GRANSTA

GRANSTA

都内に名所名店は数あるけれど、
東京駅、ここにしかない、ここだから見つかる、
そんなおいしさを贈りものにしませんか。
お世話になった方に、地方で暮らす両親に、
もちろんがんばる自分のためにも。
もらってうれしいギフトが
東京駅のあちらこちらで待っています。

サンドクッキー
ヘーゼルナッツと木苺
（6 個入）税込

1,296 円

COCORIS

濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペー
ストを、スペイン産ミルクチョコレートとオリジナル
クッキーでサンドしました。
常温

ココリス

菓匠三全

賞味期限 製造日より 45 日

中央通路エリア MAP 15

萩の調 煌 ホワイト
（6 個入）税込

個包装

1,200 円

目指したのは令和の時代の新たな日本銘菓。ピュアな
「ホワイトエッグ」をもちい、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。
常温

個包装

賞味期限 製造日より 16 日

中央通路エリア MAP 14
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1F• 改札内

1F• 改札内
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（1 個）税込

ブラックカレーパン

500 円

（1 個）税込

自家焙煎珈琲豆のエスプレッソを使用したほろ苦で濃厚な味
わいのカラメルソースと固め食感のプリン。一口食べれば懐
かしい思い出が蘇る、そんな大人なプリンに仕上げました。
冷蔵

個包装

410 円

東洋軒 東京ステーション

デポ

スクエアゼロエリア MAP 12

スクエアゼロエリア MAP 5 B1• 改札外

マカロン 6 個詰合わせ
2,808 円

（3 個入）税込

※時期によりパッケージデザインが異なる場合がございます。
※時期により商品の内容が異なる場合がございます。

消費期限 販売日より 7 日

Made in ピエール・エルメ
スクエアゼロエリア MAP 22

消費期限 販売日より 1 日

消費期限 当日中

スクエアゼロエリア MAP 24

個包装

Zopf カレーパン専門店
ツオップ

スクエアゼロエリア MAP 25

B1• 改札内

東京駅酒造場

410 円

（300ml）税込

神戸牛を贅沢に使用した肉汁あふれるジューシーなミー
トパイ。素材のおいしさを引き立たせるためシンプルな
味付けに仕上げました。
常温

B1• 改札内

どぶろく

1,320 円

店内に併設された東京駅酒造場で造ったできたての味
わい。フレッシュな甘味と爽やかな酸味は、まるで大人
のヨーグルトのような飲みやすさ。
冷蔵

消費期限 販売日より 2 日

消費期限 当日中

CACAO HUNTERS Plus

神戸牛のミートパイ
B1• 改札内

粗めのパン粉のザクザク感、噛みしめたときの生地のモ
チモチ感がたまらない！生地と具材「１:１」の絶妙なバ
ランスがおいしさの秘密です。
常温

（1 個）税込

個包装

334 円

常温

神戸牛のミートパイ

1,296 円

スクエアゼロエリア MAP 23

（1 個）税込

フランス産の小麦とフランス ノルマンディー地方の高級
発酵バターを使ったプレミアムクロワッサン。外はパリッ
と、中はしっとりとした極上のおいしさ。

B1• 改札内

カカオ ハンターズ プラス

B1• 改札内

972 円（テイクアウト箱代袋代含む）

カーリーズ クロワッサン トウキョウ ベイク スタンド

香り豊かなカカオ 65％のチョコレートを使用し、濃厚なのに後味
スッキリのチョコクリームに仕上げました。生バナナとチョコレー
トの絶妙なコンビネーションが上品なおいしさを奏でます。
冷蔵

冷蔵

Zopf オリジナルカレーパン

Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND

オムレットチョコバナナ

ピスタチオや日本の素材を使用した、独創的で味わい
豊かなマカロン。北斎の「凱風快晴」にマカロンを描い
たパッケージの遊び心もギフトに選ばれるポイント。
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個包装

賞味期限 当日中

DEPOT

（6 個入）税込

（4 個入）税込

創業明治 22 年の老舗洋食店。松阪牛と小麦粉、秘伝の
スパイスをじっくり焙煎し、約一ヶ月かけて作り上げる「ブ
ラックカレー」を真っ黒な生地で包んだパン。モチモチと
した少し甘めの生地との相性が抜群です。
常温

