2021年7月15日(木)
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

エキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」
7月・8月夏のグルメフェア情報
TOPIC1. 今年の夏は、テイクアウトで世界グルメ旅を楽しもう！
「WORLD GOURMET FAIR」開催！
期間：7月23日(金)～8月8日(日)、 8月24日(火)～9月5日(日)
※「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」は7月23日(金)～9月5日(日)の開催となります。

TOPIC2. 8月31日は「野菜の日」！「ENJOY！駅ベジ」キャンペーン
期間：8月17日(火)～8月31日(火)

TOPIC３.夏本番！「TROPICAL Sｗeets」キャンペーン
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、
以下 JR東日本クロスステーション）は、7月23日（金）から8月8日（日）、8月24日（火）から9月5日 （日）の期
間、エキナカ商業施設「エキュート」各施設、東京駅「グランスタ東京」、「グランスタ丸の内」にて、「WORLD GOURMET
FAIR」を開催します。期間中は、世界各国の定番グルメ、海外と日本の伝統や和の素材が融合した進化系グルメなど、約
140商品が集合。海外旅行が難しい今年の夏は、便利なエキナカのテイクアウトで世界各国のグルメをお楽しみください。
また、 8月31日「野菜の日」に合わせて8月17日（火）から8月31日（火）までの期間、同施設「マーチエキュート神田
万世橋」、「エキュートエディション飯田橋・横浜・有楽町」、「リエール藤沢」、その他店舗にて「ENJOY！駅ベジ」キャンペーン
を開催します。様々なスタイルで手軽に楽しめる野菜メニューを多数取り揃えますのでご注目ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
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(株式会社サニーサイドアップ内）
担当：戸田、王、道下、佐々本 MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp
※社名変更に伴い事務局名が変わりました。(旧JR東日本リテールネットPR事務局、旧鉄道会館PR事務局)
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Topic1．世界のグルメを楽しむ「WORLD GOURMET FAIR」
感染症対策で外出自粛が続き、まだまだ海外旅行が難しい今年の夏。エキナカ商業施設「エキュート」各施設、東京駅「グランスタ
東京」、「グランスタ丸の内」では、便利なエキナカのテイクアウトグルメで少しでも海外旅行気分を味わってもらいたいという思いから、
「WORLD GOURMET FAIR」を開催します。
期間中は、各施設に世界各国の定番グルメ、海外と日本の伝統や和の素材が融合した進化系グルメが集合します。夏休みのお家
時間やお仕事中のランチタイムにぜひお楽しみください。
■「WORLD GOURMET FAIR」開催概要
・期間：エキュート各施設‥7月23日(金)～8月8日(日)、 8月24日(火)～9月5日(日)
グランスタ東京、グランスタ丸の内‥7月23日(金)～9月5日(日)
・場所：エキュート各施設‥大宮・大宮 ノース・日暮里・上野・東京・京葉ストリート・品川・品川 サウス・立川・赤羽
東京駅エキナカ商業施設‥グランスタ東京、グランスタ丸の内
・内容：世界の象徴的なグルメ、海外と和の要素が融合したグルメの展開

Topic1-1 東京駅「グランスタ東京」
※紹介している商品はすべて税込価格です。

【グランスタ東京】
タイ

マンゴツリーのガパオサンド
PREMIUM SAND＋CAFÉ メルヘン／1袋2切 648円
タイ料理「マンゴツリーキッチン」と初めてコラボした、ちょっぴり辛いタイ風タマゴサンド。
夏に食べたくなる期間限定商品です。
※グランスタ東京限定
※販売期間：7/23～9/5

日本

ヨウカンアラカルト［ライチ・ラズベリー・トマト］
とらや／6個入 896円
好みや気分に合わせてひとつ、ふたつとお楽しみいただける、ひとくちサイズの羊羹です。
※販売期間：7/23～9/5

フランス

ずんだクロワッサン
Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND
テイクアウト378円、イートイン385円
ザクザクに焼きあげた生地に、枝豆本来の味が楽しめる枝豆ペーストとモッチリ求肥を
はさみました。様々な食感、ふんわり香る抹茶、和と洋の組み合わせを楽しんでいた
だけます。
※グランスタ東京限定
※販売期間：7/23～9/5

