
【NEWS LETTER  Vol.31】

2020年1月21日
東京ステーションシティ運営協議会＜報道関係者各位＞

＜令和初のバレンタインは東京駅で！＞

通勤やお出かけの途中に東京駅でサクッと購入できる！

～日頃の「感謝の気持ちを伝えるバレンタイン商品」特集～

500円以下のお手頃商品から、1,000円以上の“チョコ”っと高級商品まで！

■今年の方角は“西南西”令和初の節分！王道から変わり種まで東京駅限定商品も多数。

■東京ステーションホテル、ホテルメトロポリタン 丸の内がおすすめする、

「ウィンターメニュー」をご紹介！

■東京ステーションギャラリーでは、「奇蹟の芸術都市バルセロナ展」開催！

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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2020年になり早3週間、今年も街にバレンタイン商品が並びだしました。今回は、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）で発売する「バレンタイン」商品を価格別で大特集！通勤途中に駅でサクッと購入できる、
お手頃価格の商品から“チョコ”っと高級商品までご紹介します。
またTopic2では、各施設が推薦する「恵方巻」をご紹介。王道から変わり種、また限定商品も多数、バラエティー豊か
に取り揃えております。今年も東京ステーションシティにご注目ください！
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Topic1 バレンタイン直前！価格別東京駅オススメ、職場の同僚・家族・友達へ
日頃の「感謝の気持ちを伝えるバレンタイン商品」
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ショコラ餅
元町 香炉庵（グランスタ）／
3個入り 540円（税込）

濃厚な生チョコレートを柔らかな求
肥餅で包み一口サイズに作りあげ
ました。

※6個入り1,080円（税込）もあり
※販売期間 1/13〜

ヘーゼルナッツ＆パフ
フェアリーケーキフェア（グランスタ）／
1箱 680円（税込）

ヘーゼルナッツチョコとパフ入りチョ
コボールの2つの食感が楽しめます。

※販売期間 1/13〜2/14予定
※グランスタ限定

オランジェット
フェアリーケーキフェア（グランスタ）／
1箱 680円（税込）

赤い小箱に入ったオランジェットは、
オレンジピールのほろ苦さとチョコ
レートの甘さが絶妙にマッチして
います。
※販売期間 1/13〜2/14予定
※グランスタ限定

【500円以下】 手軽に渡せるプチプラ商品！

ジュレinピュレショコラティエ

さちのかいちご&ビター
ヒトツブ カンロ（グランスタ）／
24g 500円（税込）

人気のジュレinピュレショコラティエ
シリーズにさちのかいちごを使用し
た限定商品。選べる4種類のデザ
インをご用意しました。
※販売期間 1/13〜3/14予定

滴チョコレート
鳴門金時本舗 栗尾商店（グランスタ）
／1本入り 378円（税込）

鳴門金時で作った芋餡の美味しさ
をそのまま固めた栗尾商店の芋
羊羹。そこにビターなチョコレート
を練りこんだ逸品。サツマイモは
皮ごと使い本練りで仕上げました。
※販売期間 1/13〜2/14予定

コーヒービーンズチョコレート
マルシェ ド ショコラ（グランスタ）／
50g入 432円（税込）

コーヒービーンズをミルクチョコレー
トでコーティングしました。コーヒー
好きな上司へおすすめです。

3種のハートせんべい
富士見堂（グランスタ）／
3種5袋入り 351円（税込）

黒米山椒・一味ツナマヨ・梅かつ
お味のハート型のせんべいをお詰
めしました。甘いものが苦手な人
のバレンタインに。お酒のおつま
みにも合います。
※販売期間 1/13〜2/14予定