消費期限 販売日より 1 日

プレミアムクロワッサン BOX

GRANSTA

GRANSTA

懐かしほろ苦プリン

スクエアゼロエリア MAP 31

はせがわ酒店
B1• 改札内

スクエアゼロエリア MAP 20

B1• 改札内
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（1 点）税込

広尾のビスチィーヌ

1,980 円

8 個アソート

（クランベリー 4 個入、ピスターシュ 2 個入、マロングラッセ 2 個入）
税込

日本が誇る染色家の柚木沙弥郎氏による IDÉE オリジナ
ルの手ぬぐい。手ぬぐいやハンカチ、タペストリーなど、
思い思いに愛用できるデザインです。

（1 個）税込

1,900 円

5 種のスパイスをオリジナル配合したビスキュイにガナッ
シュをサンド。広尾の街並みをイメージしたパッケージ
も目を引きます。

GRANSTA

常温

個包装

賞味期限 製造日より約 45 日

IDÉE TOKYO

BURDIGALA TOKYO

イデー トウキョウ

フェアリークリームウィッチ
レーズン生バターサンド
（5 個入）税込

銀の鈴エリア MAP 1

B1• 改札内

（8 個入）税込

店内の工房で 1 つ 1 つ手づくりする、生バタークリー
ムのなめらかな口どけが特徴のレーズンサンド。つく
りたてのフレッシュな風味が自慢です。

691 円

（5 個入）税込

バニラ風味のババロアに色鮮やかな果物をトッピング
したカップスイーツ。ラズベリーソースとの相性が抜群の
上品なおいしさ。

消費期限 当日中

消費期限 販売日より 3 日

個包装

Terra Saison
銀の鈴エリア MAP 5

（グレイシアミルク、グレイシアチョコレート 各 7 個入） 税込

サクサク食感のパイ生地の中に、ヘーゼルナッツの風
味が香るジャンドゥーヤチョコレートを贅沢に入れ
た、濃厚でリッチな味わいが特徴です。

北海道産のマスカルポーネチーズをサンドした、ふん
わりぷっくりのチーズケーキ。銀の鈴の焼き印がシン
ボリックな東京駅土産です。
冷蔵

テラ・セゾン

銀の鈴エリア MAP 6

B1• 改札内

オードリー 東京限定缶

1,080 円

1,080 円

冷蔵

B1• 改札内

東京ジャンドゥーヤ
チョコパイ

1,800 円

酪円菓

京橋千疋屋

ブルディガラ トーキョー

スクエアゼロエリア MAP 48

フルーツババロア

GRANSTA

IDÉE Daily Cloth

B1• 改札内

かりんとう小袋
2,160 円

ミルキーなクリームと甘酸っぱいいちごを口どけのよ
いチュイールでラップ。東京エリア限定デザインのか
わいらしい缶に詰め込んで贈りたい。

（10 袋入）税込

1,620 円

厳選した国産小麦を 100％使用したサクサク軽やかな
食感。素材本来の風味を堪能できる味わいは、お茶う
けやお酒のおつまみにおすすめ。

※時期によりパッケージデザインが異なる場合がございます。

冷蔵

個包装

常温

消費期限 販売日より約 5 日
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常温

賞味期限 販売日より約 14 日

Fairycake Fair
フェアリーケーキフェア

個包装

B1• 改札内

常温

賞味期限 製造日より 60 日

カファレル
銀の鈴エリア MAP 2

個包装

賞味期限 販売日より約 30 日

オードリー
銀の鈴エリア MAP 4

B1• 改札内

個包装

日本橋錦豊琳
銀の鈴エリア MAP 7

B1• 改札内

銀の鈴エリア MAP 8

B1• 改札内
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TORAYA TOKYO 限定 小形羊羹

