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2021年11月4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
株式会社ジェイアール東日本都市開発

JR有楽町～新橋駅の赤レンガアーチが特徴の5施設にて

『ドイツフェア2021』初開催！
この時期だけのメニューや限定デザインの雑貨の販売、ドイツ関連企業の特別展示も！

開催期間：2021年11月19日～11月30日
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）と株式会社ジェイアール東日本都市開発（ 所在地：東京
都渋谷区、代表取締役社長：出口 秀已）は、運営するエキュートエディション有楽町・新橋
駅・マーチエキュート神田万世橋・日比谷OKUROJI・日比谷グルメゾン（東京ステーショ
ン開発株式会社）にて、2021年11月19日(金)～11月30日(火)の期間、『ドイツフェア
2021』を開催します。
本フェアは、ベルリンの高架橋をモデルにドイツ人鉄道技師が設計したJR有楽町駅～新橋
駅と神田万世橋にある赤レンガアーチ高架橋を活かした空間が特徴の5施設が連携する初め
ての企画です。期間中は、この時期だけのメニューや限定デザインの雑貨の販売、ドイツ関
連企業による各施設での特別展示などのイベントも多数開催します。まるでドイツにいるよ
うな雰囲気をお楽しみいただける『ドイツフェア2021』各施設の展開にご注目ください。

画像はイメージです

フェア概要
■フェア名称：日独交流160周年記念 ドイツフェア2021
■開催期間：2021年11月19日(金)～11月30日(火)
■参加施設：エキュートエディション有楽町・新橋駅・マーチエキュート神田万世橋・
日比谷OKUROJI・日比谷グルメゾン（東京ステーション開発株式会社）
■展開内容：ドイツ関連商品の販売、フードメニューの提供、ドイツ関連企業の展示
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（商品の一例、価格は全て税込）

参加ショップ・販売商品の紹介

常陸野ブルーイング・ラボ
（マーチエキュート神田万
世橋）
ソーセージ＆ヴァイツェン
ビール（Lサイズ）コンボ
2,500円
ドイツといえば！の定番、
ソーセージとドイツ発祥の
白ビールをお得なセットで
ご用意いたしました！

DRAスタンド/ウラドラ（
日比谷グルメゾン）
ドイツソーセージ2種盛り
900円
あらびきソーセージと白ソ
ーセージの2種盛り合わせ
！
12tapのクラフトビールと
も相性抜群の商品です！

THE STAND 有楽町
（エキュートエディション
有楽町）
ジン各種
1,000円 *割りもの＋100円
ドイツの本場のジンをぜひ
店内でお召し上がりくださ
い。

TOKYO ALEWORKS
STATION TAPROOM（エキ
ュートエディション有楽町）
ビール各種
本格ドイツスタイルビール
Pint 1,150円 Half 750円
数々の賞に輝く東京エールワー
クスが手掛ける『本格ドイツス
タイルのビール』。ドイツ発祥
のプレッツェルはアメリカでは
ビールのおつまみとして大人気
。この機会に本場の楽しみ方に
チャレンジしてみよう！

oh My Glasses TOKYO
（マーチエキュート神田万
世橋）
ドイツ製フレームフェア
ドイツ製メガネフェア！
ドイツのトレンドアイウェ
アを多数取り揃えました。

FANS.新橋
（新橋駅）
カカト交換・靴底修理
4,070円～
耐久性に優れたドイツ製最
高級素材を使用した靴修理
です。
足元から高級感を演出しま
す。

シュマッツ・ビア・ホール（
日比谷グルメゾン）
ロティサリーチキン ハーフ
サイズ 1,738円
ドイツ人オーナーがオクトー
バーフェストのビヤホールを
イメージしてオープンしたシ
ュマッツビアホール！当店で
超人気のロティサリーチキン
でお祭り気分をお楽しみくだ
さい♪※写真はフルサイズです。

nomuno EXPRESS
（エディションエディショ
ン有楽町）
飲み放題
最初30分: 1,100円
延長30分ごとに: 550円
ワインでおいしくドイツフ
ェアを楽しみましょう。
BIGORIパスタとも相性抜
群です。

