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報道関係者各位

㈱JR 東日本ステーションリテイリング(本社：東京都港区/代表取締役社長：貝瀬 厚)、
㈱JR 東日本リテールネット(本社：東京都新宿区/代表取締役社長：大和田 徹)、
㈱ジェイアール東日本都市開発(本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：出口 秀已)が運営するエキナカ商業施設エキュートは、

JR グループにおいて信州デスティネーションキャンペーンが7月 1日から行われていることにあわせて、エキュート全館において、7月3 日より、
「“心のごちそう”信州」をテーマに、信州エリアや長野県にちなんだ商品を集めたキャンペーンを展開します。
  信州エリアへの観光需要が最も高まる夏休みシーズンを前に、JR 東日本管内の駅や関係者と一体となってデスティネーションキャンペー
ンの訴求をすることで、お客さまの興味喚起に取り組みます。

７月３日～７月２３日

信州産食材を使用したオリジナルメニュー 全 55 種
エキュート全館で開催！ “心のごちそう”信州

ブルーベリーや桃、アプリコットを使ったエキュート限定スウィーツ ／ 信州ジビエなどの限定デリメニュー

キャンペーン概要
■キャンペーンテーマ ： “心のごちそう”信州
■期間 ： 7 月 3 日(月)～7 月 23日(日) ※一部商品は販売中
■場所 ： エキュート全館 (大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽)
■内容 ：

1. 信州産食材を使用した限定開発メニュー
◎生産量日本一をほこるブルーベリーなど、各種長野県産フルーツを使用した限定スウィーツ
◎長野県が近年力を入れている「信州ジビエ」など、信州の魅力を味わえる限定デリメニュー

2. 信州エリアの名店が期間限定出店
3. 信州エリアにちなんだ企画を開催

1. 信州産食材を使用した限定開発メニュー
エキュートに出店している各ショップで、キャンペーンテーマ「“心のごちそう”信州」に沿うオリジナルメニューを開発。
①信州素材を使用し、素材の良さを活かしてつくった、心と身体を癒すヘルシーな商品
②信州の名物（農水産品、調味料など）を使用し、懐かしさを感じるアレンジを加えた商品
という 2 つのテーマにもとづいて、限定スウィーツや、限定デリ・レストランメニューが数多く登場します。

【商品の一例】 ※詳細は別紙をご参照ください。

【キャンペーンビジュアル】



3. 信州エリアにちなんだ企画を開催
（１）イベント
■「アルクマ」とのふれあいイベント
長野県の観光ＰＲキャラクター 「アルクマ」が、駅長の制服姿で館内に登場。記念撮影などを自由に楽しめます。

■世界にひとつ！親子で取り組む「みそづくり体験」
長野県に本社を構える「マルコメ株式会社」の協力のもと、夏休みの自由研究にもぴったりなオリジナル味噌を手づくりできる体
験型イベントを開催します。事前予約制につき、詳細は HP にてご案内します。URL：http://www.ecute.jp/tachikawa/

日時 ： 7 月 16 日（日）11：00～12：00 ・ 14：00～15：00
場所 ： エキュート立川 3 階タマリバ（イベントスペース）※改札外
参加費 ： 無料（各回先着10 組 20 名さま・小学生のお子さまと保護者・事前予約制）

■「信州上田おもてなし武将隊」 来館
勇猛の将「真田幸村」をはじめとする真田十勇士のメンバーが、演舞やグリーティングなどのパフォーマンスを行います。

日時 ： 7 月 8 日（土）12：30～ ・ 15：30～  場所 ： エキュート上野
■日本城郭史学会代表・西ヶ谷恭弘氏による『信州の名城と古城』を紹介するパネル展示

期間 ： 7 月 3 日（月）～7 月 23 日（日）  場所 ： ＪＲ上野駅 3 階連絡通路 ※改札内

（２）抽選プレゼント
各ショップにてお買い上げの金額に応じた抽選プレゼントキャンペーンを開催。軽井沢で人気のホテル宿泊券や地元の食材を詰合
せたギフトセットなど、「“心のごちそう”信州」を体感できる賞品を抽選で合計 100 名さまにプレゼントします。応募方法や賞品の詳
細は 7 月 1 日に開設する HP にてご案内します。 URL：http://www.ekipara.com/special/201706_shinshu/