東京鈴せんべい

（1 袋 2 玉入× 4 袋）税込

1,080 円

（20 袋入）税込

甘さひかえめのこし餡とやわらかな求肥餅を詰め込ん
だもなか。東京駅の待ち合わせ場所として知られる「銀
の鈴」をモチーフにしています。

1,530 円

（5 本入）税込

銀の鈴をモチーフに、真心こめて焼き上げたせんべい。
だし醤油、黒米揚げ、かつお七味、揚げ塩の 4 種類の
おいしさが楽しめます。

1,620 円

（10 枚入）税込

とらやを代表する小倉羊羹『夜の梅』
。パリ在住の画家、
フィリップ・ワイズベッカー氏による東京駅丸の内駅舎
が描かれた限定パッケージです。

賞味期限 販売日より約 14 日

賞味期限 製造日より 75 日

香炉庵 KOURO-AN
銀の鈴エリア MAP 9

（8 枚× 2 袋入）税込

銀の鈴エリア MAP 10

（6 ヶ入）税込

個包装

賞味期限 製造日より 60 日

個包装

賞味期限 販売日より約 14 日

坂角総本舖
B1• 改札内

個包装

B1• 改札内

500 円

チーズチョコレートバーガー、チーズクッキースティック、
チーズゴロゴロケーキ、3 種のチーズスイーツをカップ
型パッケージに入れたお手頃ギフト。
常温

個包装

賞味期限 販売日より 14 日

コロンバン
銀の鈴エリア MAP 12

B1• 改札内

マイキャプテンチーズセット
（3 袋入）税込

賞味期限 製造日より約 80 日

銀座甘楽
銀の鈴エリア MAP 11

1,080 円

伝統の手法と新たな感性で織りなした贅沢な焼き菓子。
東京駅丸の内駅舎を印刷したオリジナルクッキーは特別
なお土産にうってつけです。
常温

銀の鈴エリア MAP 16

B1• 改札内

東京駅丸の内駅舎フールセック

東京駅丸の内駅舎をかたどった特製の最中。粒あんが
別添えになっているので、よりいっそう皮のサクサクし
た食感が堪能できます。
常温

賞味期限 製造日より約 180 日

ドルチェフェリーチェ

銀の鈴エリア MAP 14

（19 枚入）税込

Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。

個包装

DOLCE FELICE

B1• 改札内

1,459 円

Suica のペンギンが観光案内する東京の街並みをイメー
ジしたパッケージ。米粉入りのザクザク生地にバニラと
チョコのクリームをサンドしたクッキーです。
常温

賞味期限 製造日より 365 日

東京駅丸の内駅舎手付最中

1,382 円

個包装

とらや

B1• 改札内

人気商品のゆかりを歌舞伎の隈取りがデザインされた限
定パッケージに詰め合わせました。ちょっとした手土産
によろこばれる一品です。
常温

個包装

富士見堂

ゆかり〈詰合せ箱〉
KABUKI DESIGN
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常温

常温

864 円

©Chiharu Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU

※季節によりパッケージの帯色が変わります。

常温

東京 Suica のペンギン
クリームサンドクッキー

GRANSTA

GRANSTA

東京鈴もなか

マイキャプテンチーズ TOKYO
銀の鈴エリア MAP 17

B1• 改札内

銀の鈴エリア MAP 20

B1• 改札内
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（4 個入）税込

864 円

（6 枚入）税込

1 つ 1 つ丁寧にバーナーで炙ってキャラメリゼ。とろりと
したクリームとサクッと食感のタルトが好相性な本物さ
ながらのブリュレスイーツです。
常温

常温

税込

個包装

銀の鈴エリア MAP 22

B1• 改札内

丸の内駅舎柄 印傳小銭入

（50g）税込

400 年以上続く山梨の伝統的工芸品「印傳」の小銭
入。漆で描かれた丸の内駅舎は 1 点 1 点職人の手作業
によって作られています。使い込むほどに手に馴染み、
味わいが増すのも魅力です。