Tokyo noble*
（日比谷OKUROJI）
スマートブレラ
1本 7,700円
ミニチュア傘
1,320円
Tokyo noble*では、職人
が1本1本丁寧に作り上げ
る傘をご案内しております
。ドイツ国旗カラーをイメ
ージした各色の傘はカスタ
マイズすることができます
。人気のミニチュア傘は、
ドイツ国旗風のカラーをご
用意しております。

板前バルLIVE FISH
MARKET
（日比谷グルメゾン）
クライナーファイグリング
1瓶 500円
ドイツだけでなくヨーロッパ
や日本のパーティシーンを彩
るリキュール。
6種類のフレーバーからお好み
のものを選んでお楽しみくだ
さい！

荻野屋 弦（エキュートエ
ディション有楽町）
峠の釜めし
1,100円
峠の釜めし「荻野屋」が生
み出す、イートイン併設型
の新業態。峠の釜めしを運
んでいたのはなんとドイツ
製アプト式鉄道！「駅弁」
の歴史とともにお楽しみく
ださい。

水野染工場
（日比谷OKUROJI）
茜染めレンガ色ストール
1本 6,600円～11,000円
明治の始まりとともに西洋の知
識をどんどん取り入れた日本。
たくさん生まれたドイツ語由来
の日本語。「媒染（Beizen）」
もそのひとつ。
「金属イオンを利用して草木の
色目の定着と発色をうながす工
程」我が国に染色技術とその化
学的意味合いが伝わった歴史な
どをパネルでご紹介します。
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染の安坊
（日比谷OKUROJI）
手ぬぐい「赤レンガの駅」
1,320円
赤レンガで美しく構築され
た庁舎を描き表した手ぬぐ
いです。
染の安坊 日比谷OKUROJI
店オープン記念に販売開始
いたします。

（商品の一例、価格は全て税込）

KUSKA&THE TANGO
（日比谷OKUROJI）
ツイードパネルネクタイ
16,500円
シルクツイードと定番のフ
レスコ生地をパネル状に織
り込んだネクタイ。
OKUROJIの高架下のレン
ガをイメージして作製しま
した。

さばえめがね館東京店
（日比谷OKUROJI）
11月23日限定 レンガ色で作
ろう！手作りめがね教室
＆オーダーめがね受注会
33,000円～
レンガ色の生地やお好きなデ
ザインを選んで、めがねを手
作りする。世界に一つだけの
めがねと共に、大切な思い出
も出来上がります。※完全予約制で
す。詳しくは店舗までお問合せください。

ジェーエス・レネップ
~hanare~
（日比谷OKUROJI）
当店の本場ドイツソーセー
ジ・ハム・ベーコンの全種
盛り合わせプレート
3,300円
当店にある自慢のソーセー
ジ・ハム・ベーコンを豪快
に味わい尽くす特別なプレ
ートをご用意しました。

二クバルCARNIVOR
（日比谷OKUROJI）
リーストリングクアント
glass 850円
柑橘系のジューシーさ、軽
やかな心地良い甘さで、ビ
ギナーの方でも美味しくお
愉しみいただけます！

天ぷらとワイン 大塩
（日比谷OKUROJI）
リースリング
glass 539円
少し甘めのトロピカルアロ
マ。ミネラル・バランス◎

※1日5食限定

RED C/RCLE
（日比谷OKUROJI）
ビッグチョリソー
1,408円
「肉」をガツンと感じる、
旨みと食べ応え。

THE HAMILTON GS
（日比谷OKUROJI）
ドイツ産チーズとドイツのリ
キュールを使ったカクテルセ
ット
1,650円
ドイツ産のチーズ「カンボゾ
ーラ」とドイツのリキュール
「ウンダーベルク」を使った
マリアージュセットです。

TEPPANYAKI 10 STEAKI
& LOBSTER
（日比谷OKUROJI）
自家製無添加ソーセージ
1,320円
当店手作りの生ソーセージ。
厳選された国産豚を使用。本
場ドイツの手作りの製法をそ
のまま再現し、シェフが鉄板
でお焼きします。