【500円〜1,000円】 安すぎず、高すぎず！お返しに気を使わせないのはこちら！？

ハートdeかつバーガー
とんかつ まい泉（グランスタ）／
1個 237円（税込）

お店人気のヒレかつバーガーが
期間限定でハート形のバンズで登
場！仕事を頑張っている同僚へ
ちょっとした差し入れにも最適です。
※販売期間 2/8〜2/14予定

はあとえびせんべい
桂新堂（グランスタ）／
5袋入 540円（税込）

可愛らしいはあと型や「THANK YOU」
のメッセージが入ったえびせんべいを
詰合せました。日頃の感謝の気持ち
を伝えられるバレンタイン限定商品で
す。
※販売期間 1/15～なくなり次第終了

銀座ミニハート
銀座あけぼの（エキュート京葉ストリート）
／648円（税込）

食べきりサイズの小袋が2袋入った、
気軽に渡せる甘くないバレンタイン。
※販売期間 1/27〜

通勤やお出かけのついでにサクッと購入！
相手やシーンによって渡す商品や価格帯も変わる!?価格別バレンタイン商品を一挙ご紹介！

コクシネル
BURDIGALA EXPRESS （グランスタ）／
1個 ［テイクアウト］658円（税込）、
［イートイン］671円（税込）

カカオが練り込まれた生地の中に、
更に濃厚なチョコレートガナッシュを
忍ばせました。トッピングのクランベ
リーのドライフルーツの酸味がアク
セントに。
※販売期間 2/1〜2/14予定

USHIO CHOCOLATL
シェアード トーキョー（グランスタ）／

1個入 810円〜864円（税込）

カカオ豆とお砂糖のみでつくられた
シンプルなチョコレート。パッケージ
もとてもおしゃれなのでちょっとした
プレゼントにおすすめ！

※種類によって価格が異なります
※なくなり次第終了
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【1,000円以上】 チョコっと高級？高級志向な方にはこちら！
ショコラ5個詰
キャトル（エキュート京葉ストリート）／
1,400円（税込）

ベルギー産チョコレート、北海道産
生クリームなど、シェフ厳選の素材
を使用して、一粒一粒丁寧に手作り
したチョコレート。

生チョコレート 9個
キャトル（エキュート京葉ストリート）／
1,500円 （税込）

シェフ厳選のチョコレートに、たっ
ぷりの北海道産生クリームを加え
一粒一粒手作りした贅沢なショコ
ラ。上質な口どけをお楽しみくださ
い。

炎のチョコレート ショコラ・
ア・ラ・フラム4個入り
シュガーバターの木（エキュート京葉スト
リート）／ 1,080円（税込）

口にした瞬間、ふわっととろけて
広がっていきます。この「どこにも
ない口溶け」が一番の売りです。
※販売期間 2/1〜

獺祭抹茶トリュフ 4個入
和楽紅屋（エキュート東京）／
1,620円（税込）

京都産宇治抹茶を贅沢に使用した
オリジナルブレンドのホワイトチョコ
レートに、日本が誇る美酒「獺祭 純
米大吟醸 磨き二割三分」を掛け合
わせました。
※販売期間 1/16〜

ミルフィーユ（モカ＆ベリー）
マイスターシュトュック ユーハイム
（エキュート東京）／1,512円（税込）

サクサクのパイにほろ苦いモカク
リームをサンドしてスウィートチョコ
で包んだミルフィーユと、甘酸っぱ
いベリークリームをサンドしてホワ
イトチョコレートで包んだミルフィー
ユのｱｿｰﾄ。マイキーとベイビーマイ
キーのイラスト入りの赤い缶はギフ
トにぴったり。

※販売期間 1/15〜

シェール・ミリュー
ル・ビエ（エキュート東京）／
1,404円 （税込）

芳醇な味わいのベルギー産ｽｲｰﾄ
チョコと、シャープな香りが特徴の
ビターチョコを、オレンジ風味のお
酒で香り付け。滑らかな口どけの
生チョコレートです。

※販売期間 1/20〜

サク ラング・ド・シャ ルビー
12枚入り
イシヤ 東京ステーション（エキュート
東京）／12枚入り 1,296円（税込）

ココア風味のラング・ド・シャで、ま
ろやかな酸味のルビーチョコをサ
ンド。甘みと酸味のバランスにこだ
わりました。
※販売期間〜2/14まで予定

バカドルセのトリュフ
のもの（グランスタ）／
4個入り 1,080円（税込）

生乳からできた濃厚キャラメルの
ような味わいドルセ・デ・レチエ（ミ
ルクジャム）が入ったトリュフ。
※販売期間〜2/14予定
（不定期入荷の為、販売状況は店
舗へお問い合わせください）

