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～今年のクリスマスパーティーの準備は“ネットで注文＆帰宅前に一括受取”でスマートに！～

東京駅限定品や駅ならではのケーキも多数
クリスマスケーキ＆クリスマスディッシュ
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■売上の全額が寄付される『クリスマスチャリティオーナメント』（東京ステーションホテル）
■りんごジュースだけしか売っていない！？地元青森で人気の『りんごだけの自販機』が東京駅に登場
■11月11日はチーズの日！エキュート東京＆エキュート京葉ストリートで開催する『チーズフェア』

2020年も早いもので残り2か月を切りました。例年であれば街中にはイルミネーションやクリスマスツリーが現れ、街を彩る季節
ですが今年は例年に比べ寂しい印象です。それでも皆さん、クリスマスは感染症対策などを講じて思い思いに楽しむのではな
いでしょうか。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）のニュースレターはクリスマスケーキ
＆ディッシュを簡単に『ネットでエキナカ』で注文でき、パーティー当日は東京駅で受取するだけでOKなクリスマスをご提案しま
す。コロナウイルスの影響で極力外出をしたくない方や、仕事などで東京駅を利用する方は、帰り道に商品を受取りすぐに帰
宅することができます。その他、クリスマスチャリティオーナメントや話題のりんごだけの自販機などもご紹介します。

http://www.tokyostationcity.com/


カファレル（グランスタ東京）／
3,456円

華やかさと清楚さをあわせ持つクリスマスリースをイ
メージ。ふんわりスポンジで苺を包み、たっぷりのク
リームで仕上げた正統派の味わい。
直径12cm×高さ5cm
※グランスタ限定
※店頭・WEB予約
※ご予約：12/16まで／お渡し：12/22～25
※店頭販売：12/22～25

ナターレ デコラツィオーネ

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）／2,916円

香ばしいナッツを散りばめ焼き上げたカカオダコワー
ズ生地と、ホワイトチョコムースにラズベリーの酸味
を加えたチョコケーキ。花が咲いたようなダコワーズ
と色鮮やかなラズベリーがクリスマスを演出します。
直径約12cm
※エキュート東京限定
※限定20台 ※WEB予約
※ご予約：12/18まで／お渡し：12/22～25

フルリール 苺のショートケーキ

＜ご予約方法＞

■予約受付期間：
＜グランスタ東京＞11月4日（水）～12月16日（水）
＜エキュート東京・エキュート京葉ストリート＞11月2日（月）～12月20日（日）
※一部店舗・商品により、予約受付期間は異なる場合がございます。
詳細はHP商品ページをご確認ください。

■予約方法：
以下サイトより商品をご確認ください。
商品購入ページは『ネットデエキナカ』に自動で移動しますので
一括で注文が可能です。
＜グランスタ東京商品＞
https://www.tokyoinfo.com/cp/gransta_tokyo_xmastation_2020/
＜エキュート東京・エキュート京葉ストリート商品＞
https://www.ecute.jp/xmas/

■お渡し場所：
＜グランスタ東京のデリ、エキュート東京・エキュート京葉ストリートのケーキ・デリ＞
各店舗受取

＜グランスタ東京のケーキ＞
12/22～25 JR東京駅地下1階スクエア ゼロ 特設カウンター

<<クリスマスケーキ>>

Topic1. 東京駅おすすめのクリスマスケーキやクリスマスデリ！
今年のクリスマスパーティーの準備は“ネットで注文＆帰宅前に一括受取”でスマートに！

クリスマスまで2か月を切り、街中ではクリスマスツリーが煌めく季節となりました。今年のクリスマスは、新型コロナウイルスの影響
で、おうちで過ごす人も多くなり、ケーキやデリ売り場は、“おうち派”のお客さまで賑わう可能性があります。駅構内で販売して
いる一部商品をネットで購入することができる『ネットでエキナカ』でクリスマスケーキやデリを事前注文すれば、当日は受取りだけ
でOKです。買い出しや食事の準備など、何かと時間のかかるクリスマスパーティーの準備を少しでもスムーズに済ませて楽しいク
リスマスパーティーの時間をお過ごしいただけます。
※Topic1ご紹介商品の金額表記はすべて税込となります。

