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【NEWS LETTER Vol.48】

2023年2⽉28⽇
⼀般社団法⼈東京ステーションシティ運営協議会＜報道関係者各位＞

Tokyo Station City公式サイト︓ http://www.tokyostationcity.com/
Facebook︓ https://www.facebook.com/TheTokyoStation/
Instagram ︓https://www.instagram.com/tokyostationcity/
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2022年10⽉に新型コロナウイルスの⽔際対策が本格緩和され、訪⽇外国⼈は右肩上がりで増加しています。
2022年の訪⽇外国⼈旅⾏者数は約383万⼈、2021年の約25万⼈と⽐較すると約16倍となっています。
（2023年1⽉18⽇発表の訪⽇外客数（⽇本政府観光局（JNTO））より）今後より増加するであろう外国
⼈旅⾏者の皆さまにとって、東京駅の便利な機能や施設、乗り換えの合間に、「⾷べて・買って・⾒て」⽇本を楽しむ
ことのできる店舗やスポットをご紹介いたします。
「数年ぶりに来⽇される⽅も多くいらっしゃると思いますが、東京駅には、⼈気のおみやげや駅弁はもちろん、外国⼈
旅⾏者の皆さまが困ったときに頼れる施設とスタッフがいますので、安⼼してお越しください。お待ちしております。」
（⼀般社団法⼈東京ステーションシティ運営協議会）
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訪⽇旅⾏者数は前年⽐約16倍※︕本格的なインバウンド再開へ

2023年版︕外国⼈旅⾏者のための「東京駅案内」
乗り換えの合間に「⾷べて・買って・⾒て」⽇本を楽しむスポットもご紹介

サポート機能が集まる「丸の内北⼝」

カルチャーを感じる⼿⼟産

気軽に楽しむ⽇本のソウルフード

まるでエキナカミュージアム︕︖

※2023年1⽉18⽇発表 訪⽇外客数（⽇本政府観光局（JNTO））より

https://www.facebook.com/TheTokyoStation/
https://www.instagram.com/tokyostationcity/
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新型コロナウイルスの⽔際対策が本格緩和されたことをきっかけに、今後より増加するであろう外国⼈旅⾏者の皆さまにとって、
東京駅の便利な機能や施設、乗り換えの合間に⽇本を楽しむことのできる店舗やスポットをご紹介いたします。

Topic1. 2023年版︕外国⼈旅⾏者のための「東京駅案内」

駅たびコンシェルジュ東京は、丸の内北⼝に改札を出て左右に2ヶ所あり、⼀⽅（MAPⒷ)
は外国⼈旅⾏者向けの旅⾏サポート施設です。特急券のチケットJAPAN RAIL PASSの
発⾏や観光案内のほか外貨両替など、さまざまなサービスを提供しています。
英語・中国語・韓国語・⽇本語に対応できるスタッフが常駐しています。

■営業時間︓7:30〜20:30
■場所︓丸の内北⼝（1階・改札外）
■URL︓https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html

丸の内北⼝（1階・改札外）には、外国⼈旅⾏者向けの旅⾏サポート施設や、どなたでもご利⽤いただける祈祷室、⼿荷物
預かり所など、外国⼈の⽅々をサポートする機能が集合しています。便利にご利⽤いただける各施設をご紹介いたします。
※下記以外の詳細はWebサイトをご参照ください（https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html）
※2023年2⽉時点情報です。新型コロナウイルス等の影響により営業時間や営業状況が変更となる可能性があります。最新情報は各Webサイトをご確認ください。

駅たびコンシェルジュ東京 （英名︓JR EAST Travel Service Center）

何か困ったらまずはここへ︕外国⼈旅⾏者向けのサポート機能が集合する「丸の内北⼝」

JR東⽇本エリアを中⼼に全国の観光情報をお届けしています。各⽅⾯の観光パンフレットを
設置しており、無料Wi-Fiもご利⽤いただけます。
英語・中国語・韓国語・⽇本語の4⾔語に対応しています。

■営業時間︓7:30〜20:30
■場所︓丸の内北⼝（1階・改札外）
■URL︓https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html

観光案内所

＜担当者メッセージ＞
旅⾏の起点となる東京駅で、お客さまの素敵な旅をお⼿伝いできるよう様々なご案内体制を整えております。どうぞお気軽にお⽴ち寄りください。

＜担当者メッセージ＞
⽇本全国の観光案内及びJR東⽇本 鉄道パスを利⽤した旅の⾏程作成等のお⼿伝いをしております。また、お困りごとがございましたら、
お気軽にご相談ください。

★

MAP Ⓐ

MAPⒷ

https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html
https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html
https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html
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外貨専⾨企業 トラべレックスでは、ドル、ユーロ、韓国ウォン、タイバーツ、中国元など、
31通貨のご両替が可能です。また、外国コインや外国紙幣を投⼊すると、その場ですぐに
⾃国の電⼦マネーやギフトコードに交換できる「Pocket Change（ポケットチェンジ）」も設置
しています（10通貨対応）。

■営業時間︓11:00〜19:00（Pocket Changeは7:30〜23:30）
■場所︓丸の内北⼝（1階・改札外）
■URL︓https://www.gransta.jp/news/info/exchange/

