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－ 本資料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 広報
Tel：03-3423-8910 Mail： pr@ecute.co.jp

株式会社 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)が運営するエキナカ商業
施設エキュート大宮、品川、立川、日暮里、東京の各店において、キユーピー株式会社とタイアップしたキャンペーン「Enjoy！
駅サラ」を開催します。

これは、8 月 31 日が「野菜の日」であることにちなんで、「野菜の日」を盛り上げることを目的
として取り組むものです。例年、残暑が近づくにつれて“さっぱりしたものを食べたい”というお客さ
まが多くいらっしゃいます。また、近年、女性のお客さまを中心にサラダメニューの人気が高まって
います。そうした需要を背景として、サラダをはじめ、野菜を中心とした期間限定のオリジナルメ
ニュー開発に取り組みました。駅を利用する方々に、手軽に野菜を食べる機会をご提供します。

8 月 31 日 は 「野菜の日」

駅でサラダを楽しもう！Enjoy！駅サラ
～ 100 種以上のキャンペーン商品を展開 ～

キャンペーン名称 ： Enjoy！駅サラ
期間 ： 8 月 21 日（月）～9 月 3日（日）14日間
場所  ： エキュート大宮、品川、立川、日暮里、東京
キャンペーン展開商品数 ： 84 ショップ 110 種
※キユーピー㈱の協賛により展開するキャンペーンです

TOPICS
（１）8月31日は何の日かご存知ですか？ 8月31日は「野菜の日」

・ 「8・3・1」が“やさい”と読めるという語呂合わせから、1983 年より「野菜の日」と制定されています。
（２）限定開発メニューを含む対象商品は全110種！ 【別紙 1-1・1-2】

・ エキュートの各専門店が参加するメニューは全 110 種！
・ そのなかでも、鉄分が豊富といわれるキヌアやアボカド、ほうれん草、ヒジキや牛・豚肉等を使用した

期間限定オリジナルメニュー「鉄サラ」がイチ押し！

（３）キユーピーとエキュートがタイアップ！ 各種イベントも展開 【別紙 2】
・ 「鉄サラ」をお買上げのお客さま先着 831 名に、アクリルチャームをプレゼントするなど、

各種イベントも展開します。

【キャンペーンビジュアル】



※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。※高解像度版の画像のご用意があります。

別紙１-1

「Enjoy！駅サラ」展開メニューの一例

エキュート大宮限定
【スシ デリシア】

鮪と海老のサラダちらし
810円

酢飯の上に、ひじきやアボカドなどの野菜、マグ
ロ、エビを散りばめ、ドレッシングで仕上げました。

エキュート大宮・品川・立川・日暮里限定
【てとて】

彩りあんかけの野菜団子
540円

野菜と白身魚のすり身を団子にして、彩りのよい
野菜あんかけと合わせました。※1 日限定10 パ
ック販売。

エキュート大宮限定
【ウィ カフェ】

サラダほうれん草とビーンズのトマトクリーム
990円

サラダ・ドリンクセット 1,190円
濃厚なトマトクリームに、ビーンズ、ベーコン、ほ
うれん草を使用した生パスタです。

エキュート大宮限定
【利久 ボウルズ】

三元豚肩ロース焼きプレミアム牛たんボウル
1,350円

上質なコクと甘みの、脂がのった宮城県産三
元豚をふんだんに使用。利久自慢の牛たん焼
きと新鮮な野菜を一緒にお召し上がり頂ける
贅沢なひと品です。

エキュート大宮限定
【カオマンガイ キッチン】
サラダなカオマンガイ

980円
数種類の野菜を茹で鶏をのせてマナオ（ライ
ム）ドレッシングでさっぱり仕上げました。

エキュート大宮限定
【パークサイドカフェ】

11品目の彩り野菜を使ったバーニャカウダ
1,200円

11品目のフレッシュな野菜を使った彩り豊かな
バーニャカウダです。ディナーのみご提供。

エキュート品川限定
【ブレッドワークス】
スピナッチブレッド

フルサイズ 500円 ハーフ 250円
水を一切使用せずに焼き上げた、ホウレンソウ
たっぷりの食パン。ほのかな香りと濃縮ミルクの
コクが味わい深い逸品です。

エキュート品川限定
【バル マルシェ コダマ】
ほうれん草とオレンジ

自家製ベーコンの生ハムサラダ
1,020円

レモンとオレンジの爽やかな香りと味わい。自
家製ベーコンと合わせた彩りよいひと品です。

－ 本資料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 広報
Tel：03-3423-8910 Mail： pr@ecute.co.jp
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エキュート東京限定
【大地を守るデリ】