■東京駅限定クリスマスケーキ■

ふわふわのスポンジにたっぷりの生クリームと苺をサ
ンド。3種類のクリームを絞って仕上げたどうぶつた
ちがクリスマスに愛らしい賑わいを添えます。
4号 直径12cm×高さ9cm
※グランスタ限定
※200台限定 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/16まで／お渡し12/23～25
※店頭販売：12/23～25

フェアリーケーキフェア（グランスタ東京）／
4,200円

https://www.tokyoinfo.com/cp/gransta_tokyo_xmastation_2020/
https://www.ecute.jp/xmas/


ティラミス スペシャリテ シーキューブ
（エキュート東京）／3,132円

大人気のティラミスをホール型のサンタクロースにド
レスアップ。苺のジュレの酸味と、クリームの甘さの
バランスが絶妙です。
直径16.3cm
※ご予約：12/19まで／お渡し：12/22～25
※店頭販売：12/22～25

いちごのティラミスサンタドーム

カファレル（グランスタ東京）／
3,888円

大人気のSuicaカードのケーキにデコレーション
バーションが登場！ふんわりスポンジ生地で苺を包
んで、たっぷりの生クリームで仕上げました。
縦10cm×横15cm×高さ5cm
※グランスタ限定
※限定50台 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/16まで／お渡し：12/22～25
※店頭販売：12/22～25

カファレル
with Suica デコラツィオーネ

京橋千疋屋（グランスタ東京）／
4,860円

青リンゴムース、アプリコットジュレ、ふんわりスポン
ジを重ね、フルーツや新幹線をトッピングした東京
駅らしいクリスマスケーキです。
4号 直径12cm×高さ9cm
※グランスタ限定
※限定40台 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/15まで／お渡し：12/23～25
※店頭販売：12/23～25

ポム・ベール

ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)
（グランスタ東京）／540円

可愛らしい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、
チョコレートでコーティングしました。
直径6cm×高さ3.5cm
※グランスタ限定
※限定100個 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/15まで／お渡し：12/22～25

Suicaのペンギン ワッフルケーキ

フェアリーケーキフェア（グランスタ東京）／
1,100円

ラズベリージャム入りチョコレートケーキのSuicaのペ
ンギンと甘酸っぱい紅玉ジャム入りケーキのグレー
のSuicaのペンギン(子ペンギン)の可愛らしい２
個セットです。
※グランスタ限定
※1日限定20セット ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/16まで／お渡し：12/1～25
※店頭販売：12/1～25

Suicaのペンギンセット

和楽紅屋（エキュート東京）／
3,500円

サンタ、トナカイ、雪、リースをモチーフにこだわりの
和素材を使用したハート形のクリスマスケーキ。
ホワイトチョコムースにあまおう苺のジュレとピスタチ
オを合わせたサンタクロースをトッピングするなど、選
ぶのが楽しい4個セットでお届けします。
※WEB予約
※冷凍配送限定
※ご予約：12/20まで／お渡し：12/18～25

ココロ

東京ステーションホテル（グランスタ東京）／
6,580円
柚子が香るホワイトチョコレートの中に、味わい豊
かなピスタチオや、爽やかな風味のアプリコット、フラ
ンベした洋梨などを贅沢に使用。幾層にも重なる
おいしさのハーモニーが楽しめます。トッピングのダマ
スク柄モチーフもポイントです。
5号 直径15cm×高さ8cm
※グランスタ限定
※グランスタ東京にて受取商品
※限定30台 ※WEB予約
※ご予約：12/20まで／お渡し：12/24、25