外貨両替所・ATM

＜担当者メッセージ＞
外国語を話せるスタッフが在籍しており、 海外からいらっしゃったお客さまにも多数ご利⽤いただいております。「この紙幣両替できるかな」、
「どの通貨を持っていったらいいだろう」といった外貨に関するご質問も、お気軽にお尋ねください。

⼿荷物を⼀時的にお預かりするサービス。毎⽇20:30（当⽇中）まで預けることができる
ため、⼿ぶらで⾝軽に観光をお楽しみいただけます。
※縦、横、⻑さの合計が 250cm 未満（⻑さは 2m まで）、1個の重さが 30kg 未満の⼿荷物に限る。

■営業時間︓8:30 〜 20:00
■場所︓丸の内北⼝（1階・改札外）
■URL︓https://www.gransta.jp/news/info/cloakservice/

＜担当者メッセージ＞
お⼿荷物ひとつからお預かりいたします。⼤きな荷物は駅に預け、⾝軽に気持ちよく観光を楽しんでいただけると嬉しいです。英語対応可能な
スタッフも常駐しておりますので、ぜひお気軽にお⽴ち寄りください。

⼿荷物⼀時預かり所

駅たびコンシェルジュ東京内に設置。
⾝体を清めるための「⼩浄施設」を備えており、宗教・宗派を問わずご利⽤可能です。
インターフォンでお知らせいただければ、予約なしでご利⽤いただけます。
■営業時間︓平⽇8:30〜19:00／⼟⽇・祝 8:30〜17:00（年中無休）
■場所︓丸の内北⼝（1階・改札外）
■URL︓https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html

祈祷室

駅たびコンシェルジュ東京（JR EAST Travel Service Center）の他にも、東京駅にはインフォメーションが全7箇所。
鉄道をはじめ、駅構内の施設やショップ、商品、サービス等、東京駅にまつわる様々なことを幅広くご案内しています。1⽇の
総問い合わせ件数が合計1,000件を超える⽇もあり、全てのインフォメーションには英語対応可能なスタッフが常駐しています。
▼主なインフォメーション
※下記以外の各拠点の詳細はこちら（http://www.tokyostationcity.com/information/）の
「案内所」をご参照ください。

中央通路（インフォメーションカウンター）
丸の内中央（インフォメーションカウンター）
■営業時間︓10:00〜18:00 ※年中無休
■場所︓中央通路（1階・改札内）

＜担当者メッセージ＞
「利⽤する電⾞の乗り場が分からない」「⾏きたいお店が⾒つからない」など、東京駅でのお困りごとに少しでもお役に⽴てればと思い、
インフォメーションセンターを運営しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

インフォメーション

広い駅構内でも安⼼︕便利で快適な観光をサポートするエキナカ施設

MAPⒺⒻ

MAPⒹ

MAPⒸ

https://www.gransta.jp/news/info/exchange/
https://www.gransta.jp/news/info/cloakservice/
https://www.jreast.co.jp/e/customer_support/service_center_tokyo.html
http://www.tokyostationcity.com/information/
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旅⾏相談カウンターのスタッフと話しながら⽇本各地の観光情報のご案内や、
JAPAN RAIL PASSなどの購⼊・引換を⾏うインフォメーションや、⽇本を感じるメニューを
取り揃え、靴を脱いでくつろいでいただける畳の席もあるカフェなどをご⽤意しています。

■営業時間︓旅⾏カウンター有⼈対応 全⽇9︓00〜17︓00
カフェ 平⽇8:00〜22:00 ⼟⽇祝8:00〜21:00

■場所︓⼋重洲中央⼝外 GRAN TOKYO NORTH TOWER（1階・改札外）
■URL︓https://www.jreast.co.jp/japanrailcafe/tokyo/

＜担当者メッセージ＞
“Talk about trips, meet new friends.（旅を語ろう。友に出会おう。）”をコンセプトに、皆さまに「私だけの旅」や「今、おすすめする旅」を
ご提案しております。どうぞお気軽にお⽴ち寄りください。

JAPAN RAIL CAFE TOKYO

コインロッカー
東京駅には、改札内外に多数のコインロッカーを設置しています。⼩さなお荷物や購⼊したお⼟産などをコインロッカーに預け、
⾝軽な状態で観光をお楽しみください。各設置場所の詳細は、下記URLをご参照ください。

■URL︓http://www.tokyostationcity.com/information/
「コインロッカー・⼿荷物預かり所」をご参照ください。

丸の内北⼝の他にも、東京駅には⼿荷物⼀時預かり所が多数あります。⼿荷物の⼀時預かりだけでなく、当⽇ホテル配送や
宅配便受付等も対応しており、快適な「⼿ぶら観光」をサポートしています。また、1ヶ⽉以内であれば荷物の出し⼊れが可能な
お預かりサービスや、当⽇受付可能な新幹線列⾞荷物輸送の｢はこビュンQuick｣の受付も⾏っている預かり所もあります。
※「はこビュンQuick」の詳細はこちら（http://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html）をご確認ください。

