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【NEWS LETTER Vol.39】

2021年3月4日
東京ステーションシティ運営協議会＜報道関係者各位＞

〜東京駅発︕おうちで楽しむ様々な”春”をご紹介〜

東京駅社員122⼈に聞いてみた︕
つい買って帰りたくなるエキナカ春スイーツランキングTOP10

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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■通勤通学のついでにサクっと購⼊︕「⾒た目の可愛いホワイトデースイーツ」
■ホテルの味をお弁当で楽しめる、総料理⻑考案の「特製焼⾁弁当」(東京ステーションホテル)や

東京駅社員による「東京エキ検定」、オンラインで参加できるバーチャルマラソン大会など、
“ニューノーマル時代”に沿った様々なコンテンツをご⽤意︕

寒い時期もそろそろ終わり、春を感じ始める時期になりましたが、引き続き新型コロナウイルスの影響で人混みを避けざる
を得ない状況が続いています。東京駅を普段利⽤している⽅々にとって、「せめておうちでは春を感じたい︕」というお声に
お応えすべく、東京ステーションシティ運営協議会より、 「JR東日本の東京駅社員122名に聞いてみた︕エキナカの春
スイーツランキング TOP10」を発表いたします。普段、数多くのエキナカスイーツを目にしている駅社員122名が、「つい
買って帰りたくなる」春らしいスイーツの数々をご紹介いたします︕

【本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先】
東京ステーションシティPR事務局(㈱サニーサイドアップ内)

担当︓笠井(080-4904-3099)、小山(070-3115-2361)、坂間 Mail︓tsc_pr@ssu.co.jp



※Topic1で紹介している商品はすべて税込価格です。

ブーランジェリー ラ・テール(エキュート
京葉ストリート)／1個 249円
葉桜の塩漬けを混ぜこんでつくった特製バ
ターをたっぷりのあんとともにはさみました。
※販売期間︓3月15日(月)〜4月11日
(日)
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徐々に寒さが緩み春めいてくる季節。例年は外に出る機会が増えてくる時期ですが、引き続き、新型コロナウイルスの影響で人混み
を避けざるを得ない状況が続いています。そのような中でも、「せめておうちでは春を感じたい︕」、「気軽に⽴ち寄れるところでサクっと
良いものを選びたい」という東京駅利⽤者のニーズにお応えすべく、「JR東日本の東京駅社員122名に聞いてみた︕エキナカの春
スイーツランキング TOP10」を発表いたします。普段、数多くのエキナカスイーツを目にしている駅社員122名が選んだ、つい買って
帰りたくなる春らしいスイーツの数々をご紹介。東京駅へ寄ったついでに、ぜひ“可愛らしい春”をお楽しみください。

柿の木坂 キャトル
(エキュート京葉ストリート)／
1個 700円
桜の花をイメージしたさくさくパイに、苺生ク
リームと丸ごとイチゴをたっぷり重ねた季節
限定、春満載のスペシャルケーキ。
※販売期間︓3月15日(月)〜31日
(水)

Now on Cheese♪
Hello,TokyoStation!(グランスタ
東京)／1個 378円
北海道産生クリームとオーストラリア産クリー
ムチーズを使⽤し、じっくりと低温で焼き上げ
たなめらかなチーズケーキを、しっとりとしたサ
ブレでサンドしました。ふんわりとやさしくいちご
が香るチーズケーキサンドです。
※販売期間︓販売中〜なくなり次第終了
※グランスタ東京限定

ランキング

第1位 第2位 第3位

第5位 第6位第4位

Fairycake Fair(グランスタ東京)／
5個⼊ 1,900円
2021年新発売。生クリーム⼊りのホイッ
プしたバターに春色を感じさせるいちごとラ
ズベリーのジャムを混ぜて、焼きたてビス
ケットでサンドしました。
※販売期間︓3月〜期間限定
※グランスタ東京限定

銀座あけぼの(エキュート京葉ストリート)
／1個 248円
北海道産小⾖のなめらかなこしあんを⼀つ
ずつ手包みで可愛らしい「ふくさ包み」に仕
上げています。

桜いちごミルフィーユ チーズケーキサンド・いちご 桜あんバター

さくらもち フェアリークリームウィッチ
いちごラズベリー生バターサンド

Topic1.東京駅社員122⼈に聞いてみた︕つい買って帰りたくなるエキナカ春スイーツランキングTOP10

桜と苺の
シャンティイロール

東京會舘(エキュート東京)／1個
1,944円
東京會舘の人気商品、マロンシャンテリーを
春らしいロールケーキにアレンジしました。苺、
そして生クリームに桜餡を合わせたクリームを
スポンジで巻き、その上から桜風味のクリー
ムでデコレーションをしています。
※イベントスペース旬︓3月15日(月)〜
28日(日)が出店期間
※エキュート東京限定



