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【報道関係者各位】

2021年7月7日(水)
株式会社JR東日本クロスステーション
デベロップメントカンパニー

東京駅「エキュート」「グランスタ」合同
「ひんやりスイーツ・東京駅限定手土産・お弁当売上ランキング」発表！
①ひんやりスイーツベスト10 ②東京駅限定手土産ベスト5(和・洋)
③お弁当ベスト10

「グランスタ東京」開業1周年！
1周年を記念して特別な限定商品やキャンペーンをご用意

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都
渋谷区、カンパニー長：杉村 晶生）は、運営する東京駅改札内のエキナカ商業施設「エ
キュート」「グランスタ」のスイーツ、手土産、弁当を対象とした「ひんやりスイーツベ
スト10」と「東京駅限定手土産ベスト5(和・洋)」、「お弁当ベスト10」(※) をランキング
形式で発表いたします 。
また、「グランスタ東京」開業1周年を記念して各店舗でご用意する限定商品やプレゼ
ントキャンペーンなどの詳細が決定しましたのでお知らせします。
（以下、価格は全て税込み）
(※) 2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月)の売上金額の集計に基づいています。

(ランキング商品の一例)
※各ランキングの商品詳細は本プレスリリースP.2以降をご参照ください。

●報道関係者からのお問合せ●
JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーPR事務局（サニーサイドアップ内）
担当：戸田(080-7255-9952)、王(080-4128-3872)
TEL：03-6894-3200

MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

当リリースは7月7日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。大変お手数ですがご紹介の際は、PR事務局（サニーサイドアッ
プ内）にご一報お願いいたします。

（2/8）

ひんやりスイーツランキング

1位

2位

3位

「生ガトーショコラ」

「チーズケーキサンド」

「治一郎のプリン」

価格：1本 2,700円
店舗：メゾンカカオ(グランスタ東
京)

価格：1個 378円
店舗：Now on Cheese♪
Hello,Tokyo Station!(グランスタ
東京)

価格：378円
店舗：治一郎(エキュート東京)

鎌倉発祥の生チョコブランド
MAISON CACAOより、厳選したチョ
コレートの濃厚さはそのままに、後
味はすっきりなめらかな生ガトー
ショコラ。冷やしてしっとり召し上
がるのがおススメです。

4位

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。

5位

東京駅限定

卵は卵黄だけを贅沢に使い、北海
道産の原乳から作った生クリーム
をたっぷり混ぜ合わせ、低温のオ
ーブンでじっくりと焼き上げたミ
ルキーでリッチなプリン。

東京駅限定

6位

「東京駅限定 ワッフル10個セット」

「マスクメロンババロア」

「白玉あんみつ」

価格：10個入 1,728円
店舗：ワッフル・ケーキの店 R.L(エー
ル・エル)/グランスタ東京

価格： 993円
店舗：京橋千疋屋(グランスタ東京)

価格： 1カップ 540円
店舗：船橋屋こよみ(エキ
ュート東京)

7位

「東京ティラミスロール」

8位

「タルト・メリメロ」

価格：1,188円
価格：1カット788円
店舗：ティラミス スペシャリテ 店舗：ル ビエ～プロデュイ
シーキューブ(エキュート東京) パー ア ラ カンパーニュ～
(エキュート東京)

9位

10位

「クリームパン5種詰合せ」

「アップルパイ」

価格：1,000円
店舗：八天堂(エキュート
京葉ストリート)

価格：1,296円
店舗：マイスターシュ
トュック ユーハイム
(エキュート東京)

※2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月)の売上金額の集計に基づいています。
※一部対象外の店舗がございます。 ※画像はイメージです。 ※各店舗1アイテムのみの選出です。
※要冷蔵の持ち帰り商品が対象です。
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1位

東京駅限定 手土産 和菓子ランキング

2位

東京駅限定

東京駅限定

3位

東京駅限定

「萩の調 煌 ホワイト」

「東京レンガぱん」

「メープル カスティーラ」

価格：6個入 1,200円
店舗：菓匠三全(グランスタ東京)

価格：287円
店舗：東京あんぱん豆一豆(エキ
ュート東京)

価格：6個入 1,080円
店舗：nuevo by BUNMEIDO(グランス
タ東京)