酒肴日和 アテニヨル
（日比谷OKUROJI）
ドイツワイン飲み比べ
1,600円
ソムリエが厳選するドイツを代
表するワイン３種、泡（ゼクト
）白（リースリング）赤（シュ
ペートブルグンダー）の飲み比
べを期間限定でご提供いたしま
す。この機会にドイツワインを
是非お楽しみください。もちろ
んグラスでもご提供いたします
。

WHISKY HOUSE MADURO
（日比谷OKUROJI）
ザッセ ラガーコルン ボルドー
フィニッシュ
1ショット 3,200円
ボルドーの五大シャトー、シ
ャトー・ラトゥールのバリッ
クに詰め8年間熟成させた希少
な限定商品です。

函館海鮮 うにくら
（日比谷OKUROJI）
ゴールドトラウム スパー
クリングホワイト
glass 792円
金粉入りのスパークリング
ワイン。辛口の中でも優し
い甘さが特徴的です。

NewDays新橋北改札内、
エキュートエディション
有楽町日比谷口・京橋口
でもドイツ関連商品を展
開！
（左から）リッター ミニリッターアソート 、ミルカ オレオ 、バールセン ズービスケット、バールセン ピックアップミニーズ チョコレート
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イベント①

ドイツフェア限定シールをプレゼント

ドイツ大使館公認”日独交流160周年”を記念した限定シールを、ご購入・飲食されたお客さまに
プレゼントします。
赤レンガアーチ高架橋をモチーフとしたデザインと、施設ごとに異なるカラーバリエーションで
全5種類ご用意しております！
期間：11月19日(金)～11月30日(火)
場所：各施設のドイツフェア対象ショップ
※なくなり次第終了

※画像はイメージです

イベント②

ドイツに関連したグッズ販売

アンペルマンは、1961年旧ドイツで誕生した歩行者信号のピ
クトデザインです。東西統合後復活し、現在交通安全のシンボ
ルとして活躍するほか、ドイツ統一や、復活のシンボルとして
様々に活躍しています。今回は『AMPELMANN POP UP
SHOP』として期間限定で出店し、アンペルマングッズの他、
ドイツに関連したグッズ販売をいたします。

期間：11月19日(金)～11月30日(火)
時間：11:00～20:00
場所：JR新橋駅北口改札外（SL広場側）

イベント③

フォルクスワーゲン展示会

フォルクスワーゲンは、「People‘s Car」として、世界中
で多く人々から愛され続けているドイツの自動車メーカー
です。
今回は、今年日本デビューした注目の最新モデルの中から
、先進のデジタル技術で、より安全で快適に進化した、フ
ォルクスワーゲンの代名詞8代目[Golf]。
320馬力×フルタイムAWDシステム４MOTIONを搭載。
「R」の名を冠して、パフォーマンスを追求したSUV
「Tiguan R」の2モデルを展示します。

期間：11月19日(金)～11月28日(日)
時間：11:00～20:00
場所：日比谷OKUROJI 特設会場
展示を記念して、素敵な賞品があたるプレゼ
ントキャンペーンを開催します。会場での応
募者には、もれなくフォルクスワーゲンオリ
ジナルグッズもプレゼントいたします。
詳細はQRコードからご覧ください。
※11月12日(金)サイトオープン予定
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イベント④

シュタイフ展示会

南ドイツのギンゲンという小さな町にあるシュタイフ社は
、世界最古のぬいぐるみメーカーです。1880年に世界で
初めて「ゾウの針刺し」のぬいぐるみを作りました。
1902年にはテディベアを初めて発明した企業としても有
名です。
詳細は、シュタイフ ジャパン公式HPのQRコードからご
覧ください。
今回の展示では、大きなぬいぐるみ『スタジオアニマル』
と小さな動物やテディベア達のにぎやかな会話が聞こえて
くるような、楽しい世界をご紹介いたします。