▼主な⼿荷物⼀時預かり所
※下記以外の各拠点の詳細はこちら（http://www.tokyostationcity.com/information/）

の「コインロッカー・⼿荷物預かり所」をご参照ください。

BAGGAGE STORAGE ＋
■営業時間︓9:30〜20:00

※当⽇ホテル配送サービスは14:00まで
※宅配便受付サービスは17:30以降の受付分は翌⽇扱い

■場所︓グランスタ地下北⼝（地下1階・改札内）
■URL︓https://www.gransta.jp/news/info/cloakservice/

東京駅お荷物サービスカウンター
■営業時間︓5:30〜23:00（⼿荷物⼀時預かりは9:30〜20:00）
■場所︓⼋重洲南⼝（1階・改札外）
■URL︓http://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html#nimotsuyusou

＜担当者メッセージ＞
お預かりしたお荷物を、そのままホテルや次の⽬的地までお届けすることも可能です。また、複数⽇の跨ぎ預かりも承っているので、東京駅を拠点
として⼿ぶらで観光をお楽しみください。追加料⾦がかからずにスーツケースからの着替えの出し⼊れ等も⾃由にできるサービスは、多くの⽅に
ご好評いただいております。英語対応可能なスタッフも常駐しておりますので、ぜひお気軽にお⽴ち寄りください。

⼿荷物⼀時預かり所（クロークサービス）

https://www.jreast.co.jp/japanrailcafe/tokyo/
http://www.tokyostationcity.com/information/
http://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html
http://www.tokyostationcity.com/information/
https://www.gransta.jp/news/info/cloakservice/
http://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/shinkansen.html
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東京駅には⽇本⽂化を楽しむお店や場所がたくさんあります。新幹線や電⾞、バスの乗り換えの合間に、エキナカで気軽に
楽しむことのできる飲⾷店や⼿⼟産店、⾒て楽しめるスポットなどを厳選してご紹介します。
※ご紹介している商品はすべて税込価格です。原材料の⽣産の都合や売れ⾏きによっては告知なく販売終了をしている場合もございますので、ご了承ください。

乗り換えの隙間時間に「⾷べて・買って・⾒て」⽇本⽂化楽しむエキナカスポット

⽇本の元祖ファーストフード︕2002年創業のおむすび専⾨店です。ほんのり屋では、会津コシヒカリ使⽤、店内炊飯、⼿作りを⼤切に
しています。味にも、素材にも、⼿づくりにもこだわって、お店で毎⽇ひとつひとつ真⼼こめてむすんでいます。
また、ほんのり屋×marukomeグランスタ東京店では、マルコメとともに開発した、当店限定のお味噌汁もご⽤意しています。おむすび
と味噌汁という⽇本の⾷⽂化をぜひお楽しみください。

■場所︓東京本店︓⼋重洲中央⼝（1階・改札内）
https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=f5501

ほんのり屋×marukomeグランスタ東京店︓グランスタ地下北⼝（地下1階・改札外）
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/honnoriya/

＜担当者メッセージ＞
おむすびは⽇本⼈のソウルフード︕常時15種類前後の⼿作りおむすびをご⽤意しています。⽚⼿で楽しめるので、新幹線や⾼速バスの中でも
気軽にお召し上がりいただけます。唐揚げなど、⼈気のお惣菜やこだわりのお味噌汁とご⼀緒にお楽しみください。

＜担当者メッセージ＞
誰もが気軽に⽴ち寄れて、楽しめる「駅弁屋 祭」。昭和39年発売のロングセラー「チキン弁当」をはじめ名物駅弁が盛り沢⼭です。
さまざまな駅弁を通じて、⽇本の⾷⽂化の多様性、広がりを感じてください。

ほんのり屋

焼鮭いくらむすび／330円
ほんのり屋⼀押しのおむすび︕
⼈気の具材「鮭」を混ぜ合わせた
ご飯に、いくらを⼊れた⻩⾦の組み
合わせ。⽇本ならではのおむすび
です。ぜひお召し上がりください︕

本⽇のお味噌汁／250円
マルコメとコラボしている、ほんのり屋
×marukomeグランスタ東京店限定の
お味噌汁です。常時マルコメの味噌を
4種類⽤意しており、お好きな味噌を
お選びいただけます。ご注⽂をいただいて
からお作りするお味噌汁です。
おむすびと⼀緒にお召し上がりください。
※ほんのり屋×marukomeグランスタ
東京店限定

毎⽇が「駅弁祭り︕」東京駅に居ながらにして、⽇本各地の多彩な駅弁が揃う駅弁屋です 。選ぶのに迷うほど多彩な駅弁を
取り揃えてお待ちしております。

■場所︓グランスタ東京 中央通路エリア（1階・改札内）
■URL︓https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/ekibenyamatsuri/

駅弁屋 祭

新幹線E7系弁当／1,350円
新幹線E7系型のお弁当箱に
おにぎり、おかずを詰め合わせました。
⾷べた後も楽しめるので、お⼦さま
におすすめです。

あっちっちかにめしと
すきやき弁当／ 1,480円
蟹味噌と海苔を炊き込んだごはんの
蟹めしと⽜すきやきの夢の競演。
寒い季節に、ひもを引っ張ると
あたたまるお弁当です。

