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東京駅八重洲口に広がる商業施設「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、２０２０年６月上旬に東京駅八重洲北口にオープンする「東京ギフトパレット」に出店する 

ブランドを決定しました。 

 

■ 東京ギフトパレット 概要 

 東京ギフトパレットは彩り豊かなギフトが揃う東京駅八重洲北口の新スポットです。 

 名称には、お客様がお土産や手土産をその時々のシチュエーションや気分に合わせて選ぶことができる、 

彩り豊かな売場にしたいという想いを込めています。 
 

  名  称 ： 東京ギフトパレット 

開業時期 ： ２０２０年６月上旬（予定） 

場  所 ： 東京都千代田区丸の内１－９－１東京駅八重洲北口 

（東海道新幹線 東京駅八重洲北口改札出てすぐ） 

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/ 

 

■ ブランド紹介（一例） ※出店ブランド一覧は別紙参照 

（１）東京ギフトパレットが初登場となる新ブランド 

 話題のスイーツメーカーの新ブランドが５店舗登場します。 

 東京みやげの定番素材となったチーズを使用したブランドが２店舗 

出店し、「東京ばな奈」を展開する㈱グレープストーンは、新しい 

イタリアンスイーツを販売する『MEISTER Cheese（マイスターチーズ）』 

を展開し、「ザ・メープルマニア」を製造・販売する㈱シュクレイは、 

チーズとフルーツの組み合わせを提案する『ネコシェフ』を展開します。 

東京駅一番街に充実のお土産・手土産専門店ゾーンが新たに誕生 
 

「東京ギフトパレット」全３３ブランドのラインナップが決定 
 

新ブランドや新業態、東京駅初出店のブランドが２１店舗登場！ 
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【 5月8日更新 】 

新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、6月上旬に予定していた「東京ギフトパレット」の開業を 

延期させて頂きます。開業時期については、決まり次第、改めてご案内いたします。 

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


（２）東京駅初出店ブランド 

日本一のバレンタインイベントであるジェイアール名古屋タカシマヤの「２０２０アムール・デュ・ショコラ」で 

デビューしたピスタチオスイーツ専門店『PISTA & TOKYO(ピスタ アンド トーキョー)』が初の常設店をオープン 

するほか、身体に優しい原料を使用したお菓子とお茶を提供するギフト専門店『カドー ナチュール』が東京駅に 

初出店します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）百貨店でお馴染みの人気ブランドが新業態に挑戦 

 グランシェフ山本隆夫氏が手掛けるバームクーヘンが人気の「クラブハリエ」が、 

“エコ”をテーマにした新業態『CLUB HARIE e-challenge』を出店します。 

  同ブランドが滋賀・近江八幡で運営する自然を学ぶ施設「ラ コリーナ近江八幡」 

 のように、お菓子の原料が育つ豊かな自然を次世代に繋ぐ取り組みを目指します。 
 
 

（４）出来立て弁当や総菜が充実の新業態ストア 

「こだわりの食」をテーマにした東海キヨスク㈱の新業態    

『プレシャスデリ東京』が出店します。 

同店では、東京駅初となるクイーンズ伊勢丹ブランドの 

高品質なグローサリーやパン、総菜など、選りすぐりの 

商品を販売します。 
 

■ 東京ギフトパレット 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 東京ギフトパレットの取り組みが日本アルミニウム協会賞「開発賞」を受賞 

東京ギフトパレットの柱・天井やのれんの装飾には、２０２０年３月に 

惜しまれながら引退した７００系新幹線の車体に使用されていた 

アルミニウムを再利用しています。 
 

混合物を含めない１００％の再生アルミとして、商業施設の装飾に使用 

することは初の取り組みであり、２０２０年３月２６日にアルミニウム 

産業における技術の進歩等に顕著な貢献をした個人・団体に贈られる 

令和元年度一般社団法人日本アルミニウム協会賞「開発賞」を受賞しました。 

 

