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2022年6月14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

エキナカ商業施設「エキュート」

初開催のフェアや新商品が続々！
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、運営するエキナカ商業施設エキュート立川にて、夏らしく透明感のあるゼリーや、
フレッシュフルーツを贅沢に使用したスイーツなど思わずときめいてしまうスイーツ15商品を集めた「ココ
ロときめく ジュエリースイーツ」フェアを開催します。また、エキュート上野では、京都府和束町の自社
農園で高品質なお茶づくりをおこなう「d:matcha Kyoto」と初のコラボレーション。もっとも高品質とさ
れる、春に収穫した1番茶の「抹茶」を使用したグルメ15商品が勢揃いします。さらに、エキュート大宮で
は、JR大宮駅と株式会社サザコーヒーと共同開発をした大宮駅限定ブレンドコーヒーを発売します。
この夏もイベントが盛りだくさんのエキュートにご注目ください。

TOPIC.1（P.2～3）
エキュート立川: ココロときめくジュエリースイーツフェア初開催！

TOPIC.2

（P.4～5）

エキュート上野:「d:matcha Kyoto」と初コラボした抹茶グルメが登場！

TOPIC.3 （P.6～7）
エキュート大宮: 大宮駅限定
ブレンドコーヒーの販売を開始！
画像はイメージです

掲載情報は6月14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。
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（価格は全て税込み）

立川駅 エキュート立川「ココロときめく ジュエリースイーツ」初開催！
エキュート立川では「ジュエリースイーツ」と題し、一瞬で目を奪われる華やかなスイーツを集め、思わ
ずときめいてしまうスイーツのフェアを初開催！夏らしく透明感のあるゼリーや、あざやかなフレッシュフ
ルーツを贅沢に使用したスイーツなど、夏の褒められギフトをお探しの方にもぴったり。フェア限定の商品
もご用意していますのでお見逃しなく！

■フェア名称
ココロときめく ジュエリースイーツ
■開催期間
2022年6月20日(月)～7月10日(日)
■フェアURL
https://www.ecute.jp/tachikawa/campaign/2270
※6月20日(月) 8:00より公開予定

つやつや煌めくジュエリースイーツ♥

アクアマリン NEW！
キャトルキャール
1個 486円
ブルーハワイのジュレ、桃の
ジュレ、パンナコッタを重ね
、金魚に見立てたグミを浮か
せた夏のスイーツ。

A

あじさいヴェリーヌ
ダロワイヨ
1個 702円
混ぜると青から紫に変わるカ
メレオンスイーツ！
鮮やかなブルーのバタフライ
ピージュレが目を惹くヴェリ
ーヌです。
※販売期間：6/20～6/30

琥珀糖煌めくミルクプリン NEW！
アンの工房
1個 375円
苺ゼリーとミルクプリンの上に
クラッシュゼリーと琥珀糖を煌
びやかに飾りました 。
※1日限定10個

B

C

A:ショコラ
B:キャラメルマキアート
C:貝がらＳｚ
ママロン トウキョウ
A・B 各380円 C 600円
甘い物好きには堪らない「ショコ
ラ」、濃厚なエスプレッソ味の「
キャラメルマキアート」、ミルク
味クリームと光る真珠がキュート
な「貝がらS」をチョイス。

エキュート立川限定デザイン

NEW！

バルサック
エヌグラム（イベントスペース
HITO-TOKI:出店期間6/20～
7/10）
1個 648円
コンテストの準優勝ケーキ。
アニスの香るクリームとベリー
のジュレをルビーチョコのムー
スで包んだ人気商品です。

パート ド フリュイ
パティスリー ドゥ シェフ フ
ジウ
6袋入 1,270円
果汁たっぷりのフルーティーな
味わいと、表面のザラメの食感
が楽しいゼリーです。
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（価格は全て税込み）

フルーツが主役のジュエリースイーツ

ムーラン
イルフェジュール
1個 647円
タルトの上にピスタチオクリ
ームと大きな苺のムースを乗
せました。

ひとつぶのマスカット
旬果瞬菓 共楽堂
4個 1,512円
岡山県産のアレキサンドリア
マスカットを丸ごとひとつぶ
求肥で包んだ夏季限定のみず
みずしいお菓子です。