フランス

東京マカロン(山椒＆山椒ショコラ)
東洋軒 東京ステーション／10個入 2,916円
和のスパイス山椒とチョコレートのマリアージュを味わえる山椒チョコレートの
2種類のマカロン。口いっぱいに広がる山椒のスパイシーな味わいと香り、
爽やかな余韻をお楽しみいただけます。
※販売期間：販売中
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Topic1-2 東京駅「エキュート東京」「エキュート京葉ストリート」
※紹介している商品はすべて税込価格です。

【エキュート東京】
インド

ハンガリー

日本

華麗なる竜田揚げ弁当
ヴィ パレット／802円

ハントンライス
ふるさと料理 福膳／850円

辛旨ロースかつ
平田牧場／702円

カレー好き必見！！甘辛いカレー餡に和え
た若鶏のジューシー竜田揚げ＋ふんわりド
ライカレーごはんが入ったお弁当です。
※エキュート東京限定

ケチャップライスに卵そぼろ、海老フライと白身
魚のフライにタルタルソースをたっぷりかけて。
ハンガリーの郷土料理が由来とされるメニュー
です。
※エキュート東京限定

厳選した3種の唐辛子、クミン、フェンネルなど
のスパイスをブレンドした、絶妙な辛旨パウダー
をかけていただく刺激的なロースかつです。
※エキュート東京限定

【エキュート京葉ストリート】
日本

イギリス

ドイツ

トロピカルソフトクリーム
マンゴー＆パッションフルーツ
小岩井農場／500円

ねこねこ食パン
～トロピカルチョコバナナ～
東京ねこねこ／1本 950円

スポーツパンダ
（りくじょう・すいえい・レスリング）
カタヌキヤ／各 540円

トロピカルな南国フルーツと日本を代表するフレ
ッシュなミルクが出会いました。
※エキュート東京限定

イギリス伝来の食パン×日本のカワイイ文化
が映える進化系食パン。
日本生まれのお菓子「チョコバナナ」味の限
定品です。
※エキュート京葉ストリート限定

ドイツ生まれのバウムクーヘンと日本のカワ
イイ文化がMIXしたキュートなアイデアバウ
ム。スポーツ気分も高まります。
※催事出店期間：7/21～8/17

ノルウェー

サーモンアボカドケーキ寿司
魚力海鮮寿司／1,200円
ノルウェーがルーツのサーモングルメ。
豪華海鮮が美しく飾り付けされた、まるでケ
ーキのようなデコレーションお寿司へ進化。
※エキュート京葉ストリート限定

メキシコ

左：ケイジャンチキン（1パック）
右：タコスサラダ（ハーフサイズ）
ブッツ サンドウィッチ／
左：390円 ②右：260円
メキシコ料理のタコスやケイジャンシーズニン
グを使用した、ピリ辛スパイシーな夏にピッタ
リのサンドイッチです。

ドイツ

東京丸の内驛舎ビール
HANAGATAYA／320円
ジャパンクラフトマンシップが生み出した、
まろやかで複雑な香味を持った味わいの
無ろ過ビールです。
※東京駅限定
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Topic1-3 「エキュート」品川・品川サウス・上野
※紹介している商品はすべて税込価格です。

【エキュート品川】
メキシコ

アボカドタコライス
ヴィ パレット／770円
甘辛いトマトソースにアボカド、
レタス、トマトなど野菜がマッチし
たタコライスです。
※エキュート品川限定

タイ

パッタイ
（タイの米麺やきそば）
ミスターチキン鶏飯店／
850円
タイの代表的な料理で、地元の
人達に親しまれているライスヌード
ルを使った、タイの焼きそばです。
味は甘酸っぱく、辛い味付けが
多いタイ料理の中では食べやすい
一品です。
※エキュート品川限定

スウェーデン

イタリア

カルダモンロール
ブレッドワークス／1個 200円

メープルティラミス
パティスリーQBG／1個 500円

グアテマラ産有機カルダモン、北
海道産発酵バターなどこだわりの
材料を使用しました。

イタリア菓子のティラミスに、自社
製のメープルシュガーをコーヒークリ
ームと、スポンジにも使用し、コク
深くなめらかに仕立てました。
メープルの風味豊かな逸品です。
※エキュート限定

【エキュート品川 サウス】
スペイン

Let,s share
魚介とチキンのパエリア
イーション／1,380円
殻ごと食べられるソフトシュリンプ
やムール貝やチキン等、具沢山
パエリアです。食卓に華を添える
一品です。
※数量限定