※一般社団法人日本アルミニウム協会ホームページ： https://www.aluminum.or.jp/ 

 PISTA & TOKYO ロゴ・商品イメージ  カドー ナチュール ロゴ・商品イメージ 

東京ギフトパレット 外観イメージ 

クイーンズ伊勢丹ブランド 

商品イメージ 

「ラ コリーナ近江八幡」 

プレシャスデリ東京 

ロゴ 

 

https://www.aluminum.or.jp/


■東京ギフトパレット 出店ブランド一覧（全３３ブランド） 
 

※１ 新ブランドや新業態、東京駅初出店の２１ブランド 

※２ プレスリリース内の写真はすべてイメージです。  

※３ 掲載内容は予告なく変更す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 概要 https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/ 

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。  

 

No. 店舗名 主力商品 ・ 業種 ※１ 

話題のスイーツメーカーが開発した新ブランド 

１ MEISTER Cheese（マイスターチーズ） チーズイタリアンスイーツ (洋) 〇 

２ SOLES GAUFRETTE （ソールズ ゴーフレット） ゴーフレット (洋) 〇 

３ ネコシェフ チーズ×フルーツ (洋) 〇 

４ BAKERS gonna BAKE （ベイカーズ ゴナ ベイク） スコーン (洋) 〇 

５ 岡田謹製 あんバタ屋 （オカダキンセイ アンバタヤ） あんバターパン (和・洋) 〇 

人気ブランドが新業態で登場 

６ CLUB HARIE e-challenge（クラブハリエ イーチャレンジ） バームクーヘン (洋) 〇 

話題のブランドが東京駅初出店 

７ 大角玉屋（オオスミタマヤ） いちご豆大福 (和) 〇 

８ カサネオ ミルクレープ (洋) 〇 

９ カドー ナチュール ビスケット、お茶 (洋) 〇 

１０ 京都祇園あのん （キョウトギオンアノン） 最中 (和・洋) 〇 

１１ ケーニヒスクローネ パイ、ケーキ (洋) 〇 

１２ 茶辻（チャツジ） 紅茶スイーツ (洋) 〇 

１３ 東京百年物語 （トウキョウヒャクネンモノガタリ） 焼きキャラメル (洋) 〇 

１４ 東京ピーセン （トウキョウピーセン） 揚げあられ (和) 〇 

１５ パティスリー銀座千疋屋（パティスリーギンザセンビキヤ） フルーツ菓子 （洋） 〇 

１６ VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO（バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー） チョコレート (洋) 〇 

１７ PISTA & TOKYO （ピスタ アンド トーキョー） ピスタチオスイーツ (洋) 〇 

１８ フェーヴ 豆スイーツ (和・洋) 〇 

１９ POIRE des rois ＋ TOKYO（ポアール·デ·ロワ プリュス トーキョー） フルーツソルベ (洋) 〇 

２０ POSTBOX COOKIES （ポストボックスクッキーズ） クッキー (洋) 〇 

手土産や東京土産に最適なブランドが出店 

２１ アンリ・シャルパンティエ フィナンシェ (洋)  

２２ 銀座 菊廼舎 （ギンザ キクノヤ） 冨貴寄 (和)  

２３ THEチョコレートサンドTOKYO（ザ チョコレートサンド トーキョー） チョコレートサンド (洋)  

２４ 東京會舘 （トウキョウカイカン） クッキー、ケーキ (洋)  

２５ 東京ばな奈ワールド （トウキョウバナナワールド） スポンジケーキ (洋)  

２６ パティスリー キハチ クッキー (洋)  

２７ 花園万頭 （ハナゾノマンジュウ） 饅頭・あんみつ (和)  

２８ 福砂屋 （フクサヤ） カステラ (和)  

２９ 舟和 （フナワ） 芋ようかん (和)  

３０ フランセ ミルフィーユ (洋)  

３１ ギフトキヨスク 定番東京土産 (和・洋)  

 こだわりの弁当・総菜が充実、スターバックスも出店 

３２ プレシャスデリ東京 弁当・総菜・ドリンク 〇 

３３ スターバックス コーヒーストア  

【別紙】 

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