第10位

フロマージュ・テラ(エキュート京葉ストリー
ト)／1個 324円
とろとろのチーズタルトに桜あんを絞りアクセ
ントに桜をトッピング。
※販売期間︓3月15日(月)〜
※エキュート京葉ストリート限定

喫茶店に恋して。(グランスタ東京)／
16枚⼊ 1,296円
さくらの香りをひらりと重ねた春爛漫のラング
ドシャクッキーです。口の中でほどけるような
繊細な⾷感がさくらの美味しさを際⽴ててい
ます。春のティータイムのおともにぜひ。
※販売期間︓販売中〜4月上旬頃まで
(なくなり次第終了)

資生堂パーラー(エキュート東京)／
3個⼊ 999円
桜の花由来のペーストを加えたクリームチー
ズを桜の香りのビスキュイで包み焼き上げた、
春の訪れを告げてくれるチーズケーキです。

【一覧】 「JR東日本の東京駅社員122名に聞いてみた︕つい買って帰りたくなるエキナカ春スイーツランキング TOP10

■対象商品︓グランスタ東京、エキュート東京、エキュート京葉ストリートで販売されている、各エリアのデベロッパー担当者が「つい買って
帰りたくなる、春らしくて可愛らしい商品」としてオススメするスイーツ29品。

■概 要︓JR東日本の東京駅社員(改札、みどりの窓口、ホームなどで働く駅社員)を対象に、2021年2月9日(火)〜14日(日)
の6日間で上記対象商品のWEBアンケートを実施。1人最大3票(1商品に対し1票まで)を条件に、「自分がつい買って
帰りたくなるエキナカ春スイーツ」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」

とろとろ焼き カップチーズ 桜 衣しゃ
さくらと生成り詰合せ
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第8位 第9位第7位

春のチーズケーキ(さくら味)

Curly’s Croissant TOKYO BAKE 
STAND(グランスタ東京)／1個 324円
2021年新発売。クロワッサン生地に桜あんと
レッドチェリーをのせて焼きあげました。春の訪れ
を伝えるクロワッサンです。
※販売期間︓販売中〜3月末頃まで
※グランスタ東京限定

桜クロワッサン

第10位

さくら宝石菓

ニッコリーナ(エキュート東京)／1個 432円
創業明治42年の島根県「岡伊三郎商店」。
外はカリッ、中はとろりとした宝石のような琥珀
寒天。数日間かけ表面を乾燥させてつくります。
春限定の桜とピーチ風味が口の中でふわっと
広がります。
※販売期間︓3月3日(水)〜なくなり次第
終了

順位 商品名 店名 エリア
1 桜いちごミルフィーユ 柿の木坂 キャトル エキュート京葉ストリート
2 チーズケーキサンド・いちご Now on Cheese♪Hello,TokyoStation! グランスタ東京
3 桜あんバター ブーランジェリー ラ・テール エキュート京葉ストリート
4 さくらもち 銀座あけぼの エキュート京葉ストリート
5 フェアリークリームウィッチいちごラズベリー生バターサンド Fairycake Fair グランスタ東京
6 桜と苺のシャンティイロール 東京會舘 エキュート東京
7 とろとろ焼きカップチーズ　桜 フロマージュ・テラ エキュート京葉ストリート
8 衣しゃ さくらと生成り詰合せ 喫茶店に恋して。 グランスタ東京
9 春のチーズケーキ(さくら味) 資生堂パーラー エキュート東京
10 桜クロワッサン Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND グランスタ東京
10 さくら宝石菓 ニッコリーナ エキュート東京



Topic2.東京ステーションシティ NEWS TOPICSTopic2 通勤通学でサクッと買える東京駅。⾒た目も楽しいホワイトデー商品を、価格別で紹介︕

※Topic2で紹介している商品はすべて税込価格です。★2,500円以内で購⼊︕「ついつい⼿を伸ばしたくなるお⼿軽商品」

★3,000円からのおすすめ︕「ちょっと頑張っちゃう贅沢商品」

エクレールラスク

和楽紅屋/エキュート東京
1,620円(5個⼊)
色とりどりのプチガトーのように、エクレアをラスク
にアレンジ。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。

ショコロン 6P

スペイン産アーモンドや愛知県「南山園」の抹
茶などこだわりの素材を使⽤したアオキの看板
商品であるマカロンを濃厚なショコラで包みまし
た。マカロンとショコラを⼀度にお楽しみいただけ
る贅沢な⼀品です。
※イベントスペース旬︓3月1日(月)〜14日(日)
が出店期間

