
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、9月6日（月）から9月21日（火）までの期間、エキナカ商業施設
「エキュート」品川・品川 サウス・日暮里・立川・大宮にて、「まんまるお月見Week」を開催します。期間中は、定番
の月見団子に加え、うさぎや月をモチーフにしたスイーツ、グルメを多数取り揃えます。お月見気分のあがるテイクアウト
スイーツやエキナカグルメで、9月21日（火）の十五夜をお楽しみください。
また、エキュート日暮里では、9月1日（水）の「防災の日」を機に「もしものイイもの」キャンペーンを開催します。
日常的に使用出来て、もしもの時の備えにもなるアイテムを提案します。ぜひご注目ください。

【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

【報道関係者各位】 2021年8月20日(金)
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
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エキナカ商業施設「エキュート」初秋イベント情報
～お月見気分のあがるテイクアウトスイーツや、最新防災アイテムをご提案！～

※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）

TOPIC2. 9月1日は「防災の日」！「もしものイイもの」キャンペーン
期間：9月1日（水）～9月12日（日）

TOPIC1. 9月21日は十五夜！「まんまるお月見Week」

期間：9月6日（月）～9月21日（火）※大宮、日暮里は9月13日（月）～9月21日（火）



Topic1-1．お月見の定番！月見団子

※紹介している商品はすべて税込価格です。
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Topic1．9月21日は十五夜！「まんまるお月見Week」

9月21日（火）は美しい月が見える日のひとつ「十五夜」です。エキナカ商業施設「エキュート」品川・品川 サウス・立川・日
暮里・大宮では 9月6日（月）～9月21日（火）の期間、「まんまるお月見Week」を開催します。期間中は、定番の和菓
子やうさぎや月をモチーフにしたスイーツ、グルメを多数取り揃えます。 お月見気分のあがるテイクアウトスイーツやエキナカグルメで、
9月21日（火）の十五夜をお楽しみください。

■「まんまるお月見Week」開催概要

・期間：9月6日（月）～9月21日（火）※大宮、日暮里は9月13日（月）～9月21日（火）

・場所：エキュート品川・品川 サウス・日暮里・立川・大宮

・内容：定番お月見スイーツ、うさぎや月モチーフのメニューの販売

口当たりの良いこし餡を包んだひと
口サイズの小餅と、見た目も可愛ら
しいうさぎ饅頭の詰合せ。お月見に
ぴったりの逸品です。
※販売期間：9月20日、21日

月見団子
銀座甘楽（品川・立川・大宮）
1セット（16個入） 1,029円

月見だんご（あん入り）
深川伊勢屋（日暮里）

8個入640円、15個入1,200円

15個のお団子にこしあんとかわいい
月と兎の和三盆糖が付きます。
十五夜の21日限定販売です。
※販売期間：9月21日

お月見団子
自由が丘蜂の家（品川、大宮）

1セット 864円

上新粉で作り上げた十五夜限定の
月見団子です。お好みで付属の
きな粉をつけてお召し上がり下さい。
※販売期間：9月21日
※限定30セット

月見団子
ふるや古賀音庵（品川）

1セット 972円

栗大福
芋屋初代仙次郎（立川)

※イベントスペース「HITO-TOKI」

270円

揚げ団子
御門屋（品川）

1個 205円/6個 1,458円

大粒の栗を丸ごと一粒いれた秋限
定の大福です。少しの塩気がアクセ
ントのお餅と甘さ控えめの粒餡が栗
の甘さを引き立てます。
※出店期間：9月6日～20日
※限定50個/日

御門屋自慢の白餡に、それぞれり
んごや桃のコンポート、日向夏のピ
ールを合わせた3種類の揚げ団子。
フルーツの瑞々しい爽やかなお味が
口いっぱいに広がります。
※エキュート限定
（東京駅「御門屋TOKYO」でも取扱いあり）

優しい甘さのこしあんを上新粉で作
るもっちり食感のお団子で包み込み
ました。素朴な味わいで食べ応えの
あるお月見団子です。
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※紹介している商品はすべて税込価格です。

Topic1-2．うさぎモチーフのかわいいスイーツ

Topic1-3． インパクト大！月モチーフのグルメ

なめらかな食感がお楽しみいただける
可愛らしいうさぎのプリンです。

お月見うさぎのプリン
ガトードボワイヤージュ（立川）

540円

うさぎのケーキ
マイスターシュトュック ユーハイム
（品川・大宮）1,620円

チーズムースの中に桃のジュレを
閉じ込め、上からレモンチョコをか
けた月のようなケーキです。
※エキュート立川限定

黄桃と洋梨をたっぷりの生クリームと
合わせてスポンジで包み、うさぎの形
に仕上げました。
※販売期間：9月13日～21日
（施設により異なります。）

お月見ムース
アンの工房（立川）

450円

お月見ラパン
キャトルキャール（立川）

1個 454円

月見うさぎのシルエット柄にココアパウ
ダーをかけ、チーズタルトを月に見立
てました。
※エキュート立川限定

ミルクチーズタルト
スイートガーデンカスタードマニア

（立川）1,080円

お月見バーガー風マリトッツォ。
バターをチーズに、あんこをパテ
に見立て、生クリームと黄栗で
目玉焼き風に仕上げたオリジナ
ルメニューです。
※エキュート日暮里限定

