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東京駅の新たな駅サービス機能の使用開始と 

エキナカ商業空間「グランスタ東京」の開業のお知らせ 

 

２０２０年２月１８日発表の「東京駅の新たな駅サービス機能の使用開始とエキナカ商業空間

『グランスタ東京』誕生について」にてお知らせいたしました、東京駅の新たな駅サービス機能の

使用開始および「グランスタ東京」の店舗開業（一部店舗を除く）については、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から延期しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じた 

うえで、下記のとおり使用開始および開業いたしますのでお知らせいたします。 

なお、店舗の詳細については、株式会社鉄道会館より別途お知らせいたします。 

 

１ 新たな駅サービス機能の使用開始について  ※別紙１参照 

（１） 待合空間「スクエア ゼロ」（地下 1階）     ２０２０年８月３日（月） 

（２） 新改札口「グランスタ地下北口」（地下１階） ２０２０年８月３日（月） 

※改札口周辺にクローク「BAGGAGE STORAGE ＋」設置 

（３） 北通路の改良（1階）                ２０２０年８月３日（月）初電から 

（４） バリアフリールートの増設  

① 丸の内側中央階段脇の１１人乗りエレベーター１基（停止階：地下 1階～1階） 

２０２０年６月３０日（火）使用開始済 

② 北地下自由通路(丸の内側地下１階)階段脇１５人乗りエレベーター１基(段差解消) 

２０２０年７月１８日（土）初電から 

      ③ 中央通路と北通路間の２４人乗りエレベーター３基(停止階：地下１階～地上ホーム) 

         ２０２０年８月３日（月） 

 

２ 新しいエキナカ商業空間「グランスタ東京」の店舗開業について  ※別紙２参照 

「グランスタ東京」５４店舗 ２０２０年８月３日（月）１０時から 

※「グランスタ東京」の全６６店舗のうち１２店舗は開業済み



東京駅エリア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙１】 

凡例

8月3日開業グランスタ東京 新設エレベーター 階段 改札内

開業済み店舗（12店舗） 既設エレベーター エスカレーター 既設店舗

クローク「BAGGAGE STORAGE ＋」

←有楽町・品川方 神田・上野方→

八重洲南口
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⑶ 北通路の改良
8月3日（月）初電から
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グランスタ東京
8月3日（月）10時開業

⑵ 新改札口「グランスタ地下北口」
8月3日（月）使用開始

八重洲方

クローク
「BAGGAGE STORAGE ＋」

⑴ 待合空間「スクエアゼロ」
8月3日（月）使用開始

６月30日
使用開始済

7月18日
初電から

６月30日
使用開始済

グランスタ東京
8月3日（月）10時開業

⑷ バリアフリールートの増設③
8月3日（月）使用開始

⑷ バリアフリールートの増設①

⑷ バリアフリールートの増設③
8月3日（月）使用開始

⑷ バリアフリールートの増設①

⑷ バリアフリールートの増設②



 

 

【別紙２】 グランスタ東京 ショップ一覧 

8月3日に開業する店舗　＜54店舗＞

フロア 番号 ショップ名 会社名 カテゴリー

1 菓匠三全
カショウサンゼン

㈱菓匠三全
カショウサンゼン

和洋菓子

2 nuevo by BUNMEIDO
ヌエヴォ　バイ　ブンメイドウ

㈱文明堂東京
ブンメイドウ　トウキョウ

和洋菓子

3 薫るバター Sabrina
カオルバター　サブリナ

㈱プレジィール バター菓子専門店

4 COCORIS
ココリス

㈱シュクレイ 洋菓子

5 近畿大学水産研究所　はなれ
キンキダイガクスイサンケンキュウショ　ハナレ

㈱アーマリン近大
アーマリンキンダイ

養殖魚専門料理店

6 天然本まぐろ　ありそ鮨し
テンネンホンマグロ　アリソズシ

㈱荒磯
アリソ

寿司

7 肉卸小島
ニクオロシコジマ

㈱小島食品
コジマショクヒン

国産牛・銘柄和牛ステーキ

8 江戸切り 助六そば　ぬる燗佐藤
エドキリ　スケロクソバ　ヌルカンサトウ

東京レストランツファクトリー㈱
トウキョウレストランツファクトリー

そば・うどん

9 Be! FRUITS SANDWICH
ビー　フルーツ　サンドウィッチ

㈱サン・フレッシュ フルーツサンド専門店

10 RF1 SALAD MEAL
アール・エフ・ワン サラダミール

㈱ロック・フィールド サラダ・惣菜・弁当

11 Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!
ナウ　オン　チーズ　ハロー　トウキョウ　ステーション

