/DENTSU by JR東日本 Suicaは
JR東日本の登録商標です。

Suicaのペンギン ワッフル
ケーキ
ワッフル・ケーキの店 エール・エル
（グランスタ）／540円（税込）
かわいらしいSuicaのペンギンを
模ったミニケーキ。ふんわりワッ
フルでホイップクリームと黄桃を
ロールし、チョコでコーティングし
ました。

※期間限定100個
※予約期間 11/5～なくなり次第
終了
※お渡し期間 12/20～25
※グランスタ限定
※ご予約のみ(Web予約有)
©︎Chiharu Sakazaki/JR東日本
/DENTSU by JR東日本 Suicaは
JR東日本の登録商標です。

クリスマス限定 恋する
☆クマゴロン
シレトコドーナツ（エキュート京葉ス
トリート）／980円（税込）
サンタに扮したクマゴロン、トナカ
イと、仲間達も集まって皆様をお
出迎え。
※エキュート京葉ストリート限定
※Web予約有
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【“おふたりさま”で手軽に、そして贅沢に楽しむクリスマス】

デリ

スイーツ

いちごのクリスマスリース
ティラミス

ティラミス スペシャリテ シーキューブ
（エキュート東京）／1,728円（税込）
香り高いいちごシロップをたっぷり
と染み込ませたスポンジと、北海道
産マスカルポーネ100%を使用し
た、ティラミスクリームの相性が
ぴったりな逸品。いちごでリースを
表現したクリスマスらしいデコレー
ションです。
※Web予約有
※販売期間 12/22～/25

アンティパストセット
平田牧場（エキュート東京）／
2,500円（税込）
パックから開けて並べるだけで、
自宅で簡単にオードブルができ
るセットです。

※エキュート東京限定
※12/16～25限定販売
※Web予約有

栗と和三盆のシュトレン
プーランジェリー ラ・テール（エ
キュート京葉ストリート）／
2,700円（税込）
和栗と和三盆を合わせた、大人
のシュトレンです。

※Web予約有

ブッシュ・ド・ノエル・オ・
マロン
ルビエ〜プロデュイ パー ア ラ カ
ンパーニュ（エキュート東京）／
3,780円（税込）
栗を贅沢に使い、相性の良い
ヘーゼルナッツを合わせたブッ
シュ・ド・ノエル。香ばしいヘーゼ
ルナッツの生地とティラミス風マ
ロンクリームが栗本来の風味を
引き立てます。
※Web予約有

ローストリース
浅草今半（グランスタ）／
2,425円（税込）
4等級の黒毛和牛を使用した
ローストビーフでケーキを作っ
ちゃいました！

※1日限定10個
※予約期間 11/5～12/16
※お渡し期間 12/24～25
※グランスタ限定
※ご予約のみ(Web予約有)

大人のフルーツケーキ
東京ステーションホテル／
4,300円（税込）
きび砂糖を使ったコクのある甘さ
の生地に、ラム酒に一晩漬けこ
んだチェリー、オレンジ、パイナッ
プルなどのドライフルーツをたっ
ぷりと使用したフルーツケーキ。
フルーツの香りが口いっぱいに
広がります。

※1日限定10台
※予約期間 11/5～12/17
※お渡し期間 12/22〜25
※グランスタ限定
※Web予約のみ

タルト・オ・フレーズ・シュ
エット
ルビエ〜プロデュイ パー ア ラ カ
ンパーニュ（エキュート東京）／
5,940円（税込）
サクサクのタルト生地をアーモン
ドクリームと一緒に焼き上げ、カ
スタードクリームと合わせまし
た。甘みを抑えた生クリームをデ
コレーションし、溢れそうなほど
に苺を飾りました。
※Web予約有
※エキュート東京限定

クリスマスガイヤーンプレート
マンゴツリーキッチン“ガパオ”（グラン
スタ）／1,200円（税込）
タイのBBQチキン「ガイヤーン」を中
心に彩り豊かなクリスマス限定の
オードブルセットです。

※店頭販売 12/1～25
※グランスタ限定

ノエル
東京ステーションホテル／
6,200円（税込）
2012年の保存復原工事完成まで東
京駅丸の内駅舎を支えていた“松の
杭”をモチーフにしたマロンケーキ。
和栗のスイートポテト生地の上に、マ
ロンムースとコーヒークリームを重
ね、その上に2種のマロンペーストを
使い、“木の年輪”を表現しました。