テイクアウトのみ

テイクアウト／イートイン

気軽にサクッと楽しむ⽇本のソウルフードやハラール対応のレストランも︕

URL

※ごろっと揚げ茄⼦

https://shop.jr-cross.co.jp/eki/spot/detail?code=f5501
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/honnoriya/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/ekibenyamatsuri/


6

⾃由が丘発の「ヴィーガンらーめん」専⾨店。ヴィーガンの⽅もそうでない⽅も「⼀緒に楽しく⾷事をしてほしい」との思いから、⽇本の
ソウルフードともいえるラーメンを、⾁・⿂介類・乳製品・卵を⼀切使わずに提供しています。⾒た⽬も⾊鮮やかなメニューは、動物
性⾷材を使っていないとは思えないほどコクのある味わいを楽しめます。

■場所︓グランスタ東京 京葉ストリートエリア（1階・改札内）
■URL︓ https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tstantan/

Tʼsたんたん

⾦胡⿇たんたん麺／1,100円
⾊鮮やかな⾒た⽬と、動物性⾷材不使
⽤とは思えないコクのあるスープが特徴。
ピーナッツクリームでさらにクリーミーな仕上
がりです。

ゆず野菜らーめん／980円
旨みあふれる和⾵だしに、ゆずを加えて
さっぱりと仕上げ、スーパーフードと⾔われる
ヘンプシード★がトッピングされた他にはない
⼀品です。
★⿇の実（雑穀類のひとつ）
※五薰不使⽤
※写真はこんにゃく麺です。

イートインのみ

＜担当者メッセージ＞
”みんなでいっしょの⾷卓を囲んで楽しく⾷べられる”そんな誰にでも感じてもらえる「おいしさ」にとことんこだわっています。看板メニューのたんたん麺
だけでなく、こだわりの季節限定らーめんも好評です。また、⼩⻨麺をお肌に優しいこんにゃくセラミドを配合した「うる肌こんにゃく麺」に変更でき
ます。

フレンチやイタリアン、メキシカン等…スパイスの無限の可能性と各国料理との融合が、まだ⾒ぬ⾷体験へとあなたを誘います。
有名グルメガイドブック掲載や"⾷べログ百名店"など、⾼い評価を得る銀座の「バンゲラズキッチン」。その魅惑のスパイステクニックを、
もっと気軽に多くの⽅に楽しんでもらいたいと思い作ったお店です。昼はカフェ、夜は創作ビストロとして、⼩⽫料理やスパイスカクテル
等でチョイ飲みをお楽しみ下さい。

■場所︓グランスタ⼋重北 ⼋重北⾷堂（1階・改札外）
■URL︓https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/bangeras/

Bangeraʼs Spice Bistro & Cafe

ビリヤニプレート（チキン）／
テイクアウト1,000円・イートイン
1,400円
スパイスを使ったインド⾵の炊き込みご飯
「ビリヤニ」。⾻付きのチキンが乗っていて、
ボリュームも満点です。当店はハラール⾷
材を使⽤しているため、どなたでも安⼼し
てお召し上がり頂けます。また、野菜のビ
リヤニもあるためベジタリアンのお客様もビ
リヤニを楽しめます。

チャイ／
テイクアウト340円・イートイン550円
オリジナルのマサラをミックスした濃厚なチャイ
は気分のリフレッシュにぴったりな⼀杯です。
ドリンクだけのご注⽂でももちろん店内利⽤
可能ですので、ぜひ移動時間の間にご利⽤く
ださい。

＜担当者メッセージ＞
ハラール認証を受けた⾷材を使⽤しており、ベジタリアンの⽅も安⼼してお召し上がりいただける商品も取り揃えておりますので、どなたでも皆さん
同じ場所でお⾷事を楽しんでいただけることでしょう。英語のメニューをご⽤意しています。お⾷事はもちろん、ドリンクのテイクアウトも承っております
のでお気軽にお⽴ち寄りください。

テイクアウト／イートイン

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tstantan/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/bangeras/
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＜担当者メッセージ＞
国産⽞⽶100％を使⽤し、ドライフルーツをトッピングした新感覚おかき「RICE PALETTE」をはじめ、⽶油で揚げたサクっと⾷感の「⽞⽶ちっぷ
す」。⾃分へのご褒美おやつや、お⼿⼟産までご⽤意しております。

わたしたちがお届けするのは、⼤⼈の⼥性のための新しいおかき。かじるときのコミカルな⾳や、どこかほっとけないような愛らしさは、
その場の空気を、ゆるくあたたかなものにしてくれます。おかきの、そんなハッピーな魅⼒を、もっと様々なシーンで楽しんでほしい。
⾃由で、上質で、新しいおかきの世界が「きりのさか」からはじまります。

■場所︓グランスタ東京 京葉ストリートエリア（1階・改札内）
■URL︓ https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/kirinosaka/

RICE PALETTE（4個⼊）／ 1,080円
いろとりどりの素材で飾られたおかきは、まるで
絵画のパレットのよう。ドライフルーツの酸味&⽢味、
ナッツのコクがかわるがわるにやってくる「ドライフルーツ
&ナッツ」と、パルミジャーノレジャーノチーズ、ベーコン、
ブラックペッパーを加えて焼き上げた「パルミジャーノ
レジャーノ」の2つのフレーバーが楽しめます。
※東京駅限定

