報道関係者各位

【本リリースに関する一部訂正のお知らせ】以下の商品の金額に誤りがございました。訂正内容は以下の通りです。
[誤] 産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo 667 円（税抜）

2020 年 9 月 28 日
東京ステーション開発株式会社

[正] 産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo 680 円（税抜）

Go To 東京駅一番街！！
東京駅一番街の開業 15 周年を記念したグルメフェスタを 10 月 1 日(木)から開催！
東京ラーメンストリート特別メニューをはじめとした東京駅一番街のグルメをお楽しみください！

東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」
（運営：東京ステーション開発株式会社、代表取締役社長：谷津剛也）は、
開業 15 周年を記念し、10 月 1 日(木)から 11 月 30 日(月)までグルメフェスタを開催します。
10 月から遂に東京が Go To キャンペーンの対象になります。待ちに待った”おでかけ”や”東京観光”を「東京駅一番街」で
お楽しみください！

■ 東京ラーメンストリート 特別メニュー
“1 週間通っても飽きない”というコンセプトで東京を代表する名店が集まった「東京ラーメンストリート」では、
東京駅一番街 15 周年記念特別メニューを提供します！各店舗が腕によりをかけてこだわり抜いた、ここでしか味わえない
特別メニューをご紹介いたします。

塩らーめん専門 ひるがお

とんこつらーめん 俺式 純

WAGYU ラーメン 1,500 円（税込）

俺式豚骨味噌ラーメン 1,050 円（税込）

じっくり煮込み乳化させた牛スープと
ひるがおスープをブレンドし、A5 ランク
和牛チャーシューをトッピング。15 周年に
相応しいスペシャルラーメンをお楽しみ
ください。
（㈱せたが屋 代表取締役 前島司）

秋の味覚を玉子と一緒に閉じ込めました！
食欲が湧いてくるスペシャルな豚骨ラーメンを
お楽しみください！

（㈱せたが屋 代表取締役 前島司）
うにソースつけ麺 〆の海老のビスク・リゾットつき
1,280 円（税込）

東京駅 斑鳩

東京の中華そば ちよがみ

濃厚なウニペーストを温かいヴィシソワーズ
スープ風に仕立てました。〆は贅沢に海老だし
リゾットと合わせてお楽しみください。

濃厚な海老スープにトリュフオイルで
香りを足し炙りチャーシューを載せました。
〆はスープと合わせジェノベーゼリゾット
でお楽しみください。
（㈱マーベル 代表取締役 坂井保臣）

（㈱マーベル 代表取締役 坂井保臣）

六厘舎

（㈱せたが屋 代表取締役 前島司）
六厘舎特製餃子つけめん 950 円（税込）

（㈱せたが屋 代表取締役 前島司）

トリュフ・海老だしらー麺 〆のバジル・チーズリゾットつき
980 円（税込）

東京煮干し らーめん玉
香麺 980 円（税込）

餃子の姿は影も形もないのに餃子の味！
餃子をめんですする新感覚のつけめんを
ご賞味ください！
（六厘舎 店主 三田遼斉）

15 種類のスパイスを配合した奥深いスープと
自家製麺の最高バランス！記憶に残る珠玉の
一杯をお楽しみください。
（㈱玉 代表取締役 玉川正規）

つじ田 味噌の章

ソラノイロ･NIPPON

味噌まぜそば 1,150 円（税込）

ソラノイロ牛二郎 1,500 円（税込）

ファンの皆様のご希望にお応えし、
つじ田の味噌ラーメンの味をまぜそばに
しました。つじ田独自の味わいをお楽しみ
■
ください。
（㈱H.I.T WORLD 代表取締役社長 工藤智）

本店で予約限定発売した『いきなり！
牛チヒ郎』をアレンジしました。
牛の旨味が詰まったボリュームたっぷりな
ラーメンをお楽しみください。
（㈱ソラノイロ 代表取締役 宮﨑千尋）

■ 東京駅一番街 15 周年記念 特別メニュー
「東京ラーメンストリート」以外にも、東京駅一番街の人気ゾーンである
「東京グルメゾン」
「にっぽん、グルメ街道」などの飲食店舗で、15 周年記念に
ふさわしい豪華な食材を使ったメニューや秋の食材を楽しめるスペシャルな
メニューをご用意しております！
実施期間：2020 年 10 月 1 日(木)～11 月 30 日(月)
特別メニュー実施店舗：計 33 店舗

