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2022年4月26日(火)
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）は、2022年5月9日（月）から5月31日（火）までの期
間、運営するエキナカ商業施設「エキュート東京」にて『POP UP!北海道フェア』を開催
します。期間中は、北海道産の食材を使用したスイーツ、お弁当、デリ、ベーカリーなど
計25商品の個性豊かなグルメが登場。さらに、5月12日(木)から24日(火)まで、東京駅構
内のイベントスペース「スクエア ゼロ」では、新幹線荷物輸送サービス「はこビュン」で
新函館北斗駅からお届けする青果の販売や北海道名産品も販売します。
この期間は、東京駅で北海道の食の魅力をご体感ください。

北海道新幹線で運ぶ北海道の新鮮な青果を販売する期間限定イベントも！

北海道産食材を使用した東京駅限定のスイーツやお弁当が登場

東京駅『北海道フェア』を開催！

画像はイメージです
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クイニーアマンプレート
治一郎
1皿 450円 ※イートインのみ
エキュート東京店限定商品のクイニーアマンに北海道根釧地区産の
ミルクアイスをトッピングした至極の背徳デザート。

クロッカンシュー 濃厚ミルク
和楽紅屋
1個 360円
北海道産小麦とバターを使用したザクザクっとしたシュー生地に、
北海道産練乳の濃厚ミルククリームをたっぷりと詰めこんだ、東京
駅限定シュー。

エキュート東京限定！北海道産食材を使用したグルメ

十勝風豚丼
平田牧場
1折 980円
きめが細かく心地よい歯ごたえ、舌先でとろける甘く上質な脂が
特徴の平牧三元豚。脂ののったバラ肉を甘辛いタレで焼きあげた、
ご飯がすすむスタミナ豚丼です。

エキュート東京限定

エキュート東京限定・期間限定

郷土料理 山登りの「帯広豚丼」
刷毛じょうゆ 海苔弁山登り
1折 1,404円
北海道・帯広のご当地グルメ「豚丼」を山登り風に仕上げました。
豚バラの香ばしさと香り高い海苔との相性は抜群。
※フェア期間中、毎日14時頃から販売

エキュート東京限定・期間限定

北海道産コーンたっぷりシューマイ
PAOPAO
1パック 820円
北海道産のスイートコーンと和豚もちぶたのひき肉を合わせた斬新
なシューマイです。

エキュート東京限定・期間限定

エキュート東京限定・期間限定

エキュート東京限定！北海道ご当地グルメ「豚丼」

北海道産牛めし重
V PALETTE
1折 1,280円
道産牛のバラ肉と玉ねぎ、ごぼうを使用した牛めし重。柔らかく風
味豊かな北海道産牛肉を甘辛い特製タレで仕上げたおすすめの一品
です。

エキュート東京限定・期間限定
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期間限定！北海道産食材を使用したグルメ

北海道しあわせロール（ミルク）
イシヤ ジー
1本 2,268円
北海道産生乳の優しい甘さを楽しめるたっぷりのミルククリーム
を、しっとりとした真っ白な生地で一巻きに巻き上げました。北
海道産素材にこだわったしあわせを感じるプレミアムなロールケ
ーキです。

期間限定

豆寒天
船橋屋こよみ
1個 500円
絶妙な塩加減に仕上げた北海道富良野産の赤えんどう豆と伝統の
濃厚な黒蜜が見事に調和します。

エキュート東京限定・期間限定

サク（ラング・ド・シャ）（夕張メロン）
イシヤ ジー
1箱 1,566円
北海道の「夕張メロン」をチョコレートに使用した夏季限定のフレ
ーバー。夕張メロンの甘さと香りを、プレーンなラング・ド・シャ
で引き立たせました。
※エキュート東京店は5月9日から、他店舗は5月18日から販売

エキュート東京先行販売・期間限定

北海道産ゆめぴりか使用サーモンといくらの柚子胡椒漬け丼
えさきのおべんとう
1個 1,296円
「日本の米づくり100選」に選ばれる大雪山の麓で栽培される東川
産の「ゆめぴりか」を使用した、フェア期間だけの特別な一品。

期間限定

トロケッテウーノ（各種）
宇野牧場（出店期間：5月9日～5月22日）
1個 400円
搾りたての生乳でしか作れない！プリンでもヨーグルトでもない
四季のミルクの味を感じられる新しいミルクスイーツです。

期間限定ショップ・エキュート東京限定商品

プレミアム スウィート＆ソルティ チーズケーキ
Canvas Cakes（出店期間：5月23日～6月5日）
1ホール 3,480円（12cm×12cm）
使用材料・工程等、チーズケーキを構成する要素全てにこだわった
プレミアムな「北海道チーズケーキ」です。

期間限定ショップ
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北海道つぶあんぱん
東京あんぱん 豆一豆
1個 200円
北海道十勝産の特別栽培小豆
の餡を、冷蔵熟成させた発酵
種を使用したパン生地で包み
ました。
※エキュート東京限定

ブランのクリームチーズと
サーモン
サンドイッチハウスメルヘン
1個 518円
脂ののったスモークサーモンと
北海道産のクリームチーズを使
用した人気の惣菜サンド。