Noёl de TSH

ラデュレ（グランスタ東京）／
6,588円
ローズのマカロンビスキュイ、ペタル・ド・ローズのやさ
しいクリーム、フランボワーズのコンフィ、ライチとフラ
ンボワーズの果実を重ね、とびきりロマンチックに仕
上げました。
縦7.5cm×横15.5㎝×高さ7.5㎝
※限定30台 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/8まで／お渡し：12/23～25

ビュッシュ・マリー・アントワネット
ローズ・フランボワーズ

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）／7,236円
シンプルな素材で作られるからこそこだわり抜き、や
さしい味わいに仕上げました。大粒のいちごをふん
だんに使った贅沢なケーキです。
直径15cm
※限定20台 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/18まで／お渡し：12/22～25

ジェノワーズ オ フレーズ スペシャル

■お一人様や、それぞれが好きなケーキを食べたい方に。ミニケーキ■

■予約必須！高級クリスマスケーキ■

■サンタクロースやSuicaカード、新幹線のモチーフケーキ■

©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU Suica by JR東日本 SuciaはJR東日本の登録商用です。



平田牧場（エキュート東京）／
2,500円

大きなエビフライ、トマト＆バジル＆モッツァレラのカ
ツ、うずらのメンチ串で華やかな食卓に。エビフライ
は特製のタルタルソースを合わせてお楽しみくださ
い。
※エキュート東京限定
※新商品

クリスマスバラエティセット

東京 京鳥（エキュート京葉ストリート）／
580円

彩り野菜の洋風オムレツ「フリッタータ」に焼鳥をトッ
ピングした、特別な日にぴったりの一品です。
※エキュート京葉ストリート限定
※新商品

鶏ももと彩り野菜のフリッタータ

ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ
（グランスタ東京）／3,780円

ホリデーの食卓を彩るムール貝、えび、イカなどの
シーフードをふんだんに使ったパーティーサイズのパエ
リアです。
※1日5台限定 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/6まで／
お渡し：12/22～25（各日13時以降）
※店頭販売：12/22～25（各日13時以降）

シーフードパーティーパエリア

ブーランジェリー ラ・テール
（エキュート京葉ストリート）／2,592円

あまおうのピューレやドライ苺、ブルーベリーを混ぜ
込み、苺パウダーで華やかに仕上げました。クリス
マスまでのひとときにお召し上がりください。
1本（約13cm×7cm×4cm）

苺とブルーベリーのシュトレン

ＤＥＡＮ ＆ ＤＥＬＵＣＡ
（グランスタ東京）／1,944円

いちご、ラズベリー、ブルーベリー、ぶどうをリースのよ
うに盛り付け。フロマージュブランと一緒にお召し上
がりください。
※1日10個限定 ※店頭・WEB予約
※ご予約：12/6まで／

お渡し：12/22～25（各日13時以降）
※店頭販売：12/22～25（各日13時以降）

ホリデーフルーツフロマージュ

フェアリーケーキフェア（グランスタ東京）／
880円

サクサクのスパイスビスケットと口どけの良いりんごの
メレンゲが入ったクリスマス限定で提供する「かわい
いビスケット缶」の新商品です。
※グランスタ限定
※WEB予約、配送
※ご予約：12/16まで／

お渡し：12/1～なくなり次第終了
※店頭販売：販売中

プチガトー ノエル

東京 京鳥（エキュート京葉ストリート)／
2,200円

国産ハーブ鶏の丸鶏。仕上げはご自宅で焼き上げ
ていただき、出来立てのジューシーな味をご賞味くだ
さい。クリスマスの食卓が華やぐ一品です。
※エキュート京葉ストリート限定
※1日限定10羽 ※WEB予約
※ご予約：お渡し前日まで／お渡し：12/24,25

ローストチキン

ヴィ パレット（エキュート東京）／
951円

国産素材を中心とし、四季を感じる野菜を使用
するヴィ パレットがおすすめするクリスマスのパーティ
シーンを華やかに彩るサラダ。新鮮な魚介類と野
菜で作った自慢のサラダです。