※1日限定10台
※予約期間 11/5～12/17
※お渡し期間 12/22～25
※グランスタ限定
※Web予約のみ

その他

手毬寿司クリスマスパー
ティーセット
笹八（グランスタ）／
3,300円（税込）
ローストビーフ、スモークサーモ
ンロール、創作巻とチキンのクリ
スマス限定セットです。

※1日限定10個
※予約期間 11/5～12/20
※お渡し期間 12/24～25
※ご予約のみ(Web予約有)

ルイ・ロデレール・ブ
リュット・プルミエ
ワインショップ・エノテカ（グランス
タ）／750ml 7,920円（税込）
クリスマス用のワインで迷ったら
こちら！見た目も美しく優雅な
シャンパーニュ。芳醇かつフレッ
シュな酸味が魅了の1本です。
※店頭販売 12/1〜31

プティガトー・ノエル
資生堂パーラー（エキュート東京）
／1,512円（税込）
ふんわりしっとりと焼き上げたス
ポンジケーキに口どけの良いク
リームと苺を組み合わせたクリス
マス限定ケーキ。
※エキュート東京限定
※限定150台
※販売期間 12/22～25
※Web予約有
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シャンパーニュカクテル ＠Bar & Cafe Camellia 

・ストロベリーシャンパーニュ

フレッシュストロベリーをふんだんに使い、クリスマスカラーのレッド一色
に仕上げたカクテル。シャンパーニュ・ポメリーやフランボワーズリキュー
ル、レモンジュースがバランスよく合わさり、口にすると苺の甘みと酸味
が軽やかに広がります。さっぱりと飲みやすく、お食事のお供にぴったり
の一杯です。

・ボワールシャパンパーニュ

真っ白のフローズンが雪を連想させる、デザート感覚のカクテル。クリー
ムをたっぷり使ったフローズンは洋梨の香りと甘みがふわりと漂います。
そのままスプーンで食べたり、グラスの底にある爽やかな酸味のキウイ
シロップと一緒に飲んだり、別添えのシャンパーニュ・ポメリーを注いだり
と、3 つの味わいを楽しめます。

■クリスマスにおすすめ!冬のホテルカクテル（東京ステーションホテル）

クリスマス期間を含むウィンターシーズンに2つのホテルバーで、オリジナルカクテルとウィスキープロモーションをお届けします。バー&カフェ〈カメリア〉
ではフレッシュフルーツとシャンパーニュを掛け合わせたカクテルを、バー〈オーク〉は国内外で多くのファンを持つ国産ウィスキー「響」をラインナップし
てご提供します。ウィンターシーズンにオリジナルカクテルとジャパニーズウィスキーで、大人のひとときをお過ごしいただけます。

期間：2019年11月1日（金）～12月31日（火）

時間：11:30〜23:30 L.O.

価格：各2,400円（税込サ別）

問い合わせ: 03-5220-1951（カメリア直通）

シャンパーニュカクテル イメージ “HIBIKI”コレクション イメージ

“HIBIKI”コレクション ＠Bar Oak

世界に誇る日本のブレンデッドウィスキー「響」。その絶妙なバランスの
味わいとアロマの世界を、しっとりと大人の雰囲気漂うオーセンティック
バーでご賞味いただけます。

・響 ブレンダーズチョイス
1ショット 2,000円
数種の原酒を匠の技でブレンド。奥深くまろやかな味わいと、華やかで
やわらかい香り。

・響 21 年
1ショット 3,100円
21 年以上の原酒たちを厳選して丁寧にブレンド。長期熟成の組み合
わせだからこそ生まれる、贅沢なハーモニー。

・響 30 年
1ショット 14,800円
年間数千本しか造られない限定品。30 年以上の超長期熟成の原酒と
手作業ならではの、贅を極めた美酒。

・響 テイスティングセット
15,000円
3 つの響シリーズを飲み比べられる贅沢なテイスティングセット。特に
響の味わいを試してみたい方におすすめです。

期間：2019年11月1日（金）～2020年1月31日（金）

時間：17:00〜23:30 L.O.