東京駅の赤レンガモチーフの、こ
だわりの赤練り餡と特製クリーム
を２層にして小豆入り詰め込んだ
あんぱんです。

卵・砂糖・小麦・水飴だけのシンプルな
カステラにメープルシロップを加えるこ
とで、濃厚なメープルの香りが口いっぱ
いに広がり、贅沢感が味わえるスティッ
クタイプの焼き菓子です。

仙台銘菓「萩の月」で有名な菓匠三
全の東京駅限定新商品。「ホワイト
エッグ」を使用し、独自の製法で
「ホワイトカスタードクリーム」を
炊き上げました。

東京駅限定

4位

東京駅限定

5位

「角 和三盆」
価格：756円
店舗：鳴門金時本舗 栗
尾商店(グランスタ東
京)

「揚げまんじゅう10個
（ミルクあん入）」
価格：10個入 1,442円
店舗：御門屋TOKYO(エ
キュート東京)

東京駅限定 手土産 洋菓子ランキング

1位

2位

東京駅限定

東京駅限定

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと 「グミッツェルBOX 6個セット
（東京グランスタ店限定）」
木苺」
価格：6個入 1,296円
店舗：COCORIS(グランスタ東京)
「ザ・メープルマニア」を手掛ける
シュクレイの新ブランド。ヘーゼル
ナッツとチョコレートの贅沢な味わ
いと木苺の鮮やかな香りと酸味を楽
しめます。

4位

価格：800円
店舗：ヒトツブ カンロ(グランスタ
東京)
外側はパリッと、中はしっとりと
した次世代食感グミ「グミッツェ
ル」の6個セットです。
※パッケージのみ東京駅限定

東京駅限定

「クイニーアマン」
価格：1個 330円
店舗：治一郎(エキュー
ト東京)

5位

3位

東京駅限定

「Calbee+ × 東京ばな奈 じゃがボ
ルダ 鰹と昆布のうまみだし味」
価格：4袋入 756円
店舗：じゃがボルダ(グランスタ東京)

厚切りポテトチップスに、凝縮した
おいしさのしずくをふきかけました。
「広尾 小野木」監修の「鰹節と昆布
からとりきった 華やかに薫る“だし”
の旨味」をまとって。
東京駅限定

「マルコリーニ ビスキュイ
6枚入り」
価格：6枚入 3,564円
店舗：ピエール マルコリーニ(グ
ランスタ東京)

※★…ECサービス「ＪＲＥ ＭＡＬＬ」内で配送可能な商品です。
※2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月)の売上金額の集計に基づいています。※催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。
※一部対象外の店舗がございます。※画像はイメージです。※各店舗1アイテムのみの選出です。
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お弁当ランキング

1位

2位

3位

「シウマイ弁当」

「海苔弁 海」

価格：860円
店舗：崎陽軒(グランスタ東京)

価格：1,080円
店舗：刷毛じょうゆ 海苔弁山登
り(エキュート東京)

「スペイン産ベジョータ
イベリコ豚重」

発売以来愛され続けている「昔な
がらのシウマイ」や、「鶏の唐揚
げ」「玉子焼き」「まぐろの漬け
焼」「筍煮」などを詰め合わせま
した。昭和29年に登場し、発売以
来多くの方に親しまれ続けていま
す。

4位

5位

「牛たん弁当 ミックス
(塩味・みそ味)」
価格：1,380円
店舗：伊達の牛たん本舗
(グランスタ東京)

7位

おいしいご飯に香り高い鰹粉と最
高級の有明海苔、そこに特製醤油
を刷毛で塗り込みました。上質な
素材の香りが広がる、味わいあふ
れる海苔弁です。

価格：1,100円
店舗：eashion(グランスタ東京)
一口食べると口どけの良い脂身と豚
肉のうま味がご飯とからまりあい、
絶妙な味わいに！どんぐりを食べて
育ったイベリコ豚の最高峰ベジョー
タを、お弁当として気軽に味わえま
す。

東京駅限定

6位

「上にぎり」

「牛肉弁当」

価格：1,550円
店舗：築地 竹若(グランスタ東京)

価格：1,296円
店舗：浅草今半(グラン
スタ東京)

8位

9位

「牛たん弁当(3枚6切)」

「天むす 5個入」

「鶏のガパオボウル」

価格：1,620円
店舗：仙臺たんや 利久(グ
ランスタ東京)

価格：5個入 702円
価格：913円
店舗：地雷也(グランスタ 店舗：mango tree kitchen
東京)
GAPAO(グランスタ東京)