北海道産ポテトロール
アンデルセン
1個 291円
ごろっとした北海道産じゃが
いも「キタアカリ」を包み、
マヨネーズを絞りました。
※材料が無くなり次第終了

ティラミスL
ティラミススペシャリテ シ
ーキューブ
1個 1,296円
北海道の根釧地区の良質な生
乳を使用したマスカルポーネ
を贅沢にたっぷりと使ったこ
だわりのティラミス。

揚げまんじゅう こしあん
御門屋
1個 129円
北海道産の希少小豆「しゅま
り」を使った上品なこし餡の
蒸しまんじゅうを独自の製法
で揚げたおまんじゅうです。

名代草餅
菓匠 禄兵衛
1個 226円
「餡」には、皮が薄く、上品
な味わいが特徴である上質な
北海道十勝産小豆を使用。よ
もぎは、山奥にある自社の畑
で栽培したものを使用してい
ます。

定番人気！北海道産産食材を使用したグルメ

氏家かきめし
ふるさと料理福膳
1個 1,080円
大正6年創業の氏家待合所のかきめしです、自慢のタレとひじき
で炊き上げた絶品のご飯に、かき煮、つぶ貝煮、あさり煮の海の
幸とフキ煮、椎茸煮の山の幸を盛り付けた人気の駅弁。

元祖森名物 いかめし
ふるさと料理福膳
1個 780円
生イカの胴に生米（うるち米ともち米の混合）をつめて甘辛のた
れでじっくり炊き上げた人気のお弁当です。

THE定番！北海道ご当地グルメ（駅弁）
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新幹線で産地直送「うまいもの北海道展」開催！

JR東日本東京駅構内「スクエア ゼロ」にて、5月12日(木)～5月24日(火)の13日間、北海
道をテーマにしたイベントを開催します。期間中はJR東日本グループとJR北海道グループ
が連携して展開する、東北・北海道新幹線を活用した荷物輸送サービス「はこビュン」で運
んだ北海道の青果を販売します。また、ジンギスカン、縞ほっけなど北海道の名産品も販売
します。

■新函館北斗駅から東京駅へ「はこビュン」でお届け！

北海道の新鮮な青果を東北・北海道新幹線で輸送します。
東北・北海道新幹線による「はこビュン」を活用し、北海道産の新鮮な青果を東京駅に輸送し販売

します。

【輸送イメージ】

【対象列車/実施日】
・5月12日(木)はやぶさ236号（新函館北斗駅発 9:35 ⇒ 東京駅着 15:08）
・5月13日(金)はやぶさ18号 （新函館北斗駅発 9:35 ⇒ 東京駅着 14:08）
※天災等の影響により荷物輸送が行えない場合は実施中止となります。

■北海道の名産品が250品以上集合！
北海道の海産品、スイーツ、スープカレー、ラーメンなど厳選した北海道の”うまいもん”を

250品以上販売します。

松尾ジンギスカン 味付
特上ラム 1,750円
仔羊のモモ肉を秘伝のタレ
に漬け込み羊肉独特の香り
が少なく、食べやすい味に
仕上げています。

縞ほっけ 1,080円
身が厚く、脂のりたっぷり、
食べごたえもたっぷりな縞
ほっけです。口いっぱいに
ホッケの身の甘み、旨味が
感じられます。

花畑牧場 十勝カタラーナ
1,410円
アイスクリームのような口ど
けの冷凍・本格派イタリアン
ドルチェ。北海道のお土産と
しても人気の商品です。

【輸送品】アスパラ 500円（税込）

北海道産のアスパラは太陽の光をいっぱい浴びて育ち、夜には
根から養分を吸収した、優しい甘さが特長です。産地直送で前
日に採れた新鮮なアスパラをお届けします。

※5月12日(木)、13日(金)限定販売 各日到着次第販売予定

※新幹線の運行状況により、販売時間の変更・休止になる恐れ
があります。

「生産者」

（北海道）

「はこビュン」

（東北・北海道新幹線）



（6/6）

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、「エキュート」や「グランスタ」

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

函館山
©洞内定晴

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（表示4.0 国際）

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

■東京駅改札内外のデジタルサイネージ27カ所にて北海道の美麗な情景写真を放映

「スクエア ゼロ」ではプロ・アマチュアを問わず日本各地のカメラマンが撮影した情景写真を収

集・公開しているオンラインプラットフォーム「FIND/47」と連携し、映像コンテンツ「47 

WINDOW in Tokyo Station（ヨンナナウィンドウイントーキョーステーション）」を、東京駅改札

内外27カ所のデジタルサイネージにて公開しています。本イベントの開催に合わせて、期間中は北海

道内で撮影された美麗な情景写真を放映し、道産品の販売と合わせて、北海道の魅力を東京駅から発

信します。

「FIND/47」HP：https://find47.jp/ja/about/

夕刻の知床
©TAKAO_Tsushima

夕暮れのキタキツネ
©kkawamura 

【「うまいもの北海道展」開催概要】
・日程 5月12日（木）～24日(火)
・時間 各日：10:00～22:00 ※最終日17:00終了
・会場 JR東日本東京駅構内地下1階「スクエア ゼロ」
・協力 南北海道地産物流協同組合
・内容 北海道の海産品、スイーツ、グロサリー等販売

※列車を活用した荷物輸送サービス「はこビュン」を活用した青果販売は
5月12日(木)～13日(金)各日到着次第販売予定