※グランスタ限定

Topic1 バレンタイン直前！価格別東京駅オススメ、職場の同僚・家族・友達へ
日頃の「感謝の気持ちを伝えるバレンタイン商品」

レザンドレ・オ・ソーテルヌ
DEAN & DELUCA （グランスタ）／
30g 820円（税込）、
150g 2,376円 （税込）

貴腐ワインに漬けた香り豊かな

白ブドウレーズンをチョコレートで
コーティングしています。
※販売期間 1/13〜2/14予定
※画像は30gの商品

タルトレット・ルビー
京都千疋屋（グランスタ）／
1個 972円（税込）

ルビーチョコレートを使用したなめら
かなムースに、赤い実のフルーツを
添えたルビー色のバレンタインタル
トです。

※販売期間 1/13～2/14予定

※グランスタ限定

※1日限定30個

ⒸLISA LARSON



Topic２ 王道から変わり種まで！今年東京駅で購入できる恵方巻を一挙ご紹介！
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■ 東京駅限定＆新作恵方巻！

紅白恵方巻
魚力海鮮寿司（エキュート京葉ストリート）
／ 2,500円（税込）

表面を、真鯛・マグロ赤身・ウニ・いく
らで彩った、華やかな一品。中には
ネギトロ・紅ズワイガニ・蒸し海老・あ
なご・厚焼玉子・きゅうりを巻き込み、
みんなで楽しみたい、ボリューム満
点の太巻きです。
※販売期間 2/1〜2/3
※提供時間 10:00〜
※エキュート限定
※ネット予約可（予約は受取日の2
日前まで）

特選恵方巻
築地 竹若（グランスタ）／
3,500円（税込）

家族と一緒に食べるもよし、一人で
存分に楽しむもよし、な贅沢な逸品
です。

内容：鮪、サーモン、数の子、ウニ、
イカ、イクラ、ボイル海老、カニ棒、
穴子、胡瓜、干瓢、椎茸、たくあん、
しば漬、しその実漬、おぼろ、とびう
お卵加工品、ごま。

※販売期間 2/3
※店頭・WEB予約可能

恵方うざく巻
刷毛じょうゆ 海苔弁山登り（エキュート
東京）／
1本 1,620円（税込）、
ハーフ 864円（税込）

うなぎを具材に使用した贅沢な恵
方巻。きゅうりの酢の物を入れ、
さっぱりと「うざく風」に仕上げまし
た。
※販売期間 2/1〜2/3
※ネット予約可（予約は受取日の
7日前まで）

海鮮恵方巻
つきじ喜代村（エキュート東京）／
1,200円（税込）

うなぎ、カニ、ｻｰﾓﾝ、海老、いくら
など9種類の具材が入った恵方巻。
※販売期間 2/2、2/3
※1日限定20本
※エキュート東京限定
※提供時間 10:00〜
※ネット予約可（予約は受取りの
前日まで）