※2021年4月1日(木)～2021年5月31日(月)の売上金額の集計に基づいています。
※催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。※一部対象外の店舗がございます。
※画像はイメージです。※各店舗1アイテムのみの選出です。
※「駅弁屋 祭」、「駅弁屋 踊」を除く。

10位

「新懐石弁当」
価格：1,296円
店舗：えさきのおべんとう
(エキュート東京)
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「グランスタ東京」1周年記念商品＆キャンペーン
「グランスタ東京」では、みなさまにこの1年の感謝の気持ちを込めて、記念商品の販売やキャンペーンを実施
いたします。
「グランスタ東京」1周年記念商品を販売（一例）

「アニバーサリーセレクション」
価格：2,160円 店舗：COCORIS(グランスタ東京)
販売期間：7月1日～なくなり次第終了
大人気サンドクッキーの２つのお味が、さくほろ食感の缶入りクッキーに。
ヘーゼルナッツのパウダーにペースト、ダイスを生地に練り込み、口に入
れた瞬間から香ばしさ広がる''ヘーゼル''。木苺のパウダーにココナッツと
ホワイトチョコレートで香ばしさとコクを加え、噛むほど木苺の甘酸っぱ
さが広がる''木苺''。ブランド一周年を記念した特別なクッキー缶です。

「1周年記念特別セット」
価格：2,700円 店舗：菓匠三全(グランスタ東京)
販売期間：8月3日～なくなり次第終了
グランスタ東京店の1周年を記念し、新商品の「萩の調 釉-れもん-」と仙
台銘菓「萩の月」、グランスタ限定商品の「萩の調 煌 ホワイト」を特別
に詰め合わせたスペシャルセットを期間限定で販売いたします。
「MAISON CAKE チョコバナナ」
価格：1本3,240円 店舗：メゾンカカオ(グランスタ東京)
販売期間：7月1日～ 9月30日
生チョコ専門店が贈る、カカオ香るしっとりとしたチョコバナナケーキ。
ビター感と甘みのバランスが良く、焼くことで風味の引き立つチョコレー
トを厳選し、カカオパウダーを合わせてチョコの濃厚感はそのままに。バ
ナナをたっぷり加えた大人からお子様までお楽しみいただける一品です。
低温でじっくりと焼き上げ、しっとりと仕上げました。ほどける口溶けの
チョコバナナケーキです。
「柚木沙弥郎 Daily Tote」
価格：3,960円 店舗：IDÉE TOKYO(グランスタ東京)
販売期間：8月3日～通常商品
日本を代表する染色家、柚木沙弥郎氏デザインのIDÉE TOKYO限定オリジ
ナルトートバッグです。ファッションのポイントになる鮮やかな色柄で、
カジュアルなギフトにもおすすめです。お揃いの柄の手ぬぐい、マスキン
グテープも販売中。※「イデーショップ オンライン」でも販売いたしま
す。
「コーヒー香るクロワッサン」
価格：テイクアウト324円/イートイン330円 店舗：THE STANDARD
BAKERS TOKYO(グランスタ東京)
販売期間：8月3日～通常商品
生地にコーヒー豆が練りこまれたコクと香りが味わえるクロワッサン。苦
味と甘味の絶妙なバランスをお楽しみください。
「特製保冷ハッピーバッグ」
価格：1,650円 店舗：CACAO HUNTERS Plus(グランスタ東京)
販売期間：8月3日～なくなり次第終了
カカオハンターズオリジナル保冷バックに人気のチョコレートが入ったお
得なハッピーバッグです。
チョコレートはたっぷりサイズの240g大入り袋がドドーンっと入ってお
り、日頃の感謝を込めて、自慢のチョコレートをお得に販売します。
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「グランスタ東京」1周年記念商品＆キャンペーン
「グランスタ東京」1周年を記念したプレゼントキャンペーン（一例）