東京限定茅乃舎かつおだし、茅乃舎だし、野菜だしの
3 種類のおだしの詰め合わせ。赤レンガの東京駅駅舎
が描かれた限定パッケージ仕様です。

（1 冊）税込

418 円

昭和 22 年創業の老舗「ツバメノート」とコラボレーショ
ンの東京駅の駅舎が描かれたクラシカルなデザインの
表紙と書き心地の良さが魅力です。

賞味期限 製造日より 365 日

Neue

茅乃舎
B1• 改札内

ノイエ

GRANSTA MARUNOUCHI MAP 11 B1• 改札外

TF トラベラーズノート
STATION EDITION

Suica のペンギンボーロ

2,750 円

1,566 円

東京駅舎モチーフツバメノート

常温

ピエール マルコリーニ

喫茶店に恋して。

心ばかり

（かつおだし 5 袋入、茅乃舎だし 5 袋入、野菜だし 5 袋入）

賞味期限 販売日より約 14 日

賞味期限 販売日より 14 日

（1 個）税込

3,564 円

芳醇なカカオのアロマが広がるクーベルチュールと、ほ
のかにジンジャーが香るクッキー生地が見事にマリアー
ジュした東京駅限定の一品。

個包装

銀の鈴エリア MAP 21

東京駅限定

GRANSTA MARUNOUCHI

GRANSTA

マルコリーニビスキュイ

クレームブリュレタルト

648 円

（1 冊）税込

ウインクしたり、目をとじていたり、Suica のペンギンの
たのしい表情がプリントされたボーロ。パッケージもか
わいい特別感のある手土産です。

4,620 円

革のカバーに金の箔押しでトラベラーズトレインのロゴ
を表現した限定トラベラーズノート。旅の思い出を残し
たくなるシックなデザインが光ります。

GRANSTA MARUNOUCHI MAP 23 B1• 改札外

TOKYO CAVA
（750ml）税込

2,750 円

生産者が「ワインショップ・エノテカ 東京駅グランスタ
丸の内店」のためだけにつくった一品。すっきりした味
わいとエレガントな泡が魅力です。

©

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。

常温

常温
賞味期限 製造日より 150 日

INDEN・YA × JIZAING
銀の鈴エリア MAP 23
08

TRAVELER’S FACTORY STATION

まめぐい

インデンヤ バイ ジザイン

B1• 改札内

トラベラーズファクトリーステーション

銀の鈴エリア MAP 24

B1• 改札内

GRANSTA MARUNOUCHI MAP 25 B1• 改札外

ワインショップ・エノテカ
GRANSTA MARUNOUCHI MAP 28 B1• 改札外
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（1 袋 4 切）税込

864 円

（10 個入）税込

人気の浅草今半のすき焼きサンド、熟成ハム、たまご、
みかん苺の限定 4 色パックです。

冷蔵

個包装

消費期限 当日中

プレミアムサンドカフェ メルヘン

1,900 円

生地に練り込んだメープルシュガーと発酵バターが特
徴。サクサクとした軽い食感に焼き上げたクッキーでバ
ターチョコレートをサンドしました。
常温

個包装

賞味期限 製造日より 300 日

ザ・メープルマニア

消費期限 購入翌日

賞味期限 製造日より 90 日

丸の内坂エリア MAP 4

（9 個入）税込

国産のうるち米を使用した堅焼きのせんべいは手土産の
定番。醤油、のり、ごま、ざらめ、飽きのこない 4 種
の味わいを詰め合わせました。
常温

桂新堂

個包装

賞味期限 製造日より 80 日

レンガのお菓子

756 円

（1 個）税込

蒸した鳴門金時を特製の蜜床に漬け込み乾燥させた味
わい深い一品。中でも人気の和三盆は、最高級砂糖の
阿波和三盆糖を贅沢に使用しています。

B1• 改札内

162 円

色も形も東京駅丸の内駅舎の赤レンガを模してつくった
バターケーキ。生地の中にしのばせたクルミの香ばしさ
がおいしさのアクセント。
常温

賞味期限 製造日より約 50 日

賞味期限 製造日より 60 日

丸の内坂エリア MAP 9

B1• 改札内

1 ／ 3 スケール

常温

鳴門金時本舗 栗尾商店

三原堂本店

丸の内坂エリア MAP 8

B1• 改札内

角 和三盆

1,183 円

個包装

賞味期限 製造日より 195 日

ヒトツブ カンロ
丸の内坂エリア MAP 7

1,080 円

東京タワーや雷門など東京名所を旅する可愛いパンダた
ちが描かれた一口サイズのえびせんべいです。

常温

個包装

B1• 改札内

草加せんべい
（12 枚入）税込

（5 袋入）税込

外はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミ。グレープ、
オレンジ、ラフランス、ピーチ、ソーダ、グレープフルーツ、
6 つの味わいをセットにしました。2021 年 7 月より新
パッケージにリニューアル。
常温