シーフードカルパッチョ

ブッツ サンドウィッチ
（エキュート京葉ストリート）／645円

ハム、サーモン、卵サラダ、ブルーベリーのサンドを
一口サイズのロールにしたパーティ仕様です。
※1日限定30パック

ひとくちパーティサンドBOX

<<クリスマスデリ＆スイーツ>>



Topic2. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS

■東京ステーションホテルにてハート型の『クリスマスチャリティオーナメント』を12月1日より販売！

■販売本数は、前年比の約8倍！
東京駅に“りんごジュース”だけしか売っていない『りんご自販機』が期間限定で登場！

JR東日本ウォータービジネスは、東京駅構内に「青森りんごシリーズ」の商品だけを販売する
自動販売機『りんご自販機』を期間限定で設置しています。
青森りんごシリーズの原材料はりんごのみ。制作過程において空気に触れない状態で破砕・
搾汁する『密閉搾り』という手法で製造しています。この手法は無酸素状態にした機械の中
でりんごをすりおろすため、酸化防止剤が不要です。“すりおろす”ことで、果肉に含まれる香り
やコクがそのまま残せるため、甘いりんごは甘く、すっぱいりんごはすっぱく飲むことが可能となりま
す。この自動販売機は様々な種類のりんごジュースを販売しており、 「甘さ×酸味」で品種毎
に味わいが変わるため、1台の自販機で複数の品種を購入し、飲み比べるお客さまもいらっ
しゃいます。
※「青森りんご 世界一」の販売は終了しました。

本企画は、外出が難しいご時世に、東京駅を利用されるお客様に少しでも青森県の魅力を
お伝えしたいという思いから誕生しました。青森へ行くことは難しくても東京駅で青森のりんごを
感じていただけます。

●設置場所：東京駅（改札外）丸の内地下１階 中央コンコース丸ビル入口付近

りんご自販機とは…
りんご自販機は、2017年3月に青森駅と新青森駅に初めて登場し、2020年5月には弘前
駅にも設置されました。「青森りんごシリーズ」のみを販売する自販機として、駅を訪れる観光
客の方から地元の方まで多くのお客さまから注目を集め、青森のガイドブックにも掲載されたこ
ともある自販機です。

※画像はイメージです

●期間：2020年12月1日（火）～12月25日（金）
※なくなり次第販売終了

●個数：300個限定
●販売場所：ホテル1F ロビーゲストリレーションデスク

※12月1日8:00AMから販売開始
●価格：500円からお気持ちで
●HP ：https://www.tokyostationhotel.jp/information/christmascharityornament2020
●協力：一般社団法人more trees https://www.more-trees.org/

東京ステーションホテルでは、森林保全団体「more trees（モア・トゥリーズ）」とコラボレーションして制作したクリスマスチャリティ
オーナメントを今年も販売いたします。集まった売上全額をmore treesに寄付し、森づくりの活動に活用いただきます。
このチャリティオーナメントは、ホテルのクリスマステーマ「Share the Joy of Christmas – 共に喜び分かちあうひとときを – 」を多
くの方々に感じてもらえるように、ホテル開業100周年の2015年から毎年継続して販売しています。歴代のオーナメントは館内の
シンボルツリーに飾られます。

オーナメントには国産ヒノキを使い、お客さまが楽しみながらチャリティに参加できるよう、
毎年デザインを変えて制作しています。今年は互いに想い合う大切さを改めて感じる
機会が多かったことから、オーナメントの形に“愛のシンボル”といわれる〈ハート〉を採用。
あたたかみのあるオレンジ系の色で雪の結晶を描き、裏面にはホテルロゴとクリスマス
テーマを刻みました。

https://www.tokyostationhotel.jp/information/christmascharityornament2020
https://www.more-trees.org/