日本

韓国

二段肩ロースすき焼弁当
浅草今半／1,944円

バラエティセット
カンナムキンパ／1,425円

最もすき焼に合うとされる肩ロース
のみを使用した、浅草今半自慢
のすき焼弁当です。
※エキュート品川 サウス限定

人気のキンパ4種類をセットにし
たお得なパック。本場韓国の味を
存分にお楽しみいただけます。

フランス

うふプリン
柿の木坂キャトル
10個入 2,100円
「うふ」はフランス語で「卵」を表し
ます。ビタミンEやリノール酸たっぷ
りの奥久慈卵を使用した、「うふっ
」と笑みがこぼれるかわいらしい見
た目もこだわりのプリンです。

【エキュート上野】
フランス

タルトタタン
りんごとバター。／1,404円
優しく煮込んだキャラメル色の
りんごとサクサクしたパイ生地
の食感が楽しいタルトタタンで
す。

スペイン

甘熟ほしいもの
濃密バスクチーズケーキ
おいもさんのお店らぽっぽ／
ホール：2,700円
ショートサイズ：734円
甘熟ほしいもの濃密な味わ
いと、濃厚クリームチーズが
織りなすらぽっぽだからこそ
出来た究極のマリアージュで
す。

ドイツ

フランクフルタークランツ
ユーハイム／1,296円
ふんわりとしたスポンジ生地
に軽やかな口どけのバターク
リームを2段にサンドし、独
特の技法でつくるやさしい甘
みのアーモンドシュガーでつ
つみました。

台湾

ブラックミルクティー＋パール
（タピオカ）
ゴンチャ／540円
台湾紅茶で作成したミルク
ティーと店舗で毎日仕込ん
でいるパール（タピオカ）は
店舗の一番人気商品です。
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Topic1-4 「エキュート」日暮里・立川・大宮
※紹介している商品はすべて税込価格です。

【エキュート日暮里】
台湾

玉子焼き魯肉丼（ルーロー丼）
鶏と玉子 太郎／810円
台湾のローカルフードを太郎風に
アレンジ。五香粉の香りをお楽し
みください。
※エキュート日暮里限定
※1日限定8折

アメリカ

ハワイアンポキ丼
鮨小路 京／918円
まぐろ・サーモンに加え、紫玉ねぎ
、アボカド、赤・黄パプリカ、ミニト
マトが入った華やかな彩りが目を
引く、夏に食べたい一品です。
※エキュート限定

スペイン

また食べたい！バスクチーズ
パティスリー アンドゥ／
2,376円
スペインの濃厚なバスクチーズケ
ーキを日本人の口にも合うように
アレンジしました。
※7/23～8/8

イタリア

サバスチャン（トマト）
すしべん／648円
ソースを味わう新感覚のサバ缶。
そのままおつまみでも、パスタなど
にアレンジしても美味しい、万能
アイテム。バジルやガーリック、カレ
ー味もございます。

【エキュート立川】
中国

イタリア

上海焼きそば
紅燈籠／540円

マリトッツォ
キャトルキャール／1個 441円

野菜や海鮮と炒めた定番の上海
焼きそば。味付けには中華醤油
を使用しているのでクセになる味
わいです。

卵とバターをたっぷりと使用したブ
リオッシュ生地でいちご、ラズベリ
ージャム、生クリームをサンドした
イタリア生まれのお菓子です。

日本

クリームソーダサンドクッキー
東京ベイクドベース／
10個入 1,188円
毎年夏限定の大人気商品のサ
ンドクッキーです。メロンフレーバー
の爽やかな余韻を冷たいお飲み
物とどうぞ！！

ノルウェー

オスロ ノルディック・ピルスナー
紀ノ国屋アントレ／657円
フローラルで爽やかな穀物の香り、
北欧のクリーンなイメージにぴったり
のノルウェースタイルのビールです。

【エキュート大宮】
タイ

カオマンガイ（茹で）
カオマンガイキッチン／800円
鶏ガラなどで炊いたスープで鶏を
茹で、そのエキスが凝縮されたス
ープで炊いたジャスミンライスの上
に、茹で鶏をのせたタイの屋台で
人気のカオマンガイです。