期間：11月19日(金)～11月30日(火)
時間：マーチエキュート神田万世橋営業時間に準ずる
場所：マーチエキュート神田万世橋1階N6区画

イベント⑤

(C) Margarete Steiff GmbH 2021

ルフトハンザ ドイツ航空 1/50飛行機模型展示会

ルフトハンザ ドイツ航空が1961年1月に日本に就航してから、今年で60周年を迎えることができ
ました。日本とドイツを結ぶ翼として多くのお客さまよりご信頼をいただき、コロナ禍において
も羽田＝フランクフルト線の運航を継続することができました。現在運休中の羽田＝ミュンヘン
線および関西＝フランクフルト線と中部＝フランクフルト線についても来年3月には運航を再開す
る予定です。次のドイツへのご旅行にはルフトハンザのご利用を心よりお待ち申し上げます。
今回は、ルフトハンザのボーイング747-8、「ジャンボジェット」の飛行機模型（旧塗装）を
展示いたします。
期間：11月19日(金)～11月30日(火)
時間：マーチエキュート神田万世橋営業時間に準ずる
場所：マーチエキュート神田万世橋1階N9区画
展示を記念して、週末（11月20・21・27・28日）にご来場の方
でSNSに投稿いただいた方には粗品をプレゼントいたします。
※特設カウンターにてお渡し
期間：11月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)
時間：11:00～18:30

イベント⑥

インスタライブ配信

※開始時間が前後する場合がございます

■11月22日(月)9:30～ 約30分
公益財団法人 日独協会（会員 久保健 様）×マーチエキュート神田万世橋
テーマ：ドイツ人技師と赤レンガアーチ ～東京の高架線はベルリンから～
■11月22日(月)20:00～ 約30分
マーチエキュート神田万世橋×グランスタ東京
テーマ：ドイツフェア2021の楽しみ方 ～フェアの魅力を対談形式でご紹介～
この他にも、フェア期間中はマーチエキュート神田万世橋と日比谷OKUROJIにて『ドイツフェア特
別展示』や各種イベントを実施いたします。詳細は、HP、SNSで随時お知らせします！
・マーチエキュート神田万世橋
HP：https://www.ecute.jp/maach Instagram：https://www.instagram.com/maach_ecute/
facebook：https://www.facebook.com/ecute.maach

・エキュートエディション有楽町
HP：https://www.ecute.jp/edition_yurakucho

（6/6）
・グランスタ東京
HP：https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/gransta_jp/

・新橋駅プロジェクト
HP：https://retail.jr-cross.co.jp/special/shimbashi

Twitter：https://twitter.com/Shimbashishop/

・日比谷OKUROJI
Instagram：https://www.instagram.com/hibiya_okuroji_official/

HP：https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/

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

設

立：2021年（令和3年）4月1日

サウスゲート新宿ビル6階

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、マーチエキュート、エキュートエディション、グランスタ

株式会社ジェイアール東日本都市開発について
商

号：株式会社ジェイアール東日本都市開発

本

社：東京都渋谷区代々木2－2－2

設

立：1989年（平成元年）4月20日

JR東日本本社ビル13階

代表取締役社長：出口 秀已
資本金：14億5千万円（JR東日本100%子会社）
開発管理事業について：
首都圏の高架下を中心に店舗開発からまちづくりまで、付加価値の高い魅力あふれる施設・空間を創造し
ています。
点の開発から線、面の開発へ、レンガアーチの景観を生かした「日比谷OKUROJI」、多世代共生型の施
設「コトニア」、ものづくりの街「2k540」など、地域と共に発展する「くらしづくり・まちづくり」
を進めています。
主な開発：日比谷OKUROJI、葛西臨海公園駅高架下ビル、秋葉原・御徒町駅間の高架下「AKI-OKA
STREET」、アルーク阿佐ヶ谷
●報道関係者からのお問合せ●
マーチエキュート・エキュートエディションに関すること
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（サニーサイドアップ内）
担当：戸田、王

MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

日比谷OKUROJIに関すること
株式会社ジェイアール東日本都市開発 開発事業本部 開発二部
担当：伊藤・堂下 TEL: 03-5334-1061 MAIL:hibiya-okuroji@jrtk.co.jp
掲載情報は11月4日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。