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ/
エキュート東京 3,780円

ホワイトハート

Curly’s Croissant TOKYO 
BAKE STAND/
グランスタ東京 410円(1個)
ハート型のクロワッサンをホワイトチョコレートで
コーティングし、ドライフルーツやナッツをトッピン
グしました。⾚いハートが連なる可愛らしい⾒た
目と、トッピングとクロワッサンの⾷感のハーモ
ニーを楽しめます。
※2021年新発売
※期間限定商品︓販売中〜3月14日(日)

東京駅限定

クール フランボワーズ
10個⼊

ピエール マルコリーニ/グランスタ東京
3,780円(1セット)
ホワイトチョコレートの中に、フランボワーズで香
りづけしたビターガナッシュが包まれた⼀粒。今
年限定の落ち着いたピンクの箱に、⾚く美しい
「クール フランボワーズ」を詰め合わせました。

シュガーバターの木
いちごショコラがけサンド

シュガーバターの木/エキュート京葉
ストリート 1,080円(8個⼊)
10周年を記念して、より美味しくなりました。と
ろける春摘みストロベリーショコラで贅沢に包み
込んだ季節のお味です。春の香りがとろけだすこ
の季節だけのいちごミルク。

カファレル/グランスタ東京
1,080円(5粒⼊)
かわいいSuicaのペンギンをデザインした缶にカ
ファレルの代表作「ジャンドゥーヤ」など5粒のチョ
コレートをアソート。チョコレートを⾷べ終えた後は
缶を小物⼊れとしてもお楽しみいただけます。
※2021年新発売
©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU Suica by JR東日本
SuicaはJR東日本の登録商標です。

カファレル Suicaのペンギン缶

東京駅限定

マカロン フレーズ

資生堂パーラー/エキュート東京
1,377円(5個⼊)
あまおう苺のピューレを加えた生地を焼き上げ、
あまおう苺ピューレとバニラペーストを合わせたク
リームをサンドしました。
※2月15日(月)から発売開始

マカロン10個詰合わせ

Made in ピエール・エルメ/
グランスタ東京 3,996円(1箱)
“抹茶”や“⽩味噌”を使った独創的な味わ
いを含むマカロン詰合わせ。葛飾北斎の「凱
風快晴」や歌川広重の「日本橋 朝之景」に
マカロンが描かれた、遊び心あふれるパッケー
ジは贈り物にも人気です。
※内容は変更となる可能性がございます。

ティータイムセット
(貴婦⼈柄マグカップ)

Fairycake Fair/グランスタ東京
2,200円(1セット)
素材の味わいと彩りがカラフルで⾒ても⾷べて
もたのしい焼菓⼦とこだわりの紅茶のティー
バックセット。大切な⽅へほっこりしたおうち時
間を過ごしていただけるとっておきのプレゼント
です。
※2021年新発売
※期間限定商品︓販売中〜なくなり次第終了

東京駅限定
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Topic3.東京ステーションシティ NEWS TOPICS

■「新・生活様式でもホテルメイドを感じてほしい」東京ステーションホテル総料理⻑の
石原シェフが考案︕“日本一おいしい駅”で「特製⽜⾁弁当」を期間限定販売
東京ステーションホテルは、 3月22日〜4月4日の14日間限定で「特製牛肉弁当」を販売いたします。 東京駅構内で商品を販
売するのは、2012年の営業再開以来、初の試みとなります。東京ステーションホテルの総料理⻑・石原シェフの「新しい生活様式
でも、ホテルメイドのものを⾷べる幸せを感じてもらいたい」という想いから、どなたでも購⼊しやすいよう、駅構内でのお弁当販売に
至りました。様々な価格帯でご⽤意しているので、旅のお供としてはもちろん、おうち時間や周辺で働く⽅々のランチとして、ちょっと
した贅沢をお楽しみいただけます。
●期間︓ 3月22日(月)〜4月4日(日)
●時間︓ 8:00〜21:00(3月22日のみ9:00〜)※状況により、時間が変更になる場合がございます。
●場所︓東京駅構内地下1階 グランスタ東京 スクエア ゼロエリア(お弁当・惣菜エリア)

催事区画「東京ライブ︕デリ」
●ご予約・お問い合わせ︓03-5220-1113(イベントセールス/平日10:00〜18:00)※すべてのお弁当は事前ご予約可能です。
※すべて税込価格です。 ※仕⼊れ状況により、⾷材や内容が変わる場合がございます。

レストラン「ブラン ルージュ」
プレミアムコース”BENTO”(事前予約制)／4,280円
メインダイニングのフレンチレストランをイメージした、コース仕⽴てのお弁当。前菜の海⽼＆野
菜のマリネと蝦夷鮑のワイン蒸し、⿂料理の⾦目鯛のポワレ、メインのA5 ランクのいわて牛ス
テーキ、そして本ズワイ蟹のピラフ。⼀つひとつ手が込んだ多彩な美味を⼀度にご堪能いただ
けます。※ご予約はお電話で承ります。

