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2020年2月26日
東京ステーションシティ運営協議会＜報道関係者各位＞

＜バレンタインのお返しに迷われている方必見！＞

スイーツライターchicoさんおすすめの本当に喜ばれるお返し10選！

東京駅で買えるホワイトデー商品
～1,000円以下のスイーツくらべてみました～

2倍返しが普通！という方にも！1,000円以上の商品を「洋菓子」「和菓子」「雑貨」とジャンル別にご紹介

東京ステーションホテルの期間限定メニュー「桜のスイーツ・春のカクテル」情報

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. スイーツライターchicoがおすすめする、本当に喜ばれるバレンタインのお返し10選！
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今回の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）ニュースレターは東京駅で販売する
「ホワイトデー」商品をご紹介。Topic1ではスイーツライターchicoさんが東京駅でホワイトデー時期に販売する1,000円
以下の商品を試食し、おすすめポイントを発表します。Topic2では、「ホワイトデーは2倍返し・3倍返しが当たり前！」
という方に、価格×商品カテゴリごとに商品をご紹介しています。 「ホワイトデーに何をお返ししたらよいかわからない・・」
という方は必見です。また、Topic3では東京ステーションホテルの春の限定メニューをご紹介。
春の東京駅も是非ご期待ください。
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今年のホワイトデーは東京駅で！
通勤やお出かけついでに1,000円以下で買える、

選りすぐりの東京駅で販売しているホワイトデー商品をご紹介！

オランジェットチョコ／ホワイト
ニッコリーナ（エキュート東京）／
600円（税抜）

夏みかんピールのグラッセをチョコレートで
包んだ、甘酸っぱくてほろ苦い味わいです。
ホワイトデー限定の「オランジェットホワイ
ト」もおすすめです。

※販売期間 〜3/31予定

＜chicoさんのコメント＞
さわやかな苦みと甘さ、和のかんきつの繊細な
香りがいいバランスです 。チョコレートもですが、
ピール自体がとても美味しい！ボリューム感が
あるのに600円以下で購入できてコスパも
最高ですね！

キャンデイ「ミーレ」
カファレル（グランスタ）／
6粒入り 700円（税抜）

可愛い缶に入った、カファレルおすすめの
キャンディ。甘く優しいハチミツとミルクの味
のキャンディは、心も体も優しくリラックスし
た気持ちになれること間違いなしの美味し
さです。コンパクトで手のひらサイズのカワイ
イ缶に入っています。女性にも大人気の
商品です。

＜chicoさんのコメント＞
はちみつらしいコクがありつつもまろやかで、
ハーブやラベンダーのような香りをほのかに感じ
ます。そして、パッケージの缶がとても可愛らしく
て、キャンディを食べ終わった後、小物入れ
としても使える点もおすすめですね。

苺パイバーガー
京橋千疋屋（グランスタ）／800円（税抜）

クリームチーズと卵の優しい味わいのクリー
ムをハートのパイで挟んで旬の苺を添えた
一品。

※販売期間 2/20〜3/14予定
※1日30個限定

＜chicoさんのコメント＞
パリパリのパイにトロっとしたクリームと、果汁
たっぷりの苺。3つの食感が嬉しいですね。
ミルフィーユは食べるのが難しいですが、
この商品は手で持ってガブっといただけるのも
うれしい！そして何と言ってもハート型の見た
目も可愛らしいですね。

ショコラブール各種
タイチロウ モリナガ ステーション ラボ （グランス
タ）／35g〜40g 1個 800円（税抜）

5種類のそれぞれの特徴の違った一口サ
イズのチョコレートをレトロでおしゃれな丸い
缶に入れました。（画像は左からキャラメ
ル、ルビー、マシュマロ）

※販売期間 1/20〜3月末予定

エキュート東京、エキュート京葉ストリート、グランスタでホワイトデーの時期に販売している商品を
スイーツライターのchicoさんが試食。

味だけではなくパッケージなども含め「ホワイトデーに貰ったら嬉しい」という観点でおすすめ商品を
10点選んでいただきました。

東京駅限定やホワイトデー時期限定商品も多数ございます。

＜chicoさんのコメント＞
パッケージがレトロで可愛らしいですね。
ふたをあけてみると、コロコロと中身も可愛らしい。
期間限定で5種類あり、相手の好みを考えなが
ら選ぶのも楽しそう！個人的にはキャラメルが
特に好み！かりこり崩れる特殊なキャラメルが
入っていて、意外とビター。チョコレートと香ばしく
フュージョンします。

グランスタ限定

ホワイトデー限定（ホワイトのみ）

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定
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＜chicoさんのコメント＞
小麦粉やバターといった素材をしっかり感じ
られる素朴でシンプルなビスケット。
その下にはメレンゲが敷き詰められています。
メレンゲというと甘みの強いものを想像してしまう
けど、これは口に入れた途端爽やか。
レモンヨーグルトの目が覚めるような甘酸っぱさが
広がります。

プチカドーはとハート
Fairycake Fair （グランスタ）／
35g 814円（税抜）

はととハートのミルク感たっぷりサクサクビス
ケットと、口溶けの良いレモンヨーグルト味の
メレンゲが入った新商品。かわいらしいオリジ
ナル缶は食べ終えた後に、小物入れとして
楽しめます。