黒豚のステーキ定食
鹿児島 黒かつ亭 （にっぽん、グルメ街道）
1,490 円（税抜）

●東京ラーメンストリート 8 店舗
東京煮干し らーめん玉／ソラノイロ•NIPPON／六厘舎／塩らーめん専門 ひるがお／
とんこつらーめん 俺式 純／つじ田 味噌の章／東京の中華そば ちよがみ／東京駅 班鳩
●東京グルメゾン 7 店舗
板前バル／東京コトブキ／HIGHBALL BAR 東京駅 1923／大衆ビストロ JILL／
BEER HOUSE 森卯／カジュアル鉄板 伊達 ／酒場 シナトラ
●にっぽん、グルメ街道 7 店舗
諸国 ひものと／鹿児島 黒かつ亭／博多かねふく ふく竹／香川 さぬき麺業／
広島 電光石火／富山 白えび亭東京駅店／函館立喰い寿司 函太郎

大人様ランチ（レギュラー）
HIGHBALL BAR 東京駅 1923（東京グルメゾン）
1,364 円（税抜）

●その他飲食店舗 11 店舗
ニユー・トーキヨー ビヤホール／カフェ＆バール ファリ・ブゥール／
プロント イルバール／京橋千疋屋／ MOMI&TOY'S／資生堂パーラー 八重洲ショップ／
越後そば／ビストロ CLEANTE TOKYO／焼きとり 一鶏／
産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo／そば処 為治郎

グルメフェスタや特別メニューの詳しい情報は「東京駅一番街 15 周年」
特設サイトをチェック！
URL: https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/15thanniversary/

東京駅限定メニュー 海鮮極み盛り
～令和(2020)～
産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo
680 円（税抜）

■ お得なグルメクーポン
期間中、館内の対象飲食店舗にて、1,000 円(税込)以上のご飲食で 200 円(税込)分のクーポンが使用できます。
「東京駅一番街」でのランチやディナー、カフェタイムに是非お得なグルメクーポンをご利用ください！
・クーポン利用期間：2020 年 10 月 1 日(木)～11 月 30 日(月)
・配布場所：東京駅一番街 館内リーフレット設置箇所
・使用条件：1,000 円(税込)以上のご飲食でご利用可能(1 会計につき、1 枚利用可)
※リーフレットはなくなり次第終了となります。掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
DO NOT COPY

対象店舗：計 40 店舗
●東京ラーメンストリート 8 店舗
東京煮干し らーめん玉／ソラノイロ•NIPPON／六厘舎／塩らーめん専門 ひるがお／とんこつらーめん 俺式 純／
つじ田 味噌の章／東京の中華そば ちよがみ／東京駅 班鳩
●東京グルメゾン 7 店舗
板前バル／東京コトブキ／HIGHBALL BAR 東京駅 1923／大衆ビストロ JILL／BEER HOUSE 森卯／カジュアル鉄板 伊達 ／
酒場 シナトラ
●にっぽん、グルメ街道 9 店舗
諸国 ひものと／鹿児島 黒かつ亭／博多かねふく ふく竹／香川 さぬき麺業／広島 電光石火／富山 白えび亭東京駅店／
横濱 崎陽軒／仙台牛タン炭火焼「杜」／函館立喰い寿司 函太郎
●その他飲食店舗 16 店舗
ニユー・トーキヨー ビヤホール／カフェ＆バール ファリ・ブゥール／プロント イルバール／ヨックモック／京橋千疋屋／
MOMI&TOY'S／みはし／資生堂パーラー 八重洲ショップ／越後そば／ビストロ CLEANTE TOKYO／焼きとり 一鶏／
産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo／マクドナルド／ドトールコーヒーショップ／そば処 為治郎／スターバックス（東京ギフトパレット内）

■ 東京駅一番街 15 周年記念装飾
いつも新しいワクワクに出会える街「東京駅一番街」をイメージした装飾や、東京キャラクターストリートに出店する様々
なキャラクターのイラストと一緒に写真がとれるフォトスポットなどを館内で展開します！
東京ラーメンストリートにも思わず写真を撮りたくなるような「映える」フォトスポットが登場。
ぜひ写真を撮って楽しんでください！

のぞみ広場

東京ラーメンストリート
フォトスポット

■ 東京駅一番街 概要
東京駅八重洲口に直結した商業施設「東京駅一番街」は、和菓子・洋菓子・テレビやアニメにちなんだキャラクターグッズな
どの東京みやげから、飲食・喫茶・ファッション・雑貨など、バラエティに富んだお店が集結している笑顔と魅力あふれる街
です。
所在地： JR 東京駅 八重洲口出てすぐ
URL： https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/

※写真はイメージです。※特別メニューの提供数や提供時間は、店舗によって異なります。
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※東京駅一番街ではお客様ならびに従業員の健康と安全確保の観点から、感染拡大防止対策に取り組んでおります。
お客様にはご不便をおかけすることもございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※新型コロナウィルスの影響により臨時休館や営業時間の変更がございます。最新情報については、こちらをご確認ください。

https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/news/