キヌア入り雑穀のキャロットサラダ
420円

中央線のオレンジ色をイメージしたニンジンの
彩り鮮やかなサラダ。プチプチとした食感のよい
雑穀がヘルシーな逸品です。

鉄サラ
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別紙１-2

エキュート品川・日暮里限定
【小麦と酵母 満】
卵とほうれん草
1個 300円

バターソテーしたホウレンソウ、タマネギ、ベーコ
ンを玉子サラダ、チーズと合わせてサンドイッチ
にしました。

エキュート立川限定
【ステーションカフェ バーゼル】

砂肝のコンフィとミックスビーンズのサラダ
茹でこぼしニンニクソースのカレー風味

350円
砂肝のコリコリとした食感を活かしつつ、やわら
かなコンフィに仕立てました。辛み、臭みを抜い
たニンニクソースが食欲をそそります。

エキュート立川限定
【サイン】

おぼろ豆腐、ほうれん草、ミックスビーンズの
サラダ
800円

鉄分を多く含んだ野菜や豆類をたっぷりと盛り
付け、クリーミーなゴマドレッシングをかけて仕上
げたサラダです。

エキュート日暮里限定
【フェルツ】

ほうれん草と卵のクロワッサン
1個 314円

鉄分豊富なホウレンソウと彩りのよい玉子を
フェルツ自慢のクロワッサンでサンドしました。

エキュート品川限定
【浅草今半 シナガワビーフスタンド】

牛肉れんこんとポテトサラダ
430円

浅草今半人気商品の「牛肉れんこん」をトッ
ピングで使用。シャキシャキ食感のレンコンと
今半秘伝の割り下で仕上げたサラダです。

エキュート品川限定
【銀座若菜】

彩り野菜のサラダピクルス
388円

ダイコン、タマネギ、キュウリ、パプリカなど 7 種の
野菜を酸味のまろやかなピクルスに仕上げまし
た。

エキュート日暮里限定
【千駄木腰塚】

コンビーフとアボカドサラダのサンドイッチ
2切入り 580円

人気のコンビーフサンドにヘルシーなアボカドサラダ
が加わった限定商品。体が喜ぶ鉄分もたっぷりの
おいしいサンドイッチです。 ※8 月 25 日から販売

エキュート立川限定
【楽しいおかず】

ひじき入り12品目のコブサラダ
330円

ひじきやベーコン、ゆで玉子、ひよこ豆、アボカ
ド、トマトなど 12 品目が入った栄養満点のサ
ラダ。

－ 本資料に関するお問い合わせ －
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エキュート大宮・品川・立川・東京限定
【パオパオ】

キャベツたっぷり野菜の蒸しギョーザ
10個入 630円

鉄分豊富な豚ひき肉を使用し、キャベツ、ニ
ンジンを加えた蒸し餃子は青じそドレッシング
でさっぱりと召し上がれます。



1. 「鉄サラ」をお買い上げのお客さま先着 831名に、アクリルチャームをプレゼント
「キユ―ピーとヤサイな仲間たちアクリルチャーム」は全 9 種！どれがもらえるかは当日のお楽しみ…。！
エキュート各店で対象商品をお買い上げされたお客さまの中から先着で 831 名にプレゼント。
チャームの種類は選択できませんが、全 9 種のチャームはすべてキユーピーの公式キャラクターがデザ
インされています。

2. 野菜の日 フォロー＆リツイート キャンペーン
特設サイトにアクセスし、エキュート各店の公式ツイッターアカウントをフォローしリツイートしていただくと、抽選で 100 名様に「キユーピー

ドレッシング 3 本セット」をプレゼントします。当たりがすぐに分かるので、キャンペーン期間中、毎日参加することが可能です。

3. 「お野菜教室」開催
エキュート立川にて、㈱サラダクラブと企画する「お野菜教室」を開催します。3 歳から小学生のお子さまを対象とした食育イベントで、

野菜にまつわるクイズや、野菜がたっぷり入ったサンドイッチの試食などを提供します。
イベント名称 ： 野菜をたのしく、おいしく、学ぼう！サラダクラブの「お野菜教室」
開催日時 ： 8 月 23 日 11：00～11：40 ・ 14：00～14：40  各回 40 分程度
開催場所 ： エキュート立川 3 階 タマリバ（イベントスペース）
参加費 ： 無料（メールによる事前予約制。定員になり次第受付終了。）
※詳細は、エキュート立川の公式 HP（http://www.ecute.jp/tachikawa/）にてご案内します。

4. 8 月 31日限定イベント
エキュート大宮にて、対象商品をお買い上げの先着 100 名のお客さまに「オイシックスマーケット」の野菜ジュース「Vegeel(ベジール)」

を差し上げます。 ※「オイシックスマーケット」はエキュート大宮で展開中のショップです。

別紙2

各種開催予定のイベント・キャンペーン内容について
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■ 施設運営者概要 ■
社名             株式会社 JR 東日本ステーションリテイリング
本社所在地       東京都港区北青山 2-7-9 
創立             2003 年 9 月 12 日
代表取締役社長   貝瀬 厚
事業内容         駅構内における商業施設の運営及び開発 等
運営施設         エキュート（大宮・品川・立川・日暮里・東京）・ マーチエキュート神田万世橋
公式 HP          http://www.ecute.co.jp

「鉄サラ」とは？
「Enjoy！駅サラ」キャンペーンのためにエキュートで展開中のショップが開発したオリジナルメニューのう

ち、鉄分が豊富といわれる食材を使用したサラダなどを特に「鉄サラ」として展開します。
ネーミングの由来は、“鉄分”と“サラダ”を掛け合わせたほか、エキュートが駅構内に位置しており、“鉄

道”と親和性が高いことも、造語考案における由来となっています。鉄分が豊富といわれる食材として、
キヌアやアボカド、ほうれん草、ヒジキ、牛・豚肉等を使ったオリジナルメニューを数多く取り揃えました。