店舗：toumei(グランスタ東京)
特典期間：8月3日～ 8月31日

店舗：nuevo by BUNMEIDO(グランスタ東京)
特典期間：8月3日～ 8月9日

期間中4,400円(税込)以上お買い上げのお客さまに
『グランスタ限定コースター 1枚』をプレゼント。

期間中3,240円(税込)以上お買い上げのお客さま各
日先着20名様に『トレインカステラ１個』をプレ
ゼント。

「グランスタ東京」1周年を記念してLINEクーポンをプレゼント

「グランスタ東京」1周年を記念して、グランスタ公式アカウントのお友達にLINEクーポンをプレゼント。
【クーポン概要】
「グランスタ東京」・「グランスタ丸の内」の店舗にて3,000円(税込)以上ご利用時に使用できる1,000円分
のクーポンを先着1,000名様にプレゼント。
■配布期間及び有効期限：8月3日（火）～8月31日（火）※先着順、なくなり次第終了
■対象エリア：「グランスタ東京」・「グランスタ丸の内」の店舗 ※一部ご利用いただけない店舗がござ
います。
■プレゼント条件：LINEのグランスタ公式アカウントのお友達登録
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【施設概要】
■「グランスタ東京」について
「TRY NEW TOKYO ST.」 －今までにないエキナカ空間で新たな出逢いを提供－
「グランスタ東京」は、「 TRY NEW TOKYO ST. 」（トライニュートーキョーステーション）をコンセプトとして、エキナカ初登
場の店舗や駅機能の拡充により、今までにないエキナカ空間を創造します。東京駅利用者のニーズを満たすことを
超えた、新たな出会いや発見を創出することにより、今までのエキナカの概念を超える新体験を提供します。
所
店
開
営

舗

業
業

業

時

在
種
日
間

：
：
：
：

東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東日本東京駅構内 1階・地下1階 ※改札内外
スイーツ、飲食店、ベーカリー、カフェ、デリ、雑貨、駅弁、グロサリー、コスメ、フラワー
2020年8月3日
8：00～22：00（日・連休最終日の祝日 8：00～21：00）
※一部ショップは営業時間が異なります。

■「グランスタ丸の内」について
「広がる東京駅時間」
東京駅丸の内地下エリアの改札外にある「広がる東京駅時間」をコンセプトとして、コスメ、雑貨からレストランや
ベーカリーなどが存在する、東京駅やその周辺エリアの生活者へ新たな価値の提供を目指しているエリアです。
所
店
開
営

舗

業
業

業

時

在：
種：
日：
間：

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 地下1階（改札外）
コスメ、雑貨、レストラン、デリ、ベーカリー、フラワー、飲食店、コンビニエンスストアなど
2016年7月27日
10：00～22：00（日・連休最終日の祝日 10：00～21：00）
※一部ショップは営業時間が異なります。

■「エキュート東京」について
「ニッポンRe-STANDARD」
新幹線利用のお客さまのためにクイックかつ上質なサービスを提供するほか、首都東京というターミナルならではの
ギフトを用意しています。日本の文化や技術が生み出す世界に誇れるプロダクトを、現代のライフスタイルに合わせ
て再編集し提案します。
所
店
開
営

舗

業
業

業

時

在
種
日
間

：
：
：
：

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階（改札内）
スイーツ、デリ、ベーカリー、雑貨、レストラン
2010年3月28日
8：00～22：00（日・祝日 8:00～21：00）
※一部ショップは営業時間が異なります。

■「エキュート京葉ストリート」について
「TOKYO GREEN STYLE」
毎日を楽しく、人にも自然にも優しいライフスタイルを発信。人気のスイーツにヘルシーなお惣菜やお弁当、ほっと一
息つけるカフェやレストラン、お気に入りが見つかる雑貨や書籍等、個性豊かなショップが揃っています。
所
店
開
営

舗

業
業

業

時

在
種
日
間

：
：
：
：

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1階（改札内）
スイーツ、デリ、ベーカリー、レストラン・カフェ、雑貨、コンビニエンスストア
2011年3月20日
8：00～22：00
※一部ショップは営業時間が異なります。
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株式会社JR東日本クロスステーションについて
商

号：株式会社JR東日本クロスステーション

本

社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8

設

立：2021年（令和3年）4月1日

サウスゲート新宿ビル6階

代表取締役社長：西野 史尚
資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）
デベロップメントカンパニーについて：
エキナカニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「ecute」や「GRANSTA」等のエキナカ商
業施設を展開する事業を行っています。
各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。
また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。
東京駅の主な運営施設：
（改札内）

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

（改札外）

グランスタ丸の内
グラングルメ（2F北町ダイニング・1Fキッチンストリート・B1黒塀横丁）
グランルーフ・グランルーフ フロント・グランアージュ

（ＫＩＴＴＥ） キッテグランシェ