※販売期間 2/15〜

グランスタ限定 ホワイトデー限定

＜chicoさんのコメント＞
大きなパッケージの中に5つに個包装されてい
るのでうっかり食べすぎるのを防げるし、急いで
食べきらなくてもいいのが嬉しい！
仕事のあいまに簡単に食べられる点も喜ばれ
ますよね。
味もフルーツ感たっぷりで、外のパリッ、
中のムチッとした食感が他にはなくてやみつき
になります。

幸せのグミッツェルプチ
ヒトツブ カンロ（グランスタ）／
5袋入り 833円（税抜）

外はパリッと、中はしっとりの不思議食感

グミ「グミッツェル」のプチサイズから、グミッツェ
ルくんが仲良く寄り添っているパッケージデザ
インが期間限定で新登場！オレンジ／

グレープ／ラフランス のカラフルな3種類の

アソート。

※なくなり次第終了

＜chicoさんのコメント＞
卵型のパッケージが目をひきますね！
貰った瞬間にテンションがあがるのではないで
しょうか。中に入っているチョコレートもとても
可愛らしい。肝心な味は滑らかでナッティーな
味わいのチョコレートたちがとても美味しいです。

プリマベーラコレクション2020
「バニー･エッグ・ヴェルデ」
カファレル（グランスタ）／5粒入り 850円（税抜）

うさぎや花のモチーフをたっぷり使ったデザインなの
で、ホワイトデーにおすすめです。コロンとした卵の
カタチの缶が可愛い今年だけの限定デザイン缶
に、カファレルおすすめのチョコレートをアソートしま
した。

※販売期間 2/21〜

＜chicoさんのコメント＞
絹のようなくちどけで口に入れた途端舌の上で
とろけます。濃厚でカカオ感がしっかりしているけ
れど重くなく、ほのかにオレンジの香りがして、
スッキリと食べられます。甘さとキレとフルーティー
さがマッチしてとてもバランスがいいです！
パッケージがシンプルなので、若い方はもちろん
ですが、大人の男性がプレゼントするにも最適
ですね。

生チョコレート６個詰
柿の木坂キャトル（エキュート京葉ストリート）／
926円（税抜）

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丁寧に手作りしたショ
コラ。上質な口どけをお楽しみください。

スイート、オランジュ、木いちご3種類の

生ショコラセット。

※ネットでの購入可

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定
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＜chicoさんのコメント＞
「ソルト＆カマンベール」と「蜂蜜＆ゴルゴンゾー
ラ」の2種類が楽しめて素敵ですね。どちらも
チーズが使用されているので、お酒にも紅茶にも
あいます。お酒好きの方にも、お酒が苦手な方
にもちょうどいいプレゼントではないでしょうか。
時間帯やシーンでいろいろな楽しみ方ができる
クッキーですね。

マカロン詰め合わせ
ダロワイヨ（グランスタ）／
5個入り 1,000円（税抜）

限定デザインのBOXに人気のマカロン

「あまおう・シトロン・ヴァニーユ・ショコラ・
テヴェール（宇治抹茶）」を詰め合わ
せました。

※なくなり次第終了

＜chicoさんのコメント＞
アーモンドのフレッシュな香りが立っていますね！
パリッとした食感でしっかりしているのに、エアリー
な口どけがまた素敵です。THE王道のマカロン
という感じ。5個入りのギフトで1,000円とは、
コスパいいですね。

クッキー10枚入詰合せ
東京ミルクチーズ工場（エキュート京葉ストリー
ト）／926円（税抜）

定番の「ソルト＆カマンベール」と「蜂蜜＆
ゴルゴンゾーラ」が楽しめるホワイトデー限
定商品です。

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定

＜試食会後のchicoさんのコメント＞

ホワイトデーのお返しを買うためだけにお出かけすることって少し大変ですよね。混んでいたらなおさら。東京駅は会社の行き
帰りや、用事の途中にふらっと立ち寄れて、忙しい日常の中でも気軽に購入できるのが助かります。
そして東京駅って本当にいろいろなお店や商品がありますよね。この数年でさらに増えて、個性を競うようになっています。
お土産のイメージが強いですが、ホワイトデーにお渡しできるスイーツも盛り沢山。東京駅限定商品がたくさんあるのも
嬉しい！便利さ、クオリティ、バラエティーの豊富さという意味でも、東京駅でホワイトデー商品を購入するのはおすすめです！

＜試食会の様子＞

●プロフィール
スイーツトレンドに精通し、「anan」や「Hanako」など雑誌やwebで記事の執筆や企画監修を
行うほか、ギフトのセレクトショップ「g GIFT AND LIFESTYLE」やEC「SALUS ONLINE 
MARKET」などでスイーツ監修も手がける。
『東京の本当においしいスイーツ探し』シリーズ監修。共著に『東京最高のパティスリー』。
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Topic2 1,000円以上のお返しも充実！『和・洋・雑貨』相手の好み別お返し一覧！