A5ランク いわて⽜の
サーロインステーキ”BENTO”／
2,980円
ブランド牛の厚切りステーキが絶品の豪
華弁当。お肉の旨味をシンプルに味わえ
ます。盛りだくさんのグリル野菜を添えて。
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The 和⽜ 三美味〈WAGYU 
ZANMAI〉／2,480円
A5ランク・甲州牛の⾚身ステーキ、国産
和牛ハンバーグ、国産和牛ビーフシチュー
＆ふわとろオムライスの三段重。3つの味
を⾷べ比べ。

和⽜BIG ハンバーグとビーフシチュー
“DONBURI”／1,380円
ホテル名物の国産和牛ビーフシチューが
ソースの特大ハンバーグは肉厚で、⾒た
目から⾷欲をそそります。

和⽜贅沢 “BENTO”／1,680円
国産和牛ひと口ステーキと、特製デミグラ
スソースをかけた国産和牛ハンバーグ、2 
種の美味しさを存分に。ボリューム満点で
お得なお弁当。

和⽜焼⾁と和⽜しぐれ煮
”DONBURI”／1,080円
特製の甘めのタレがしみ込んだ焼肉や
しぐれ煮には、⽩いごはんがぴったり。

和⽜ひと口ステーキピラフ“DONBURI”
／1,080円
国産和牛ひと口ステーキと醤油ベースのピ
ラフが抜群の相性。刻んだ国産和牛がピ
ラフにも⼊っているので、⾷べ応えも十分。

※お皿に盛りつけた状態



東京ステーションシティ運営協議会は、 3月8日(月)〜23日(火)の間、東京駅社員が作成した「東京エキ検定」をWEB上で
開催いたします。問題は「東京駅の施設・サービス編」「東京駅の歴史編」「東京駅の上級トリビア編」の計30問。こちらに回答
し検定に合格した⽅の中から抽選で約130名様に東京駅関連グッズをプレゼント。また、東京駅についてわかりやすく紹介する
「東京エキ検定」予習編の動画も公開いたしますので、誰でもお楽しみいただけます。普段、何気なく利⽤している東京駅の知ら
れざる活動を覗いてみませんか︖

■東京駅のこと、どこまで知っていますか︖
東京駅社員による「『東京エキ検定』〜みんなの知らない東京駅〜」

【特設WEBサイト】︓https://tokyoeki-kentei.com/ ※イベント開催期間中のみアクセス可能

●開催期間
3月8日(月)〜3月23日(火)

●内容
・「東京エキ検定」(施設・歴史・トリビアの3種類)
・「東京エキ検定」予習編

●プレゼント
合格者の中から抽選で約130名様に
東京駅関連グッズをプレゼント
(3月26日(⾦)以降、順次発送予定)

●主催
東京ステーションシティ運営協議会

●企画協⼒
株式会社鉄道会館

●協⼒
中央エフエム ※画像はイメージです

■全国どこからでも、誰でも参加できるオンラインのマラソン大会
「東京ステーションシティ バーチャルマラソン大会」を開催︕

東京ステーションシティ運営協議会は、3月20日(土)10時〜21日(日)16時の間に、「東京ステーションシティバーチャルマラソ
ン大会」を開催いたします。東京マラソン財団公式アプリ「ONE TOKYO APP」からエントリーをするだけで、全国どこからでも、誰
でも気軽に参加できます。さらに、参加したランナーの中から抽選で22名様に東京駅ならではの商品をプレゼントをいたします。
春の心地よい日差しの中、⼀堂に会さずとも全国のランナーとの繋がりを感じることのできる、ニューノーマル時代に相応しいマラソ
ン大会です。

●開催期間
3月20日(土)10:00〜 3月21日(日)16:00まで

●大会内容
・期間中にONE TOKYO APPを起動した状態で走り、5.0km走った時点での
ランキングが表示される。(画像1)

・参加者の中から抽選で東京駅ならではの商品をプレゼント
●参加資格
①東京マラソン財団公式クラブ「ONE TOKYO」への会員の登録
②ONE TOKYOサイト上でエントリー
③「ONE TOYKO APP」をダウンロード
④当日、ONE TOKYO APPを起動して5.0km以上のランを保存
※参考︓https://onetokyo.org/static/index/pageid/step

3/5(⾦)より閲覧可能
●プレゼント
参加者の中から抽選で22名様に東京駅ならではの商品をプレゼント

●主催
東京ステーションシティ運営協議会

●企画協⼒
株式会社鉄道会館

【特設サイトイメージ】

（画像1）
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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。

「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東京ステーションギャラリー／⑤東京ステーションホテル

①

② ③

③

③

③

④ ⑤
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