対象期間 ： 7 月 3 日（月）～7 月 23 日（日）
対象施設 ： エキュート全館 (大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽) 

※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※画像はイメージです。
※一部商品は、JR 東日本が運営するオンラインサービス “ネットでエキナカ” からの事前予約も可能です。

7 月 15 日（土） 7 月 16 日（日） 7 月 17 日（月・祝）

日 時 11：00 15：15
16：30 12：00 15：30 11：00 14：00

場 所 大宮 赤羽 日暮里 東京 品川 サウス 品川

2. 信州エリアの名店が期間限定出店

ショップ：根元 八幡屋礒五郎
期間：7月3日（月）~7月9日（日） 場所：エキュート品川 サウス
江戸中期に初代が長野県・善光寺の境内で七味唐辛子を販売し始めたのが始まりだと言わ
れる歴史ある地元の名店「八幡屋礒五郎」。辛味と香りの調和のとれた独特の風味は、山国
信州だからこそ出せる味わいです。今回常設ショップとコラボレーションした限定開発メニューにも
数多く登場する「八幡屋礒五郎」の催事ショップを期間限定で展開します。

キャンペーン期間中に信州エリアの名店が期間限定でエキュートに出店します。
【ショップの一例】 ※詳細は別紙をご参照ください。



※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。

＾

別紙１-1

信州産食材を使用したスウィーツ

全国で生産量トップを誇る信州・長野県の名産品「ブルーベリー」をはじめ、 などをアレンジしたスウィー
ツの数々 育まれたフルーツを通じ、信州の魅力を発見していただけます。エキュート限定スウィーツは期間限定で販売します。

エキュート大宮限定
【チーズケーキング エフ】
信州ブルーベリータルト
1ピース 432円

収穫最盛期の信州ブルーベリーをタルトケーキ
にふんだんに飾りました。チーズクリームとの相
性もピッタリです。

エキュート品川限定
【パティスリー QBG】

ブルーベリーとヨーグルトのタルト
1個 550円

信州のブルーベリーとヨーグルトクリームで飾った
タルトケーキ。爽やかでみずみずしいおいしさが
口いっぱいに広がります。

エキュート大宮・品川・赤羽限定
【ボビーユーハイム】

信州ぶどうの杏仁プリン
1個 475円

なめらかな食感の杏仁プリンの上にぶどうのクラ
ッシュゼリーを重ね、信州産のぶどうを飾った夏
らしい爽やかなスウィーツです。

エキュート立川限定
【スイートガーデン カスタードマニア】

信州産杏とチーズのタルト（直径 14 ㎝）
1,250円 ※1 日限定５台

甘酸っぱい信州産のあんずをふんだんに使い、オ
ーブンで丁寧に焼き上げたチーズタルト。

エキュート立川限定
【イルフェジュール】

あんずのタルト（直径 8 ㎝）
1台 508円 ※1 日限定５台

信州産のあんずを香り高い自家製タルトと、
カスタードクリームで仕上げた限定商品です。

エキュート日暮里限定
【深川 伊勢屋】
あんずもち
1個 190円

信州産の爽やかなあんずと自家製しろあんが
絶妙なおいしさのハーモニーを奏でます。

エキュート日暮里
【パティスリーアンドゥ】

信州ブルーベリーのタルト（直径 9cm）
1,944円

旬の信州ブルーベリーをぜいたくに使ったフレッシュな
タルト。初夏にふさわしい爽やかなおいしさです。

エキュート大宮【シーキューブ】
エキュート東京【ティラミス スペシャリテ

シーキューブ】
白桃のロールケーキ 1,512円

シフォンのような軽い食感の生地と桃の香りの
クリーム、みずみずしい信州産の桃の組み合わ
せは暑い夏でもさっぱり召し上がれます。

エキュート東京限定
【奈良 天平庵】
あんみつ（桃入り）

850円
自家製の粒あん、白玉の入ったフルーツたっぷり
のあんみつ。期間限定で信州の桃を添えてご
提供します。（イートイン限定商品）

大宮・品川・立川・日暮里・東京 運営：㈱JR東日本ステーションリテイリング

―リリースに関するお問い合わせ―
㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部 TEL 03-3423-8910 Email pr@ecute.co.jp