問い合わせ: 03-5220-1261（オーク直通）

※いずれも税込サ別

,

【“おひとりさま”でも“おふたりさま”でも楽しめる、素敵な夜の楽しみ方】
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▼acure（アキュア）

青森りんごシリーズ

■青森りんごシリーズ
エキナカを中心に展開している「acure＜アキュア＞」のオリジナル飲料ブランド「acure made ＜アキュアメイド＞」から、果汁飲料「青森りんごシリー
ズ」の新シリーズを 10 月 15 日（火） よりリニューアル発売しました。 アキュアの自販機で購入できる新シリーズ第 1 弾は、「青森りんご つがる」「青森
りんご ふじ」 の 2 品種。12月には青リンゴとして有名は「王林」の販売を開始いたします。「青森りんごシリーズ」は、果汁100%、酸化防止剤を使用して

いません。無酸素状態の機械の中ですりおろしているため、果肉に含まれる香りやコクがそのまま残ります。甘いりんごは甘く、酸っぱいりんごは
酸っぱく、素材本来の味をそのまま楽しむことができます。

「青森りんご つがる」

ほどよい酸味と爽やかな甘みが特徴で
す。
価格： 160円（税込）
容器・容量： 280ml ペットボトル
発売日： 2019年10月15 日（火）
販売箇所 ：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

「青森りんご ふじ」

甘味と酸味のバランスがよく、飲みやす
いのが特徴です。
価格： 160円（税込）
容器・容量： 280ml ペットボトル
発売日： 2019 年10月15日（火）
販売箇所 ：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

「青森りんご 王林」

コクのある甘さと、芳醇なが香りが特徴で
す。
価格： 160 円（税込）
容器・容量： 280ml ペットボトル
発売日： 2019年12月17 日（火）
販売箇所 ：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

Topic２. 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）

▼商業エリア新情報

クレームブリュレタルト
喫茶店に恋して。（グランスタ）／
4個入り 864円（税込）、8個入り
1,674円（税込）
ホワイトチョコレートを合わせて
バニラ香るプディング風に仕立て
たクリームの表面を、ひとつひと
つバーナーでキャラメリゼしまし
た。ココット皿に見立てたサックリ
とした食感のタルトに、
ブリュレしたトロリとなめらかなク
リーム、中にはほろ苦い焦がしカ
ラメルソースを忍ばせています。
※グランスタ限定

(左)霧ほうじ茶ミルク[濃霧]
(右)霧抹茶ミルク[濃霧]
PEARL LADY CHA BAR
（グランスタ丸の内）／各420円（税込）
台湾直輸入の高品質茶葉と日本の自
社工場で作るタピオカを使用した「お茶
とタピオカ専門店」。岩塩クリームやフ
ルーツ泡茶、濃さが選べるお茶など
様々なお茶の飲み方を楽しめます。
※のものジュース“百果百菜”跡地に
て10/17より新店OPEN

東京駅のプチレンガ
銀座コージーコーナー（グランスタ）
／4個入 700円(税込)、6個入
1,000円(税込)、8個入 1,400円
(税込)
クリームチーズをベースにパルメ
ザンチーズをブレンドした、なめら
かな口当りの濃厚なベイクドチー
ズケーキ。中に入ったツブツブ
チーズが食感のアクセントになっ
ています。東京駅舎を箱と個包装
にデザインした、東京土産に最適
な逸品です。
※グランスタ限定
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▼東京ステーションギャラリー

■辰野金吾と美術のはなし 没後100年特別小企画展

明治から大正にかけて日本の第一世代の建築家として活躍した辰野金吾
（1854-1919）。2019年で没後100年を迎えます。日本の建築界の近代化に貢
献した彼は、重要文化財に登録された代表作の日本銀行本店や東京駅のほ
か、裁判所、学校、住宅など、その生涯でさまざまな建築を手がけています。

彼が設計した東京駅の中で活動する東京ステーションギャラリーでは、これを
機に美術を切り口に辰野の事績を振り返る特別小企画展を開催します。

本展は辰野が留学時代に出会った洋画家・松岡壽との関係に着目し、学生
時代の資料や東京駅の図面、松岡による絵画など約70点を3章に分けて紹介
する予定です。

期間：2019年11月2日（土）～11月24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）
入館料：一般500円、高校・大学生300円、中学生以下無料
※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 2階展示室

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／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）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

⑤