限定20本 新作

■ 変わり種恵方巻！

2月3日は節分です。今年も王道から変わり種まで、様々な恵方巻を取り揃えております。
東京駅限定商品など一挙にご紹介させていただきます！

今年の方角が「西南西」。無病息災や商売繁盛などを願って、
恵方を向きながら食べ福を巻きこみましょう！

和牛プルコギキンパ
韓美膳（グランスタ丸の内）／
1,080円（税込）

恵方巻に国産和牛をたっぷり使用し
た豪華なキンパです。

内容：牛肉（国産和牛）、人参、たく
あん、厚焼玉子、きんぴらごうぼう、

胡瓜。
※販売期間 2/3
※店頭・WEB予約可能

シウマイ恵方まん
崎陽軒（グランスタ）／ 350円（税込）

シウマイのあんを中華まんの皮で巻
き、ロール状に仕上げたシウマイの
崎陽軒ならではの恵方巻です。

内容：豚肉、たまねぎ、干し帆立貝
柱、グリンピース。
※予約お渡し 2/1～2/3
※予約なしの店頭販売 2/3
※店頭予約 1/8～なくなり次第終了

おにろーる
銀座甘楽（グランスタ）／
1個 185円（税込）

ふわっとしたどら焼生地で粒あんと
求肥を巻いて、鬼の焼印を押しま
した。

※販売期間 1月下旬～2月上旬

※店頭・WEB予約可能

金棒エクレア
京橋千疋屋（グランスタ）／
756円（税込）

金棒に見立てたエクレアに

フレッシュなフルーツを挟みました。

※販売期間 2/1～2/3

※店頭・WEB予約可能

限定50本

東京駅
限定

東京駅
限定

東京駅
限定
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・チョコミント

フレッシュミントの爽やかな香りとチョコレートのコクを味わえるスイーツ

カクテル

■変化球！大人のバレンタイン（東京ステーションホテル）

期間：2020年1月1日（水）～2月29日（土）

時間：11:30〜23:30 L.O.

場所：バー＆カフェ<カメリア>

価格：各1,900円（税込サ別）

問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通）

イメージ

期間：2019年12月1日（日）～2020年2月29日（土）

場所：バー＆カフェ<カメリア>

価格：ブリの炙りカルパッチョ

フォワグラのソテと地鶏の照焼

高知県仁淀川のうなぎ白焼

※いずれも税込サ別

問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通）

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）

・ストロベリー&マスカルポーネ

フレッシュ苺とマスカルポーネが絶妙な組み合わせのスイーツカクテル

■おすすめウィンターメニュー（東京ステーションホテル）

・クリームソースで食べるフレンチトースト
トリュフの芳醇な香りをまとわせてしっとりと焼きあげたフレンチトーストに、
木の子やベーコンたっぷりの濃厚クリームソースを合わせました。サラダ
も添えてほどよいボリュームの“おかず系”フレンチトーストです。 ランチ
やディナータイムのお食事メニューとして、冬限定でお届けします。

期間：2019年11月21日（木）～2020年2月15日（土）

場所：<ロビーラウンジ>

価格：2,780円（税込サ別）※スープ、コーヒー・紅茶付

問い合わせ：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通）

・ハーブ&スパイス第4弾
スタンダードなお料理に〈日本〉のハーブ&スパイスを合わせ、ひと味
違った一品でご用意いたします。 大葉入りわさびのコンディメントで脂
ののった旬のブリをさっぱりといただく一皿や、山椒を利かせたフォワ
グラのソテと土佐はちきん地鶏の照焼、高知県産のうなぎを本わさび
でシンプルに味わうお料理の3 品。日本の素材を使ったカクテルと抜
群の相性です。

クリームソースで食べるフレンチトースト イメージ ハーブ＆スパイス第4弾 イメージ

2,500円

3,500円

4,500円

フレーバーも食感もまるでスイーツのようなフローズンカクテルを、東京ステーションホテルのバー＆カフェ「カメリア」で販売いたします。
みんなが大好きなチョコミントとストロベリー、飲み比べたくなるスイーツカクテルです。

冬の期間限定ウィンターメニューもご用意いたします。
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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）

■「産地と技の饗宴 会津フェア」（ホテルメトロポリタン 丸の内）

ホテルメトロポリタン 丸の内のダイニング＆バー「テンクウ」では、1月15日より2ヶ月間、会津の魅力を食で知っていただくメニュー「会津スペシャルディ
ナーコース」と、会津の地酒をご用意します。コースのすべてのお料理に会津の特産品や食材を使用し、フレンチの技法でアレンジをしております。
東京にいながら会津へ旅行する気分でお楽しみください。