㈱ケイシイシイ チーズスイーツ専門店

12 ＴＯＵＢＥＩ
トウベイ

味の浜藤㈱
アジノハマトウ

お魚惣菜、お弁当専門店

13 元祖木村焼き 百両屋
ガンソキムラヤキ　ヒャクリョウヤ

㈲シュウフードプランニング あんぱん専門店

14 中川政七商店 分店 服
ナカガワマサシチショウテン ブンテン フク

㈱中川政七商店
ナカガワマサシチショウテン

衣服・服飾雑貨専門店

15 VINYL
ヴィニール

㈱ケンエレファント ミュージアムショップ・次世代ギャラリー

16 ラデュレ グランスタ東京店
ラデュレ グランスタトウキョウテン

㈱LADUREE JAPON
ラデュレ　ジャポン

マカロン・洋菓子

17 petit gargantua
プティ　ガルガンチュワ

㈱帝国ホテル
テイコクホテル

洋菓子

18 MIYUKA
ミユカ

㈱美十
ビジュウ

ラングドシャ専門店

19 MAISON CACAO
メゾン　カカオ

MAISON CACAO㈱
メゾンカカオ

アロマ生チョコレート専門店

20 OLD-FASHIONED STORE TOKYO
オールドファッション　ストア　トｰキョｰ

オールドファッション㈱ ハンカチ

21 toumei GRANSTA TOKYO店
トウメイ グランスタ トウキョウテン

㈱益基樹脂
マスキジュシ

アクリル雑貨

22 TOKYO!!!
トーキョーミッツ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

雑貨土産

23 とんかつ まい泉食堂
トンカツ マイセンショクドウ

井筒まい泉㈱
イヅツマイセン

とんかつ・どんぶり

24 東京パニーノ ～アロマフレスカ～
トウキョウパニーノ ～アロマフレスカ～

㈱アロマフレスカコーポレーション パニーノバー

25 じゃがボルダ
ジャガボルダ

㈱グレープストーン ポテトスナックス専門店

26 ラーメン雷 東京本丸店
ラーメン カミナリ トウキョウホンマルテン

㈱富田
トミタ

ラーメン

27 常陸野ブルーイング 丸の内
ヒタチノブルーイング　マルノウチ

㈱那嘉屋
ナカヤ

クラフトビール専門店

28 THE BEAT DINER
ザ　ビート　ダイナー

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

アメリカンダイナー

29 TO今日BAR
トウキョウバール

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

イタリアンバール

30 CITYSHOP 東京駅
シティショップ トウキョウエキ

㈱FLAVORWORKS
フレーバーワークス

サラダ＆デリカテッセン・ カフェ&バー

31 POP UP GRANSTA RED
ポップ アップ グランスタ レッド

― ―

32 POP UP GRANSTA ＧＲＥＥＮ
ポップ アップ グランスタ グリーン

― ―
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フロア 番号 ショップ名 会社名 カテゴリー

33 CACAO HUNTERS Plus
カカオ　ハンターズ プラス

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

チョコレートカフェ

34 東洋軒 東京ステーション
トウヨウケン トウキョウステーション

㈱東洋軒
トウヨウケン

西洋料理

35 Curly's Croissant TOKYO BAKE STAND
カーリーズ クロワッサン トウキョウ ベイク スタンド

㈱standard bakers
スタンダード　ベイカーズ

ベーカリーカフェ

36 はせがわ酒店 グランスタ東京店
ハセガワサケテン グランスタトウキョウテン

㈱はせがわ酒店
ハセガワサケテン

酒類小売販売、テイスティングバー

37 純但馬牛　美方 powered by GORIO
ジュンタジマウシ　ミカタ　パワード　バイ　ゴリオ

㈱ドリームスタジオ 和焼肉

38 STATION RESTAURANT THE CENTRAL
ステーション レストラン ザ セントラル

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

洋食レストラン

39 田中田式海鮮食堂 魚忠
タナカダシキカイセンショクドウ ウオチュウ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