■エキュート東京＆エキュート京葉ストリートでチーズフェアを開催！

11/11は“チーズの日”です。エキュート東京、エキュート京葉ストリートでは、11/1～11/22までの間、発酵食品として健康に良
いといわれるチーズを使用したグルメフェア、「東京駅の路地裏銘店グルメ～チーズフェア～」を開催いたします。
チーズを使用したお弁当、お惣菜などのお食事系メニューや、スイーツ、パンなど、約30種類ご用意しております。

【ワインのおつまみ】【ギフトにも最適】【行楽のお供に】

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り
（エキュート東京）／1折 1,296円

竹輪の磯辺揚げにクリームチーズが入っ
た逸品。 海の幸をメインにした一番人
気の海苔弁「海」の限定スペシャルバー
ジョンです。

※エキュート東京限定

海苔弁 チーズ竹輪の磯辺一本揚げの
「海」（クリームチーズ）

東京チーズレンガパン チーズハンバーグ

東京あんぱん豆一豆
（エキュート東京）／1個 319円

マスカルポーネホイップ、白あん入りクリー
ムチーズ、粒あんが3層仕立ての、東京
駅のレンガをモチーフにしたあんぱんです。
北海道産小麦「ゆめちから」を使用した
もっちり生地で包みました。

※エキュート東京限定

つばめグリル デリ（エキュート東京）／
1個 840円

つばめグリルの看板商品「ハンブルグス
テーキ」にチェダーチーズをトッピング。焦が
したベシャメルソースの香りとチーズのク
リーミーな味わいをお楽しみください。

※数量限定 1日20パック

※すべて税込価格



■東京駅限定！JRE POINT「入場券相当」プレゼントキャンペーン実施中！

ＪＲ東日本グループでは、2020年10月14日(水)から2021年2月28日(日)までの期間中、ＪＲ東日本東京駅にて入場券
を購入し、改札内の対象店舗をご利用いただいたお客さまを対象に、JRE POINTをプレゼントいたします。
2020年8月に開業したJR東日本で最大規模のエキナカ商業空間グランスタ東京やecute東京、NewDays等の約290店舗が
対象となります。ぜひこの機会に東京駅改札内のお買い物、お食事を楽しんでいただき、おトクにJRE POINTを貯めてみませんか。

（１）期 間
2020年10月14日(水)～2021年2月28日(日)
（２）内 容
東京駅の券売機またはみどりの窓口にて磁気入場券140円を購入し、東京駅改札内の対象店舗でお買い物、ご飲食1,080円（税込）以
上ご利用いただいたお客さまにJRE POINT140ポイントをプレゼントいたします。
（３）ポイント引換箇所
・１階 ecute京葉ストリート インフォメーション
・Ｂ１階 グランスタ ステーションコンシェルジュ東京
上記営業時間：9:00～20:00（時期により変更になる可能性があります）
（４）対象店舗
「グランスタ東京改札内」「ecute東京」「ecute京葉ストリート」及び改札内店舗等の約290店舗
（５）キャンペーンに伴う注意事項
・ＪＲ東日本の磁気入場券のみ対象となります。
・Suicaなどの交通系ＩＣカードは入場券としてご利用いただけません。
・ポイントプレゼントは、おひとり様１日１回限りです。
・ポイントプレゼントにはJRE POINTカード、JRE POINT番号が記載されているビューカード（JRE CARD含む）、
またはJRE POINTアプリが必要です。

・ポイント引換えには「磁気入場券」「対象店舗でのお買い上げレシート」「JRE POINTカード等」が必要です。
・ポイント引換箇所の営業時間外は後日ポイント引換えができる「ＪＲＥ ＰＯＩＮＴ引換券」を対象店舗にてお渡しします。
・対象店舗はＪＲ東日本グループのエキナカ（改札内）店舗のみです。
・自動販売機、コインロッカー、ＡＴＭ等の利用は対象外です。

【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。

「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)JR東
日本フーズ／(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 ／(株)JR東日本サービスクリエーション
／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グランスタ東京／④東京ステーションホテル

①

②

③

③

④

③

③