王道の洋菓子や、ほかの人とちょっと差をつけたい方は和菓子、
相手の好みはわからないけど日頃の感謝の気持ちを伝えたい方は雑貨が最適！？

「バレンタインのお返しは2倍・3倍返しを」という方にも必見！

焼きティラミスキャラメルラテミックス
ティラミス スペシャリテ シーキューブ
（エキュート東京）／1,200円（税抜）

ジュエリーをイメージしたパッケージは、ワンラン
ク上のプレゼントを演出します。シーキューブ
1番人気の焼きティラミスは、ふわふわのマスカ
ルポーネ生地の中に香り豊かなエスプレッソを
じゅわっと染み込ませたしっとりなめらか食感の
焼菓子です。期間限定2種類のキャラメルラ
テのお味も入ったお詰め合わせ。

小形羊羹いちご
とらや （グランスタ）／5本入
1,300円（税抜）

こし餡にいちごをあわせた季節限定の羊羹
です。いちごのやさしい風味が春を感じさせ
ます。

販売期間：2/15〜3月下旬

絶妙レシピのハンドクリーム（桜）
まかないこすめ（グランスタ）／
1,500円（税抜）

季節限定・桜の香りのハンドクリーム。

しっとりなじんでべたつかず、春らしい華やかな

香りはギフトにぴったり。

※なくなり次第終了

フルレット ロゼ グラン
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）／1,400円（税抜）

いちご味と抹茶味のクッキーにほんのり甘い
バニラ風味のお花クッキーを重ねて焼き上げ
ました。春の訪れをかわいく表現したお菓子
です。

販売期間：2/15〜3/31

ショコラ１０個詰
柿の木坂キャトル（エキュート京葉ストリート）／
10個入り 2,315円（税抜）

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10種類のチョコレートを
詰め合わせました。
5個詰は1,296円（税抜）

※ネットでの購入可

エクレールラスク5個入
和楽紅屋（エキュート東京）／
1,621円（税抜）

色とりどりのプチｶﾞﾄｰのようにエクレアをラスク
にアレンジしました。こだわりの和素材を使用
し、食べやすいプチサイズに仕立てました。

販売期間：3/1〜4/30

ecoffee cup
-WILLIAM MORRIS-
ノイエ（グランスタ丸の内）／
240ml 各2,100円（税抜）

生産過程においても公害を出す事もなく、とても
環境に配慮した商品です。コップにプリントされた
美しいテキスタイルのカップは、オフィスで使えばお
洒落に映えること間違いなし。

揚餅ショコラ12枚
御門屋TOKYO （エキュート東京）
／1,500円（税抜）

塩味の揚げもちにチョコレートをコーティングし
た甘じょっぱい新感覚のおかきです。

コレックスオリジナルネイルオイル
コレックス （エキュート京葉ストリート）／
2,000円（税抜）

パッケージにこだわり、香りも人気の3種類を選
びました。ギフトにオススメのネイルオイルです。

種類：フローラルティー/フレッシュハーバル/ホワ
イトリネン

お
手
軽

高
価
格

期間限定 期間限定

期間限定

期間限定

洋菓子 和菓子 雑貨
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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）

桜×いちご

SAKURAフレンチトースト@The Lobby Lounge

ロビーラウンジ看板メニューのフレンチトーストが、

桜バージョンでお目見え。ふんだんに盛り付けられた

いちごが一際目をひく限定スイーツです。

厚切りブリオッシュ生地に桜フレーバーをまとめて一晩

寝かせ、じっくりと焼きあげます。何も加えずに生地の

ふわとろ食感を楽しんだり、添えたいちご＆桜風味バター
やいちごと合わせてほんのりと広がる香りを味わったりと、
お好みの組み合わせで食べることができます。

期間：3月6日（金）〜3月31日（火）

時間：11：00〜L.O.

価格：3,180円（税込サ別）※コーヒーor紅茶つき

問い合わせ：03-5220-1260

（ロビーラウンジ直通）

■期間限定！桜スイーツと春のカクテルが登場！（東京ステーションホテル）

イメージ

心華やぐ桜スイーツと春のカクテル2種をご紹介。

歴史的建造物の中にあるホテルで、見た目や味わい、香りで春の訪れをお楽しみいただけるラインナップです。

桜×フレッシュフルーツ
春のカクテル ＠bar&Café Camellia

●フレッシュブラッドオレンジ（写真左）
ブラッドオレンジに、桜花の塩漬けを漬け込んだ
桜リキュールを合わせたカクテル。フレッシュオレンジの
さわやかな味わいのあとに桜の華やかなフレーバーが
ふわりと漂います。

●フレッシュキウイ（写真右）
キウイフルーツと桜風味、という意外な組み合わせの
オリジナルカクテル。キウイの程よい甘みと桜リキュールの
香りが絶妙なハーモニーを奏でる、バーテンダーおすすめ
の一杯です。
※いずれもノンアルコールでもご用意可能です。

期間：3月1日（日）〜4月30日（木）
時間：11：30〜23：30L.O.
価格：各1,900円（税込サ別）
問い合わせ：03-5220-1951

イメージ
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【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

①

②

④

③

③