丸の内坂エリア MAP 6
10

800 円

冷蔵

B1• 改札内

メープルバタークッキー
（18 枚入）税込

ふわふわのワッフル生地でクリームやフルーツをサンド。
このセットでしか味わえない 5 種の限定フレーバーが
入った丸の内駅舎パッケージです。

パンダの旅

グミッツェルＢＯＸ
（6 個入）税込

ワッフル ･ケーキの店 R.L（エール・エル）

PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン
丸の内坂エリア MAP 2

1,728 円

GRANSTA

GRANSTA

東京駅限定 ワッフル 10 個セット

グランスタ限定 4 色パック

個包装

ベルン
B1• 改札内

丸の内坂エリア MAP 10

B1• 改札内
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（8 個入）税込

1,650 円

（16 個入）税込

なめらかな口どけを追求したチョコレートケーキ。常温
で生チョコのような食感、冷やすとガトーショコラのよ
うなしっとり食感が楽しめます。
常温

個包装

2,160 円

（1 枚）税込

40 年以上愛され続けている代表商品。誕生以来、素
材やレシピを何度も見直し、さらなるおいしさを求め
てきました。世界一のフィナンシェを目指すアーモン
ドと発酵バターの重厚な香りをお楽しみください。
常温

賞味期限 製造日より 60 日

丸の内坂エリア MAP 13

B1• 改札内

丸の内駅舎が鮮やかにデザインされたハンカチは 、
ブルー、
ナイト、サンセットの 3 色のカラーバリエーションから
選べます。普段使いにうれしい東京土産にどうぞ。

2,200 円

東京駅舎の赤レンガ模様をあしらって、レトロな雰囲気
を演出。口に入る箸先は漆 100% 仕上げ。ギフト用に
駅舎がプリントされた桐箱もご用意しました。
※箱は別売りです。
（東京駅限定 桐箱 税込 1,650 円）

LOVERARY BY FEILER

980 円

（1 枚）税込

Suica のペンギン巾着の中に、一番人気のいちごとパ
インのドライフルーツを入れました。食べたあとで愛
用したくなるとびきりのかわいらしさです。
Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。

丸の内坂エリア MAP 22

B1• 改札内

528 円

丸の内坂エリア MAP 24

B1• 改札内

ウォッシングソープ TOKYO
（90g）税込

東京駅丸の内駅舎をバックに、Suica のペンギンが描
かれた TRAINIART TOKYO オリジナルのクロスハンカ
チ。同じデザインのメモ帳やクリアファイルも販売してお
ります。

©Chiharu Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU

常温

にほんぼう

ラブラリー バイ フェイラー

Suica のペンギン クロスハンカチ
TOKYO 限定イエロー

Suica のペンギン巾着

©Chiharu Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU

（お箸一膳）税込

個包装

アンリ・シャルパンティエ

ウーラ

丸の内坂エリア MAP 12

2,200 円

赤レンガ

賞味期限 販売日より 14 日

Ura

（50g）税込

ラブラリー トーキョーナイト、
ラブラリー トーキョーブルー

フィナンシェ

GRANSTA

GRANSTA

チョコスチームケーキ

B1• 改札内

東京の香り

1,980 円

（1 個 10ml）税込

シロキクラゲ由来の保湿成分を配合し、肌の潤いを保
ちながらさっぱりとした洗い心地。リラックスできるク
スノキの香り。

2,200 円

心地よいくつろぎの時間へと誘われるような静かな木質
系の香り。旅のお供に連れていきたくなる上品なアロマ
はプレゼントにもぴったり。
※ディフューザーは別売りです。

Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です。

賞味期限 販売日より約 30 日

PROGRES

TRAINIART TOKYO

プログレ

丸の内坂エリア MAP 14
12

OSAJI

トレニアートトウキョウ

B1• 改札内

丸の内坂エリア MAP 17

アットアロマ

オサジ

B1• 改札内

丸の内坂エリア MAP 26

B1• 改札内

丸の内坂エリア MAP 31

B1• 改札内
13

（20ml）税込

5,280 円

（4 枚入）税込

厳選した 7 種の植物油を贅沢にブレンド。皮脂バランス
をきちんと考え、さらりと肌になじむよう作りました。

3,300 円

生ガトーショコラ

実千菓
（18個入〈あずき＆いちご9個入、いちご＆ミルク9個〉）
税込

東京駅丸の内駅舎を様々な視点から切り取ったアクリル
素材のコースター。優れた技術で細部まで表現した 4
種類の駅舎柄は 1 点ずつ箔押ししています。

3,150 円

“ あずき＆いちご ” はあずきチョコにフリーズドライのあ
ずきといちごを、“ いちご＆ミルク ” はホワイトチョコに
フリーズドライのいちごを散りばめました。和と洋の味わ
いをどちらも楽しめる欲張りなスイーツです。
常温

toumei

マカナイ

丸の内坂エリア MAP 32

アクリルタグ
（1 個）税込

1,540 円

（1 枚）税込

パターンやカラーの多彩なバリエーションが楽しいタグ
プレート。アクリル端材の色柄と文字の組み合わせで世
界に 1 つだけのデザインが生まれます。

（6 枚入）税込

上質なコットンで織られた今治産のタオルに東京駅らし
く新幹線を刺繍。毎日使いたくなるさわり心地でギフト
におすすめです。

吹き抜けエリア MAP 7

1F• 改札内

吹き抜けエリア MAP 8

塩バターサブレ

594 円

（7 枚入）税込

サクサクおいしい上野凮月堂の伝統菓子ゴーフルが入っ
た東京駅舎デザイン缶。食べやすい小さめサイズで、ふ
としたギフトにちょうどいい。味はストロベリー、バニラ、
チョコレートの全 3 種類。

1,944 円

帝国ホテルでも提供しているフランス産発酵バターとフ
ランス・カマルグ産の天日塩を使用。バターの香りとほ
のかな塩味をきかせた飽きのこない味わいです。
常温

賞味期限 製造日より約 90 日

賞味期限 製造日より 60 日

個包装

petit gargantua

トーキョーミッツ

1F• 改札内

1F• 改札内

レクタングル

常温

TOKYO!!!

オールドファッションストア トーキョー

ビニール
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1,100 円

吹き抜けエリア MAP 10

1F• 改札内

東京駅舎デザイン
上野凮月堂プティゴーフル

OLD-FASHIONED STORE TOKYO

VINYL

メゾンカカオ

吹き抜けエリア MAP 11

1F• 改札内

新幹線刺繍タオルシリーズ

カタカナ

コロンビアで栽培から携わり、作り上げたチョコレート
をたっぷり使用。小麦粉不使用で外はさっくり、中はと
ろりと仕上げました。カカオニブとレアに焼き上げたガ
トーショコラの食感が絶妙です。