⽞⽶ちっぷす ⽟ねぎ（5袋⼊り）／
1,080円
国産⽞⽶100％の⽣地を⽶油で揚げた
軽やかなチップスです。宮城県加美町産
みやこがね⽞⽶100％を使⽤しています。
淡路島産⽟ねぎを使⽤した⽟ねぎのやさしい
⽢さと豊かな⾵味が楽しめます。

「東京ミルクチーズ⼯場」は、新しい材料の組み合わせを
まいにち考え、驚きとおいしいお菓⼦を提供する創造性
あふれる⼯場をコンセプトにしています。
■場所︓グランスタ東京 京葉ストリートエリア（1階・改札内）
■URL︓
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/
tokyo_milk_cheese_factory/

東京ミルクチーズ⼯場

クッキー詰合せ20枚⼊
／2,160円
JR東⽇本おみやげグランプリ2022「総合グラン
プリ」を受賞。北海道産⽜乳とフランス産ゲラン
ドの塩を使った⽣地に、カマンベールチーズの
チョコレートプレートをサンドしたソルト＆カマン
ベールクッキー、スペイン産ローズマリー蜂蜜を
練り込んだ⽣地に、濃厚なゴルゴンゾーラチー
ズのチョコレートプレートをサンドした蜂蜜＆ゴル
ゴンゾーラクッキーが楽しめる詰合せです。
東京駅舎デザインのパッケージも好評。
※東京駅限定パッケージ

TORAYA TOKYO ⼩形⽺羹
5本⼊／1,620円
『夜の梅』は、切り⼝の⼩⾖を夜の闇に
咲く梅に⾒⽴てて、この菓銘がつけられ
ました。とらやを代表する⼩倉⽺羹です。
パリ在住の画家、P.ワイズベッカー⽒が
描いた東京駅丸の内駅舎をパッケージに
デザインしました。
※東京駅限定

きりのさか by Chuoken Senbei

スイーツから雑貨まで︕⽇本⽂化を感じられる⼿⼟産

＜担当者メッセージ＞
当店で⼈気No.1のお品物です。⽺羹は常温保存で⽇保ちが⻑く、
お⼟産にもぴったりです。

とらやは室町時代後期の京都で創業した約500年の歴史を
持つ和菓⼦屋です。

■場所︓グランスタ東京 銀の鈴エリア（地下1階・改札内）
■URL︓
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/
toraya/

とらや

＜担当者メッセージ＞
ミルクとチーズにこだわった当店のスイーツは、お⼟産やちょっとした
ご褒美にもピッタリです。限定商品もご⽤意しておりますので、
ぜひここにしかない味わいをお楽しみください。

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/kirinosaka/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tokyo_milk_cheese_factory/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/tokyo_milk_cheese_factory/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/toraya/
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/toraya/
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季節柄や⼩紋柄など約120種類のハンカチサイズのてぬぐい『まめぐい』と、あめやあられ、⾖菓⼦などを取り揃えており、
お客様が選ばれたまめぐいとお菓⼦をその場でお包み致します。ちょっとしたお⼿⼟産や旅の思い出におすすめです。

■場所︓グランスタ東京 銀の鈴エリア（1階・改札内）
■URL︓https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mamegui/

＜担当者メッセージ＞
てぬぐいの約3分の1サイズの『ちいさなてぬぐいハンカチ まめぐい』。ミニハンカチとしてだけでなく、おにぎりを包んだり⾷卓のおしぼりやペットの
バンダナなどにもお使いいただけます。⽇常の彩りにそっと添えてみてはいかがでしょうか。

まめぐい

まめぐい 歌舞伎／550円
⻑⽅形のてぬぐいを、⼿のひらに納まる
ようなまめサイズの正⽅形に仕⽴てた
「まめぐい」。サイズは約27㎝×約27㎝。
「歌舞伎」は海外の⽅に⼈気の柄です。

まめぐい 額装 四季の富⼠ 桜
／ 660円
桜柄は全体的に⼈気が⾼く、中でも
「富⼠⼭と桜」は鉄板の⼈気の柄です。
サイズは約27㎝×約27㎝。

鉄道で訪れることのできる⽇本全国の⽔景を紹介する「⽔景トイレ」。⼿洗いスペースには⽔が壁を流れる装飾を設置し、
個室ごとに異なる写真を楽しむことができます。東京駅ならではの癒し空間を演出しています。

■場所︓グランスタ東京 スクエア ゼロエリア（地下1階・改札内）
■URL︓https://www.gransta.jp/news/info/toilet/

⽔景トイレ

東京駅内のグランスタ東京では、さりげない場
所にこだわりのデザインがあしらわれています。
カットガラスの技法を取り⼊れた「江⼾切⼦」
（画像左）、伝統の「東京七宝」（画像
中）、天然素材を使⽤した「江⼾簾」（画像
右）を取り⼊れたデザインが、壁や柱、天井に
⾒られます。エキナカで⽇本の伝統を感じられる
空間を演出しています。