「会津スペシャルディナーコース」

・アミューズ ブーシュ
①馬肉とビーツのガスパチョ
②軽くスモークしたニジマスのブランダード パートブリック包み揚げ

・冷前菜
“奥会津金山赤カボチャ”のモンブラン白いんげん豆とキヌアのサブレ

・温前菜
里芋と陸奥湾産帆立貝柱のニョッキ春菊のピューレ

・肉料理
会津地鶏のメダイヨン雪下キャベツのシュークルート

・お口直し 末廣酒造“会津高田梅酒”のグラニテ

・メインディッシュ
奥会津牛ランプのロースト 柚子味噌の香るヴァンルージュソース

・お食事
会津天宝 しそもろみのお茶漬け

・アヴァン デセール “会津のべこの乳”塩アイスクリーム

・デセール “会津みしらず柿”のコンポートのタタン

・スペシャルティコーヒー

・プティフール

※入荷の都合により内容が変わる場合がございます。

フェア名：「産地と技の饗宴 会津フェア」

メニュー：「会津スペシャルディナーコース」 11,000円（税サ込）

期間：2020年1月15日（水）～3月14日（土） ※予約受付中

場所：Dining & Bar TENQOO（テンクウ）（ホテルメトロポリタン丸の内 27階）

時間：ディナータイム 17:00〜22:00（L.O 21:00）

予約・問い合わせ： Dining & Bar TENQOO レストラン直通03-3211-0141

「地酒」
・会津の地酒飲み比べセット（上記 3 種/各 45ml） 1,500 円

また、フェア期間中は、以下の新潟の地酒を販売いたします。

・榮川純米大吟醸（榮川酒造） 一合 1,500 円

・伝承山廃純米末廣（末廣酒造） 一合 1,200 円

・一生青春特別純米（曙酒造） 一合 1,200 円

※いずれも税サ込

メインディッシュイメージ「会津スペシャルディナーコース」イメージ

「地酒」イメージ
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■奇蹟の芸術都市バルセロナ展（東京ステーションギャラリー）
バルセロナは、食文化、スポーツ、サグラダ・ファミリアなど、豊かな観光資源で人々を魅了しつ
づける国際都市。独自の言語文化を背景に、特異な芸術文化を形成してきま した。特に、都市
の近代化が進んだ1850年代から1930年代後半の約 80年間は、カタルーニャ芸術が最も成熟

した時期でもありました。
アントニ・ガウディをはじめ、リュイス・ドゥ メナク・イ・ムンタネー、ジュゼップ・ プッチ・イ・カダ
ファルクなど、現在のバルセロナの景観を形作った建築家たち、若き日々を過ごしたピカソ、こ

こを足掛かりに世界的に活躍したミロやダリ、そして、ラモン・カザスやサンティアゴ・ルシニョル
など、多くの芸術家がこの時期、この街で多彩な活動を繰り広げました。
本展は、絵画、ドローイング、彫刻、家具、宝飾品など約130点で、世紀末カタルーニャに満ちた

熱気をあますことなく伝えます。

会場：東京ステーションギャラリー（丸の内北口改札前）
会期：2020年2月8日（土）～4月5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（当日）1,300円、高校・大学生（当日）1,100円
休館日：月曜日（2月24日、3月30日は開館）、2月25日（火）
※中学生以下無料
※20名以上の団体は2/9〜3/27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）
※前売り券は入館料より200円引き、ローソンチケット（Lコード=33891）、イープラス、CNプレイ
ガイド、セブンチケットで12/7〜2/7販売、当館受付での販売は12/7〜１/26の開館日に限る。

【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ホテルメトロポリタン 丸の内／⑥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）JR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

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）