MAISON CACAO

ミユカ

吹き抜けエリア MAP 5

B1• 改札内

2,700 円

賞味期限 販売日より約 10 日

MIYUKA

トウメイ

（1 本）税込

冷蔵

個包装

賞味期限 製造日より約 90 日

MAKANAI

GRANSTA

GRANSTA

箔コースター
東京丸の内駅舎 木箱入り 4 枚セット

さらりと潤う美容オイル

プティ ガルガンチュワ

吹き抜けエリア MAP 9

1F• 改札内

吹き抜けエリア MAP 12

1F• 改札内
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（12 枚入）税込

2,376 円

（4 袋入）税込

旅するシーンが描かれたかわいい限定缶に、バニラ、ヘー
ゼルナッツ、ココナッツ、カカオ、4 種の風味のサブレ
を詰め合わせました。

756 円

（6 個入）税込

｢Calbee+（カルビープラス）
｣ と ｢東京ばな奈｣ の初コ
ラボから誕生。おやつやおつまみにぴったりの進化系ポ
テトチップスです。

常温

常温

賞味期限 販売日より約 10 日

賞味期限 販売日より 30 日

個包装

吹き抜けエリア MAP 13

チーズクッキー
スモーク & カマンベール

（6 個入）税込

フランス全国農業コンクールで金賞受賞のバターを中心
に厳選したバターを使って焼き上げたパイ生地のお菓
子。かわいいお花の形はきっと手土産に喜ばれます。
個包装

賞味期限 製造日より 45 日

中央通路エリア MAP 11

個包装

賞味期限 販売日より約 21 日

nuevo by BUNMEIDO

カオルバター サブリナ

1F• 改札内

1,080 円

スティック状にしたカステラにカナダ産メープルをふん
だんに染み込ませました。しっとりじゅわっと新感覚を
味わえる東京駅限定のカステラです。
常温

薫るバター Sabrina
吹き抜けエリア MAP 14

1F• 改札内

メープルカスティーラ

1,080 円

常温
（冷暗所）

じゃがボルダ

ラデュレ

（12 枚入）税込

サブリナ

GRANSTA

GRANSTA

じゃがボルダ
鰹と昆布のうまみだし味

calbee+ ×東京ばな奈

パリジェンヌ in Tokyo

ヌエヴォ バイ ブンメイドウ

1F• 改札内

中央通路エリア MAP 12

1F• 改札内

百両あんぱん

972 円

（１個）税込

カマンベールチーズの優しい甘さとスモークチーズの香ばしさが調
和する、少し大人なチーズクッキー。マカダミアナッツとレーズン
がより一層味わいを引き立て、お酒とのペアリングも楽しめます。

195 円

「メゾンカイザー」代 表の木村周一郎がトータルプロ
デュース。卵とバターをたっぷり使った贅沢な生地の新
感覚あんぱんは、一口でとりこになる味わい。

※時期によりパッケージデザインが異なる場合がございます。

常温

常温

賞味期限 製造日より 120 日

消費期限 購入翌日

Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!
ナウ オン チーズ ハロー トーキョー ステーション