アンドゥお月見バーガー
パティスリーアンドゥ
（日暮里）450円

鶏ごぼうの混ぜご飯に、
味付け煮玉子が半分入
ったおむすびです。

ほとんど
煮玉子親子むすび

穂まれや（日暮里・立川）
240円

半熟卵と甘辛プルドポーク
がベストマッチ！
※エキュート品川 サウス限定
※提供時間：11:00～
※イートインのみ

お月見バーガー
タミルズ（品川 サウス）

900円

チョコレートのムースの中にクレー
ム･ブリュレ、さくさくのフイヤンティー
ヌを入れました。

マスカルポーネチーズとクリームチーズ
を使用した人気のチーズケーキに、
かわいらしいうさぎがやってきました。
お月見の時期限定の新商品です。
※エキュート大宮限定

うさぎのお月見ケーキ
アンドメルシィ（大宮）

2,280円

マグロと相性の良いトロロを合わ
せました。香り食感の良い葉わ
さびと一緒にお召し上がりくださ
い。
※エキュート品川 サウス限定
※イートインのみ

月見ねぎとろ
～葉わさびをのせて～

立喰い寿司 魚がし日本一
（品川 サウス）

2貫 330円



Topic2．9月1日は「防災の日」！「もしものイイもの」キャンペーン
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お洒落で役立つ！防災雑貨

9月1日は「防災の日」。エキュート日暮里では、防災意識を高めていただきたいという思いから「もしものイイもの」キャンペーン
を展開します。もしもの時ほど「食べ慣れているもの・使い慣れているもの」、「ちょっと良いもの」があると、きっと安心にもつながる
はず。防災用品に限定せず、日常的にも食べられて使えて、かつもしもの時の備えになるアイテムを提案します。
「防災の日」をきっかけに、備蓄をはじめてみてはいかがでしょうか。

■「もしものイイもの」キャンペーン開催概要

・期間：9月1日（水）～9月12日（日）12日間

・場所：エキュート日暮里

・内容：日持ちするスイーツやデリ、非常時に役立つ雑貨アイテムの展開

お湯を沸かすことができれば大活躍！あったかアイテム

新感覚の非常食！

晒は色々な用途にご利用頂けます。
包帯、おむつ、てぬぐい等防災グッズ
として必ず重宝します。普段使いに
も便利です。

晒 若葉(34㎝×5m)
濱文様

1,100円

5CCブレンドのドリップパックコーヒー。
お湯を注ぐだけで手軽にまろやかな
口当たりのコーヒーをお召し上がり頂
けます。

ドリップバッグコーヒー
5 CROSSTIES COFFEE

150円

可愛い柄や色合いの、衛生的な使い
捨てマスクが10枚も入ったセット。毎
日の鞄にも入れておくと安心なアイテ
ムです。

サラサラ不織布マスク
プレミィ・コロミィ

10枚入 各385円

国産牛スネ肉を中心に牛肉の旨みとコ
クを凝縮した逸品です。災害時にもお
湯があればこだわりの温かいカレーが味
わえます。

千駄木腰塚 特選ビーフカレー
千駄木腰塚

580円

髪やカラダのベタつきやニオイのケアはこ
の1本で！洗い流し不要の髪&ボディ
用シャンプーです。

ドライシャワー 髪カラダ
洗いたいときに

(リフレッシュサボンの香り・クリスタルブーケの香り)

プレミィ・コロミィ
各1,430円

まい泉のオリジナルブランド豚「甘い誘惑」
の豚バラ肉を使用し、やわらかな食感とコ
クのある旨みが楽しめます。具材がゴロゴロ
と入った食べ応え抜群の1杯。

まい泉の豚汁
とんかつ まい泉

345円

お米とくず餅乳酸菌からできた無添加
のバイオジェニックス飲料です。

飲むくず餅 乳酸菌
船橋屋

520g 1,300円

旨味たっぷりのソースと味わう、新感覚
のサバ缶。ガーリック、バジル、トマト、カ
リーの4つの味をセットに！アレンジしても
そのままでも美味しい。

サバスチャンセット
すしべん

4缶 2,700円

日持ちは製造から5年！北海道産の
小豆を使用した和菓子屋の練りよう
かんは、普段のおやつはもちろん、もし
もの備えにおすすめです。

練りようかん
羽二重団子

10個入 1,296円

※紹介している商品はすべて税込価格です。



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

株式会社JR東日本クロスステーションについて
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最新情報

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」 は、7月26日（月）よりスマートフォンのモバイルバッテリーレンタルサービス
「充レン」の導入を開始しました。バッテリーをレンタルしていつでも好きな場所で充電することができます。

【充レンとは】

レンタル当日から翌日24時まで1台330円（税込）で利用可能なスマートフォンのモバイルバッテリーレンタルサービス。

全国の約2,400カ所、鉄道駅だけでも約240駅（約300カ所）に設置された「充レン」のレンタルスタンドであれば

どこでも返却可能です。

詳細はHP （https://ju-ren.jp/）をご確認ください。

【設置場所】

グランスタ東京 B1改札内 スクエア ゼロエリア（レストラン横）

■【エキュート品川/品川 サウス】サマークーポンを公式LINEで配信

■【グランスタ東京】モバイルバッテリーレンタルサービス導入開始

エキュート品川・品川サウスは、8月17日（火）～8月31日（火）までの期間、税込2,000円以上のお買い上げで先着
1,000名様にご利用いただける500円オフクーポンを施設公式LINEにて配布します。

夏のショッピングをお得にお楽しみください。

※釣銭は出ません。現金とのお引換えもできません

※商品券、ギフトカード、その他店舗が特に指定するものには使用できません

※ニューデイズ、キオスク、券売機ショップでの利用不可となります

※エキュート大宮でも8月5日（木）～8月31日（火）まで導入します。（施設の状況により延長の可能性あり）
詳細はHP（https://ju-ren.jp/news/20210805-1.html）をご確認認ください。

https://ju-ren.jp/
https://ju-ren.jp/news/20210805-1.html