⽔景をテーマとした個性的なトイレ。様々な癒し
の演出だけでなく、空室表⽰の機能も備えていま
す。トイレ⼊⼝には⼤型サイネージによる⽔景イ
メージ映像でお客さまを迎えます（画像左）。ト
イレブース内では鉄道で訪れることのできる⽇本
全国の⽔景を紹介（画像中）。バリエーション
豊かな内装により、個室ごとに新しい発⾒があり
ます。また、⼿洗いスペースには⽔が壁を流れる
装飾を設置し⽔景のコンセプトを表現しています
（画像右）。

東京駅の通路には江⼾にまつわる本物の伝統⼯芸を取り⼊れたデザインの環境装飾を施しています。エキナカで本格的な
伝統美を感じることができます。

■場所︓グランスタ東京 スクエア ゼロエリア（江⼾簾）（地下1階・改札内）
北通路エリア（江⼾切⼦）、中央通路エリア（東京七宝）（1階・改札内）

■URL︓https://www.gransta.jp/news/info/granstatokyoreport/

江⼾の伝統⼯芸の環境装飾

まるでミュージアム︕⾒て⽇本を楽しむエキナカスポット

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/mamegui/
https://www.gransta.jp/news/info/toilet/
https://www.gransta.jp/news/info/granstatokyoreport/
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■カスタードクリームを楽しめる23品が⼤集合︕
カスタードまみれ。幸せまみれ。「カスタードフェア」開催︕
「エキュート」、「グランスタ」では、2⽉16⽇（⽊）から3⽉27⽇（⽉）までの期間、“カスタードまみれ。幸せまみれ。「カスター
ドフェア」”を開催します。期間中は、とろーりなめらかなカスタードクリームをふんだんに使⽤したシュークリームをはじめ、カスタードを
存分に楽しめるスイーツやパンなど計23品が⼤集合。期間限定、東京駅限定のスイーツもご⽤意します。
■URL︓https://www.jr-cross.co.jp/info/items/e1e62ee08deb458e7a9dd08603ece8f47edde47a.pdf

Topic2. 東京ステーションシティ NEWS TOPICS

「⽚⼿にショートケーキの幸せ(プリンショート)」
Ura（グランスタ東京・B1改札内）
／テイクアウト378円
⽚⼿でショートケーキが⾷べられる、画期的な
“ワンハンドスイーツ”シリーズの新作。ふんわり
軽いキャラメル⾵味のスポンジで、プリンゼリーと
⽣クリーム⼊りホイップクリームをサンド。お⽫や
フォーク不要なので、⼿軽に⾷べられ、仕事中
のおやつや差し⼊れにもぴったり。
※東京駅限定
※販売期間︓販売中〜3⽉下旬

「クロッカンシュー」
和楽紅屋（エキュート東京・1F改札内）
／1個 テイクアウト360円
北海道産の⼩⻨粉とバターを使ったザクザク
⾹ばしいクロッカンシューにオーダーを受けて
から絞り⼊れる滑らかなカスタードクリームは、
辻⼝博啓シェフの出⾝地・⽯川県の珠洲の
塩が隠し味の濃厚な味わい。
※東京駅限定
※販売期間︓通年

「三重県産マイヤーレモンのエクレア」
東洋軒 東京ステーション（グランスタ東京・
B1改札内）／イートイン1,210円
三重県産マイヤーレモンを使った、まろやかな
酸味のカスタードクリームが新鮮です。ふんわり
⽴てた⽣クリーム、さっくり焼き上げたシュー⽣
地、爽やかなマイヤーレモンソースが重なる繊
細な味わいです。
※東京駅限定
※販売期間︓販売中〜3/27（⽉）
※デザートタイム15:00〜17:00。それ以外
のランチ・ディナータイムはフードメニューのオー
ダーが必要

■気軽にさりげなく贈りたい春のプチギフト、期間限定スイーツが集合︕
“さりげない優しさがキュンとくる” 「WHITE DAY サリゲナ 3.14」
「エキュート」、「グランスタ」では、 2⽉27⽇（⽉）から3⽉14⽇（⽕）までの期間、ホワイトデーキャンペーン“さりげない優しさ
がキュンとくる”「WHITE DAY サリゲナ 3.14」を開催 します。気軽にさりげなく贈りたくなるような、おしゃれで可愛いスイーツ⽸
やギフトボックス、プチギフトにぴったりな焼き菓⼦、明るく華やかな春⾊スイーツなどの商品を多数取り揃えます。パートナーや友
⼈、お世話になった⽅へのプレゼントや⾃分へのご褒美に。「エキュート」、「グランスタ」のスイーツでホワイトデーをお楽しみください。
■URL︓https://www.jr-cross.co.jp/info/items/a5180e6fce4625a76dade6ea4dc981eaec48170b.pdf

「フロマージュ フレーズ」 petit gargantua
（グランスタ東京・1F改札内）／680円
まろやかなチーズにサワークリームを合わせ、
ラズベリーを閉じ込めました。ドライストロベリー
とピスタチオを飾った⾒た⽬も可愛らしい
チーズタルトです。
※東京駅限定
※販売期間︓3/1（⽔）〜なくなり次第終了
※10時頃より数量限定で販売

「Uraプレゼントボックス」 Ura（グランスタ
東京・B1改札内）／2,160円
フリル状に絞ったピンクのクリームはまるで
プレゼントBOXのリボンのよう。ほんのり
⽢酸っぱい苺クリームをサンドした、⼤切な⼈へ
のプレゼントにピッタリなデコレーションです。
※東京駅限定
※販売期間︓販売中〜3/14（⽕）予定