中央通路エリア MAP 7
16

1F• 改札内

元祖木村焼き 百両屋
中央通路エリア MAP 9

1F• 改札内
17

（1 個）税込

タルトレットヌフ

330 円

（9 個入）税込

芳醇なバターの香りとほろ苦いキャラメリゼのサクッとし
たとした食感が絶妙なクイニーアマン。“ 一歩先の美味
しさ ” を追求した一品です。

賞味期限 当日中

賞味期限 製造日より 90 日

（15 個入）税込

個包装

製造日から 240 日

銘菓「白い恋人」から生まれた彩りラング・ド・シャ「Saqu
（サク）」をメインに、フィナンシェとショコラブランシェ
を東京駅限定のパッケージにアソート。
個包装

賞味期限 製造日より 14 日

賞味期限 製造日より 90 日

和楽紅屋

個包装

マイスターシュトュック ユーハイム
エキュート東京 MAP 10

エキュート東京 MAP 18

1F• 改札内

1F• 改札内

本之木餅

1,420 円

（10 個入）税込

こしあんをベースに黒蜜、きな粉をたっぷり加え、卵黄、
バター、餅粉でしっとりとやさしい食感に仕上げました。
船橋屋独自の乳酸菌も入っています。
個包装

1,080 円

餅粉入りのもっちり食感の生地と黒糖入りのつぶあんの
素朴な甘さがクセになる菓匠禄兵衛人気の焼き菓子。エ
キュート限定の駅舎パッケージです。
常温

賞味期限 製造日より約 45 日

1F• 改札内

バターが香る 4 種類のラング・ド・シャ。添加物を使わ
ずにじっくり焼き上げた純正自然なおいしさは、お子さ
まも安心して召し上がれます。
常温

個包装

賞味期限 製造日より 30 日

船橋屋こよみ
エキュート東京 MAP 11

1,080 円

常温

常温

イシヤ ジー
1F• 改札内

風味豊かな北海道産の発酵バターをたっぷりと使用し、
店内厨房で手づくりした上品なラスク。エキュート東京
店だけの限定商品です。

（6 個入）税込

賞味期限 製造日より 80 日

資生堂パーラー

（24 個入）税込

あんやき

2,376 円

常温

東京バタークッキー

500 円

1F• 改札内

ザ・コレクション
東京ステーションアソート

1,080 円

エキュート東京 MAP 12

エキュート東京 MAP 13

1F• 改札内

香ばしいウエハース生地にカスタード風味のクリームをサン
ドし、カラメル風味のグラサージュで仕上げました。クリー
ムの甘さとカラメルのほろ苦さ、サクサクのウエハースの絶
妙なハーモニーをお楽しみいただけます。
常温

個包装

ル ビエ 〜プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ〜

クレームカラメル
（12 個入）税込

（1 袋 80g）税込

エキュート東京限定のタルトレット。熟練の職人が丹精
を込めて 1 つずつ丁寧に焼き上げる深い味わいはファン
を虜にする自慢の逸品です。
常温

エキュート東京 MAP 19

18

2,592 円

常温

治一郎

特選和ラスク

ecute Tokyo

ecute Tokyo

クイニーアマン

菓匠禄兵衛
エキュート東京 MAP 17

1F• 改札内

エキュート東京 MAP 16

1F• 改札内
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（1 本）税込

揚げまんじゅうミルクあん

1,188 円

（9 個入）税込

コーヒーシロップを染み込ませたビスキュイで、こだわり
のマスカルポーネクリームとビターなコーヒームースを巻
き込んだロールケーキ。

消費期限 販売日より 2 〜 4 日

賞味期限 製造日より 9 日

（８個入）税込

小岩井伝統の醗酵バターとカソナード（赤砂糖）でつ
くるバタースカッチソースを、自家製キャラメルビス
ケットでサンドした、東京駅限定商品です。
個包装

賞味期限 製造日より約 120 日

コシのあるモチっとした食感が特徴のりんごのお菓
子。プレーンとショコラの 2 つの味が楽しめるかわい
いルックスはプチギフトにおすすめ。

1,320 円

横浜の伝統技術「捺染」で染め上げたオリジナルのて
ぬぐい。使うほどに手に馴染む、濱文様らしい遊び心
ある東京店限定アイテムです。

濱文様
エキュート東京 MAP 6

1F• 改札内

（1 個）税込

1F• 改札内

ごあいさつふきん
東京に行ってきました

ジンベイザメリップケース

1,250 円

エキュート東京 MAP 5

1F• 改札内

2,420 円

（1 枚）税込

550 円

職人が技術を注いで仕上げたかわいいリップケース。
発色がよくやわらかなアドリアレザーを使い、模様や
ヒレの立ち上げなど細部にこだわりが光ります。

中川政七商店の定番商品「かや織ふきん」。東京駅の
丸の内駅舎と鹿や人々が行き交うデザインは、当店で
しか手に入らない限定品です。

野村製作所

日本市

個包装

消費期限 製造日より 3 日

小岩井農場

東京あんぱん 豆一豆
エキュート東京 MAP 7

（1 枚）税込

ニッコリーナ

東京駅赤レンガをモチーフにしたお土産人気商品。豆
一豆こだわりの赤練り餡と特製クリームを小豆入りの
ふっくらしっとりのパンで包みました。
常温

388 円

賞味期限 製造日より 30 日

エキュート東京 MAP 15

（4 個入）税込

パンダの東京駅舎観光

常温

東京レンガぱんパック

1,000 円

常温

個包装

御門屋 TOKYO

1F• 改札内

バタースカッチビスケット

（6 個入）税込

北海道産のバターをたっぷり使い、口あたりなめらか
な餡に仕上げました。御門屋が自信を持ってお届けす
る洋風揚げまんじゅうです。
常温

エキュート東京 MAP 14

20

1,450 円

冷蔵

ティラミス スペシャリテ シーキューブ

りんごのマカロンミックス

ecute Tokyo

ecute Tokyo

ティラミスロール

1F• 改札内

エキュート東京

MAP 8

1F• 改札内

エキュート東京 MAP 4

1F• 改札内

エキュート東京 MAP 3

1F• 改札内
21