イタリア

中国

パーネ・トスカーノ
ブーランジェリー ブルディガラ
／270円

フルーツ杏仁
フルーツピークス アルティザン
／1個 500円

イタリアのやわらかいカンパーニュ。
オリーブオイルを練りこみ、軽く爽
やかな仕上がりです。

自家製の濃厚な杏仁豆腐と、新
鮮な果物、さっぱりとしたゼリーを
合わせました。フルーツピークスの
人気商品です。

フランス

パリ・ブレスト
アンドメルシィ／360円
シュー生地の間にヘーゼルナッツ
のバタークリームがサンドされたフラ
ンスの代表的なお菓子です。
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Topic2． 「野菜の日」キャンペーン「ENJOY！駅ベジ」
8月31日は「野菜の日」。エキュート各施設、グランスタ東京を始めとする東京駅周辺施設では、生活に身近な駅で「野菜の日」を知り、気軽に野
菜を楽しむきっかけにしてもらいたいという思いから、「ENJOY!駅べジ」をテーマとしたキャンペーンを開催します。
忙しい日々を送る20～40代に向けて、ひと皿で様々な栄養素を効率良く摂取できるバランスのとれた「パワーサラダ」やいつもの食事にプラスしやす
いメニューなど、手軽に野菜を楽しめる商品を多数展開します。
■「野菜の日」キャンペーン開催概要
・期間：8月17日（火）～8月31日（火）15日間
・場所：エキュート各施設‥大宮・大宮 ノース・日暮里・上野・東京・京葉ストリート・品川・品川 サウス・立川・赤羽
マーチエキュート神田万世橋・エキュートエディション飯田橋・エキュートエディション横浜・エキュートエディション有楽町
東京駅周辺施設‥グランスタ東京、グランスタ丸の内、キッチンストリート、黒塀横丁、北町ダイニング、グランルーフ、グランルーフ フロント、グランアージュ
その他施設‥五反田駅、新木場駅、新橋駅、リエール藤沢
・内容：野菜を使ったメニュー、キャンペーンの展開

ひと皿で栄養バランスがとれる主役級！「パワーサラダ」

トロピカルフルーツのグレインズサラダ
CITYSHOP（グランスタ東京）
1,320円
「第7の栄養素」と呼ばれ注目が集まって
いる「ファイトケミカル」を多く含む夏の食
材で作ったパワーサラダ。トロピカルフルー
ツやキヌアなど25種の具材をセレクトしま
した。

ローストチキンとオレンジのパワーサラダ
デリコメール（エキュート日暮里）
598円
ローストチキンと相性の良いオレ
ンジを添えた爽やかな味わい。ク
ルミとクランベリーのトッピングと、
すりおろし人参ドレッシングがアク
セントです。

ガドガドパワーサラダ
ミスターチキン鶏飯店
（エキュート品川）
1,000円
蒸し野菜や厚揚げ等にピーナ
ッツベースのドレッシングをかけて
、「ごちゃまぜ」にして食べるイン
ドネシアのサラダです。

ローストビーフリーベル風
果実園リーベル（エキュート立川）
1,500円
自家製ローストビーフと自家製
ドレッシング、8種類以上の新
鮮なフルーツをお好みで組み
合わせてお召し上がりください。

忙しい日もワンハンドで手軽に！野菜たっぷりパン

大豆ミートとアボカドのサンド
Be! FRUITS SANDWICH
（グランスタ東京）1袋2切 680円

バナナ入り大塚にんじんクリームサンド
サンドイッチハウスメルヘン
（エキュート東京） 1袋2切 410円

大豆から作ったヘルシーなベジミー
トハムと、アボカド、人参、トマトを
たっぷりサンド。チーズとカレー風味
がアクセントです。
※グランスタ東京限定

山梨県産の栄養価の高い大塚に
んじんピューレと生クリームを合わせ
た、身体に嬉しいベジタブルスイーツ
サンド。朝食におすすめです。
※エキュート限定

ジャンボン・エ・シソ
ブーランジェリー ブルディガラ
（エキュート大宮）1個 270円
国産豚ロース肉の上品な味わいを
活かしたハムとしそのマリアージュ。

野菜の三色パン
キムラスタンド(エキュート日暮里)
1個 170円
人参・ビーツ・ほうれん草の3種の
野菜ペーストを生地に練り込んだ
色鮮やかな一品。ほのかな甘い味
わいも魅力です。

野菜スイーツも！新感覚の野菜メニュー

①

②

③

④

ヴィーガンアボカドバーガー
TOKYO ALEWORKS
（エキュートエディション有楽町）
1,400円
ヘルシーな大豆ミートパティに
アボカドをトッピング。バンズも
マヨネーズも全て動物性食品
不使用です。