和定食

40 南国酒家 47china
ナンゴクシュカ　ヨンナナチャイナ

㈱南国酒家
ナンゴクシュカ

中国料理

41 名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店
ナゴヤコーチンセンモン イトウワシゴロウショウテン

㈱オールドリバー 焼鳥

42 海鮮居酒屋 羽田市場
カイセンイザカヤ　ハネダイチバ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

海鮮居酒屋

43 回転寿司 羽田市場
カイテンズシ　ハネダイチバ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

回転寿司

44 東京ギョーザスタンド　ウーロン
トウキョウギョーザスタンド　ウーロン

㈱ZOT
ゾット

ギョーザ・クラフトビール

45 Tokyo Station Beer Stand
トウキョウ　ステーション　ビア　スタンド

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

ビアバー

46 格之進ハンバーグ＆バル
カクノシンハンバーグ アンド バル

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

ハンバーグバル

47 Craft Japanese Malt Whisky SAKURA
クラフト ジャパニーズ　モルト　ウイスキー　サクラ

㈱ラムラ ウイスキーバー

48 北出TACOS
キタデタコス

㈱Wonderer's Kitchen
ワンダラーズキッチン

メキシカンタコス・サワー

49 ガトーフェスタ ハラダ ㈱原田
ハラダ

洋菓子

50 IDÉE TOKYO
イデー トウキョウ

㈱良品計画
リョウヒンケイカク

デザインプロダクト&ギャラリー

51 ほんのり屋×marukome
ホンノリヤ×マルコメ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

おむすび・味噌汁専門店

52 DEPOT
デポ

㈱クラシックホールディング 喫茶バー

53 恋とスパイス 新宿中村屋
コイトスパイス　シンジュクナカムラヤ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

本格インドカリー

54 Made in ピエール・エルメ
メイドイン ピエール・エルメ

ラガルデール・トラベル・リテール㈱ コンセプトショップ

※店舗名は変更となる場合がございます。

開業済み店舗　＜12店舗＞

フロア 番号 ショップ名 会社名 カテゴリー

1 NewDaysグランスタ東京中央通路　　［2019年7月開業］
ニューデイズグランスタトウキョウチュウオウツウロ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

コンビニ

2 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路　　［2019年7月開業］
ハナガタヤグランスタトウキョウチュウオウツウロ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

土産菓子・弁当

3 紀ノ国屋アントレ グランスタ　　［2018年2月開業］
キノクニヤアントレ グランスタ

㈱紀ノ國屋
キノクニヤ

スーパーマーケット

4 デイジイ東京　　［2018年2月開業］
デイジイトウキョウ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

ベーカリー・カフェ

5 NewDays八重洲北口　　［2018年1月開業］
ニューデイズヤエスキタグチ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

コンビニ

6 駅弁屋 祭　　［2016年11月開業］
エキベンヤ マツリ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

駅弁

7 駅弁屋 踊 グランスタ東京店　　［2020年6月開業］
エキベンヤ オドリ グランスタ トウキョウテン

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

駅弁

8 THE STANDARD BAKERS TOKYO　　［2020年6月開業］
ザ スタンダード ベイカーズ トウキョウ

㈱standard bakers
スタンダード　ベイカーズ

ベーカリーカフェ

9 そは’二〇　　［2020年6月開業］
ソバニワ

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

そば専門店

10 HANAGATAYAグランスタ東京北通路　　［2020年6月開業］
ハナガタヤグランスタトウキョウキタツウロ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

食品・飲料・酒類

11 NewDaysグランスタ東京北通路　　［2020年6月開業］
ニューデイズグランスタトウキョウキタツウロ

㈱JR東日本リテールネット
ジェイアールヒガシニホンリテールネット

コンビニ

B1 12 Zopf カレーパン専門店　［2019年7月開業］
ツオップ　カレーパンセンモンテン

㈱JR東日本フーズ
ジェイアールヒガシニホンフーズ

カレーパン
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