※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。

信州の清流からつくられたわらびもちやくずもち、長野県産のフルーツを加工したゼリー、名産の栗を使った和菓子などを扱う地元のショップが
期間限定でエキュート大宮・品川・立川・日暮里・東京の各店に出店します。

期間限定出店 イベントショップ

別紙１-2

信州産食材を使用したデリ・レストランメニュー

「信州ジビエ」を存分に味わえる商品のほか、信州牛や野沢菜などの長野県産食材を使用したデリをラインアップしました。また、「八幡屋礒
五郎」は 1736 年に善光寺の境内で七味唐辛子を売り出して以来続く老舗。コラボレーションした商品も期間限定で販売します。

限定

エキュート東京限定
【パオパオ】

信州産野沢菜のジャンボ肉まん
1個 500円

通常サイズの約 2 倍の大きさを誇るジャンボ肉
まん。信州産の野沢菜を使用し、アクセントに
ゆずを加えました。※インターネット「ネットでエキナカ」サイトで
の事前予約限定販売商品。右の小さな肉まんは参考サイズ（販売な
し）です

エキュート品川限定
【バル マルシェ コダマ】

鹿肉のロースト バジルソース添え
1,990円

脂肪分が少なく、鉄分豊富な信州産鹿肉本来の
旨味を味わえるよう、シンプルにローストにしました。

エキュート品川限定
【ターブルオギノ】

信州味噌と七味の長野県産鹿テリーヌ
680円

信州産本州鹿を使用したテリーヌ。ソウルフード
である信州味噌と八幡屋礒五郎の七味唐辛
子を効かせました。

エキュート品川
【シターラダイナー】
夏鹿のカレー
1,380円

淡白な野生の信州産夏鹿を、旬のトマトをベ
ースにさっぱりと仕上げた自然を感じるカレー。

エキュート立川・東京限定
エキュート立川【串くら】

エキュート東京【串くら京都・御池】
ささみ串（信州善光寺八幡屋礒五郎使用）

1本 250円
人気のヘルシーなささみ串に、信州八幡屋礒五
郎のピリっときいた七味を使用した限定品。

エキュート日暮里限定
【千駄木腰塚】

信州黒毛和牛の味噌すき焼き弁当
1,680円

りんごを食べて育った信州牛を存分にお楽しみ
いただけるお弁当。甘辛のたれには信州味噌を
使い、風味よく仕上げました。

[イベントショップの一例]
長野県の素材で作ったチーズケーキがエキュート立川・上野に登場
●イベントショップ：あづみ野菓子工房 彩香
●販売場所および展開期間：

エキュート立川 HITO-TOKI（イベントスペース）7月17日（月・祝）～7月23日（日）
エキュート上野 イベントスペース           7月3日（月）～7月13日（木）

2016 年第 7 回ニッポン全国おやつランキング全国第 1 位グランプリ受賞をしたショップが期間限定でエキュート立川に
登場。看板商品の「チーズ in タルトバウム」は信州りんごをたっぷりと練り込み、さらにコンポートを贅沢にトッピングしたバ
ウムクーヘンです。冷やしても温めてもおいしくいただけます。
このほかにも、地元で人気のショップが期間限定でエキュートの各館に登場します。 チーズ in タルトバウム 1 個 270 円

大宮・品川・立川・日暮里・東京 運営：㈱JR東日本ステーションリテイリング

―リリースに関するお問い合わせ―
㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部 TEL 03-3423-8910 Email pr@ecute.co.jp
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