「フェアリークリームウィッチ
奈良県産古都華いちご⽣バターサンド」
Fairycake Fair（グランスタ東京・B1改札内）
／5個⼊ 2,200円
さっくり焼いてホワイトチョコがけしたビスケットに、
⽣バタークリームと奈良県産ブランドいちご
「古都華」のジャムを混ぜ合わせた果実感溢れる
クリームをサンドした贅沢な味わいです。
※東京駅限定
※販売期間︓販売中〜なくなり次第終了

※Topic2でご紹介している商品はすべて税込価格です。原材料の⽣産の都合や売れ⾏きによっては告知なく販売終了をしている場合もございますので、ご了承ください。

https://www.jr-cross.co.jp/info/items/e1e62ee08deb458e7a9dd08603ece8f47edde47a.pdf
https://www.jr-cross.co.jp/info/items/a5180e6fce4625a76dade6ea4dc981eaec48170b.pdf
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■ホワイトデーの夜に、⼼が⾼鳴るひとときを♪
3⽉14⽇ グランルーフ フロントにて開催 「東京エキマチライブ」

⾳楽を通して、感動、癒し、活⼒など、⽇々頑張る⼈々に⼼が⾼鳴る体験を東京駅から届ける「東京エキマチライブ」。
⾳楽が鳴り響く明るい社会を⽬指して全国各地で活動を⾏う「100万⼈クラッシックライブ」をパートナーに迎えて⾏います。
今回は、淵野 ⽇奈⼦さん（ヴァイオリン）と橋本 知佳さん（ピアノ）が出演。ホワイトデーにちなんだ曲も演奏予定です。

■⽇時︓3⽉14⽇（⽕）①17時30分〜18時00分 ②18時30分〜19時00分
※ ①・②ともに観覧無料
■場所︓東京駅⼋重洲⼝地下改札外グランルーフ フロント
■主催︓⼀般社団法⼈東京ステーションシティ運営協議会
■協⼒︓⼀般財団法⼈100万⼈のクラシックライブ

※開催時間やプログラムは予告なく変更になる場合がございます。
※天候やその他事情により中⽌や延期の可能性がございます。

淵野 ⽇奈⼦さん
（ヴァイオリン）

橋本 知佳さん
（ピアノ）

■浪速の近代⽇本画、初の⼤規模展︕
東京ステーションギャラリー「⼤阪の⽇本画」展 4⽉15⽇から開催

東京ステーションギャラリーでは、企画展「⼤阪の⽇本画」を、4⽉15⽇（⼟）〜6⽉11⽇（⽇）まで開催いたします。
⽇本の三都のひとつに数えられる⼤阪は、近代において、商⼯業都市として⼤きな経済⼒を誇りました。その経済⼒を背景に
⾼い教養をもつ富裕層らが美術品を求め、それに応えるかのように北野恒富、菅楯彦、島成園といった画家たちが優れた作品
を⽣み出し、彼らからは有能な弟⼦たちも育ちました。本展は、⼤阪の近代⽇本画の展開を6章に分けて紹介します。明治から
昭和前期に⽣み出された、華やかで洗練された名品の数々をご堪能ください。

▼本展の⾒どころ
①近代⼤阪の⽇本画が勢ぞろいする史上初の展覧会
②出品作家は50名超え︕躍動する個性が集結
③⼤阪らしい作品が⽣まれた背景に注⽬し、⼤阪の⽂化を考える機会に

■⽇時︓4⽉15⽇（⼟）〜6⽉11⽇（⽇） 10:00〜18:00（⾦曜⽇は〜20:00）
※⼊館は閉館30分前まで ※期間中、展⽰替えを⾏います

■会場︓東京ステーションギャラリー（JR東京駅 丸の内北⼝改札前）
■休館⽇︓⽉曜⽇（5⽉1⽇、6⽉5⽇は開館）
■⼊場料︓⼀般1,400（1,200）円／⾼校・⼤学⽣1,200（1,000）円

中学⽣以下無料
※（）は前売料⾦［4⽉14⽇（⾦）までオンラインチケットで販売］
※障がい者⼿帳等持参の⽅は100円引き（介助者1名は無料）

■チケット販売︓オンラインチケット www.e-tix.jp/ejrcf_gallery/
東京ステーションギャラリー1階⼊⼝

■主催︓東京ステーションギャラリー［公益財団法⼈東⽇本鉄道⽂化財団］
毎⽇新聞社

http://www.e-tix.jp/ejrcf_gallery/
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■江⼾の味・料亭の味「⽇本ばし⼤増 エキュート東京店」3⽉17⽇（⾦）オープン︕
3⽉17⽇（⾦）エキュート東京内に「⽇本ばし⼤増」がオープンします。今まで百貨店を中⼼に展開してきた「⽇本ばし⼤増」
ですが、創業明治33年の江⼾の味を東京駅でお楽しみいただけるよう、惣菜・駅弁・折詰などエキナカならではの商品の他、
店内厨房で調理した限定のお弁当等もご⽤意いたします。ぜひ⽼舗料亭の本格的な味を、お気軽にお楽しみください。
＜「⽇本ばし⼤増」とは＞
浅草・⽇本橋に料亭を構えて以来百⼆⼗余年、⽇本の伝統⽂化を⼤切にし妥協することなく受け継いだ職⼈の技で、
⽼舗料亭の味を守り続けています。