マカロン レギューム
ダロワイヨ（エキュート立川）
1個 216円
野菜と果物を組み合わせたマ
カロンの詰め合わせです。
①キャロットxフランボワーズ
②ポム ド テール ドゥ-スxカシス
③ポティロンxアプリコット
④エピナxポンム ヴェール

ケロッ葉せんべい
富士見堂(エキュート日暮里)
480円

「うなぎ “夏”ベジサンド」
うなぎ 成田新川(グランルーフ)
1,000円※テイクアウト限定

ケールとブロッコリーが結婚してでき
た新顔野菜「ケロッコ」の葉を細かく
してまぶした、栄養たっぷりのお煎
餅です。

ふっくら鰻とパンの意外な組み合わ
せです。たっぷり夏野菜と特製ワサビ
マヨが食欲をそそります。
※グランルーフ限定
※限定数量1日10個
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キャンペーン情報
■アクリルチャームプレゼント
対象店舗で「パワーサラダ」を購入すると、先着で合計831名様に
「キユーピーとヤサイな仲間たち アクリルチャーム」をプレゼントします。
【対象店舗】
下記施設内「パワーサラダ」販売店舗
エキュート大宮、エキュート日暮里・エキュート上野、エキュート東京、
エキュート品川/品川 サウス、エキュート立川、エキュート赤羽、グランスタ東京、
グランスタ丸の内、キッチンストリート、黒塀横丁、グランルーフ
※各店なくなり次第終了
※チャームは全９種類です
※チャームの種類はお選びいただけません
※チャームは店頭にてお渡しします

■Twitterキャンペーン
いずれかの以下対象アカウントをフォローして、キャンペーン告知ツイートを
リツイートいただいた方から抽選で400名様にキユーピーおすすめのドレッシング3本セットが当たります。
【対象アカウント】
エキュート大宮/大宮 ノース、エキュート日暮里、エキュート上野、エキュート東京/京葉ストリート、
エキュート品川/品川 サウス、エキュート立川、エキュート赤羽、グランスタ、NewDays、
エキナカShop info@JR新橋駅
【応募期間】
8月17日(火)～8月31日(火)

Topic3．夏本番！「TROPICAL Sｗeets」
いよいよ夏本番！エキュート日暮里・立川では、南国のトロピカルフルーツ使ったスイーツやパン、トロピカルカラーや南国をイメージするグッズなどを
展開します。見た目も華やかで、トロピカルなリゾート気分を感じられるアイテムをテイクアウトして、夏を感じる太陽の下やご自宅でグルメな夏休み
を過ごしませんか？
■「TROPICAL Sｗeets」開催概要
・期間：8月2日（月）～8月16日（月）15日間
・場所：エキュート日暮里・立川
・内容：南国のトロピカルフルーツを使ったメニューの展開

【エキュート日暮里】

マンゴー水羊羹
深川伊勢屋／1個 210円
マンゴーの果肉とピューレを使った、
夏限定の水羊羹。爽やかな甘さと
和の味わいが見事に融合した一品
です。

国産マンゴーロール
パティスリー アンドゥ／
1,800円
サクサク生地とカスタードの甘さが
フレッシュなマンゴーの味わいを惹き
立てます。

マンゴーのティラミスカップ
シーキューブ／594円
トロピカルフルーツのジュレが層にな
って、ごろごろのマンゴーの果肉がト
ッピングされた、季節限定のティラミ
スカップです。

旬の果実の極上たまごプリン
-マンゴーオーヴォ／1個 430円
極上たまごをたっぷりと使用した
濃厚なプリンに、とろける甘さの
マンゴーソースが相性の良い一品
です。
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【エキュート立川】

トロピカル
キャトルキャール／594円
トロピカルフルーツのムースの中に
ココナッツのムース入り。さらにパッ
ションフルーツのジュレとマンゴーの
グラサージュを重ねました。

ヴェリーヌマンゴー
パティスリー ドゥ シェフ フジウ
／540円
ココナッツムースにマンゴージュレを
合わせた夏らしいカップデザートで
す。

マングー
ダロワイヨ／594円

タヒチ
イルフェジュール／540円

ジェノワーズ生地とマンゴーのクリー
ム・コンポートを重ね、マンゴーの見
た目を表現したケーキです。

山盛りマンゴーとパッションフルー
ツムースのタルトです。

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 サウスゲート新宿ビル6階
設 立：2021年（令和3年）4月1日
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。
主な運営施設：エキュート、グランスタ
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