■店舗名︓⽇本ばし⼤増 エキュート東京店
■営業時間︓⽉〜⼟ 8:00〜22:00 

⽇・祝 8:00〜21:30
■商品︓駅弁、折詰、惣菜、店内製造弁当など

「東京弁当」⽇本ばし⼤増
（エキュート東京）／1,850円
浅草今半の⽜⾁たけのこ、⿂久のキング
サーモン京粕漬、すし⽟⻘⽊の伊達平焼、
神茂の御蒲鉾、酒悦のつぼ漬、新橋⽟
⽊屋の葡萄あさり、⾈和の芋ようかん、
⽇本ばし⼤増の江⼾うま煮（⾥芋・筍・
南⽠・椎茸・はす・絹さや・化粧⼈参・
化粧⽜蒡）。東京⽼舗の味を詰め合わ
せた東京駅限定の贅沢なお弁当です。
※東京駅限定

「野菜のうま煮」⽇本ばし⼤増
（エキュート東京）／615円
江⼾味を代表する伝統の煮物は、⽼舗
料亭の原点ともいえる「江⼾の煮売屋」の
味。⽢・⾟の両味を強めに四季折々の
素材ごとの持ち味を引き出し、⽬にも美し
く煮あげる料理法は⽇本⼈の記憶に刷り
込まれた美味を⽣み出します。⼿間を
惜しまぬ江⼾の粋をぜひご賞味ください。

「銀だら幕之内」⽇本ばし⼤増
（エキュート東京）／1,450円
弁当⽂化の中で代表的存在の幕の内
弁当。⽩飯に合う、柚⼦がやさしく⾹る
こだわりの味噌を使った銀だら柚⾹みそ焼を
はじめ、⽇本ばし⼤増⾃慢の江⼾うま煮や
柚⼦胡椒⾹る揚げ鶏を詰め合わせました。
「銀だら幕之内」は⽇本ばし⼤増の⾃信作
です。

店舗外観イメージ



12

「⼀般社団法⼈東京ステーションシティ運営協議会」について

「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。2013年、⽇本のセントラルステーションにふさわしいサービスを提供することを⽬的に、グループ会社とともに任意団体「東京ステーション
シティ運営協議会」が発⾜。 2021年4⽉より、「⼀般社団法⼈東京ステーションシティ運営協議会」として新たなスタートを切りました。
また、2022年には新たに周辺地域の企業を含む11社が⼊会し、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。
=============================================================================
【正会員】
RB⼯装(株)、(株)紀ノ國屋、ジェイアールバス関東(株)、(株)JR東⽇本環境アクセス、(株)ジェイアール東⽇本企画、(株)JR東⽇本クロス
ステーション、(株)JR東⽇本サービスクリエーション、(株)JR東⽇本商事、(株)JR東⽇本ステーションサービス、JR東⽇本スポーツ(株)、
(株)JR東⽇本テクノハートTESSEI、(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)JR東⽇本びゅうツーリズム
＆セールス、 (株)JR東⽇本ビルディング、JR東⽇本ビルテック(株)、(株)ジェイアール東⽇本物流、JR東⽇本メカトロニクス(株)、
セントラル警備保障(株)、⽇本ホテル(株)、(公財)東⽇本鉄道⽂化財団、東⽇本旅客鉄道(株)、(株)ビューカード、三井不動産(株)、
⼋重洲地下街(株)

【協⼒会員】
岡⾕鋼機(株)、(株)⼤丸松坂屋百貨店、(株)はとバス

【賛助会員】
JR東⽇本不動産投資顧問(株)、(株)JR東⽇本マネジメントサービス、JR東⽇本レンタリース(株)、JPビルマネジメント(株)、東京建物(株)、
三菱地所(株)

計34社（2023年2⽉28⽇現在）

【今回のご紹介エリア】

改札内
グランスタ東京 https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/
エキュート東京 https://www.ecute.jp/tokyo

改札外
グランスタ⼋重北 https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/
グランルーフ フロント https://www.gransta.jp/mall/granrooffront/

東京ステーションギャラリー https://www.ejrcf.or.jp/gallery/

東京ステーションシティの
新ブランドコミュニケーション

「ここでほっこり。」
〜東京駅構内にて展開中〜

お客さま⼀⼈ひとりのスタートを応援する東京ステーションシティのブランド
コミュニケーション。今回の「ここでほっこり。」では、この街にある⾒えない
⼼地よさと、それを⽀えるおもてなしの瞬間に「ほっこりさん」が出会って
いきます。東京ステーションシティの様々な楽しみ⽅・過ごし⽅と「ほっこり」
な気持ちが届きますように。

公式サイト︓
http://www.tokyostationcity.com/branding/hokkorisan/

https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/
https://www.ecute.jp/tokyo
https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/
https://www.gransta.jp/mall/granrooffront/
https://www.ejrcf.or.jp/gallery/
http://www.tokyostationcity.com/branding/hokkorisan/