■キービジュアル

エキュート立川限定

タルト・オ・フリュイ
スイートガーデン カスタードマ
ニア
1台 2,500円
アーモンドを使ったタルト台に
カスタードを乗せ、色とりどり
のフルーツを飾ったタルトです
。

小夏一番
銀座 甘楽
1個 308円
高知県産小夏の果汁とピュー
レをふんだんに使用した爽や
かな風味のゼリーです。

いちじくパフェ
果実園リーベル
1皿 1,800円
国産いちじくを贅沢に4~5個
使用したパフェ。
いちじくの繊細な甘みと、艶
めくラズベリーソースの爽や
かな酸味のハーモニーをお楽
しみください。
※イートインのみ

フルーツゼリー各種
ハピマルシェ
1個 540円～
コンセプトは「果物を食べるゼ
リー」！
新鮮な生フルーツをたっぷり使
用し、見た目も涼し気で初夏の
手土産としてもおすすめです。
※1日限定各5個
※フルーツは季節によって変わ
ります
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（価格は全て税込み）

京都「d:matcha Kyoto」と初コラボした抹茶グルメが登場！
エキュート上野では、京都府和束町の自社農園で高品質なお茶づくりをおこなう「d:matcha Kyoto」と
初のコラボレーション。もっとも高品質とされる、春に収穫した1番茶の「抹茶」を、贅沢にもエキュート
上野のスイーツをはじめパンやお寿司などに使用しました。各商品に合う「d:matcha Kyoto」がセレクト
した茶葉や、オリジナルの抹茶塩を使った商品など15商品を展開。また、「d:matcha Kyoto」自身もエキ
ュート上野に期間限定出店し、こだわり抜いたお茶はもちろん、本来のお茶の味わいを存分に楽しめる、様
々なスイーツを販売します。初夏の季節、エキュート上野は抹茶づくしです。
■開催期間
2022年6月27日（月）～7月18日（月・祝）
■フェアURL
https://www.ecute.jp/ueno/campaign/2264
※6月27日（月） 7:00より公開予定

＜使用している抹茶の品種＞
・おくみどり 緑色が美しい品種。農薬不使用栽培。
味わいも癖がないすっきりとした品種で飲みやすいです。
・さみどり 京都を代表する品種。香り・旨味などの味の
バランスがとても良いお茶です。
・あさのか 爽やかな香りと豊かな旨味が特徴の品種です。
・抹茶塩 おくみどりをベースに塩とブレンドしています。
抹茶の持つ香りとコクがひきたちます。

濃厚抹茶スイーツ＆ベーカリー＆ドリンク

おくみどり
エキュート上野限定

濃い抹茶エクレア
ドルチェフェリーチェ
1個 380円
抹茶をふんだんに使用した、濃
厚な抹茶クリームをお楽しみく
ださい。
※1日10個限定
※販売時間12:00～

エキュート上野限定

抹茶おぐら生クリーム
サンドイッチハウス メルヘン
1袋 388円
食べた瞬間にわかる抹茶の旨
味と生クリームの優しい甘さ
と、十勝産小豆の風味の三位
一体のサンドイッチです。
※1日30袋限定
イートイン

お花の抹茶あんぱん
ラ ブランジュリ キィニョン
1個 185円
旨味がたっぷりの京都の抹茶
と白あんを合わせ、お花のか
たちに焼きあげました。
※1日30個限定

抹茶あんまん（ぎゅうひ入り）
パオパオ
1個 290円
抹茶生地の味わい深い香りと、
練りあんの甘みがマッチした饅
頭です。

イートイン

あさのか

さみどり
エキュート上野限定

さみどり

さみどり
エキュート上野限定

エキュート上野限定

～抹茶香る～ロールケーキ
ファイブクロスティーズコーヒー

1個 430円
５CC定番のロールケーキに抹茶
をかけました。すっきりした甘
さに、抹茶の味わいを感じる初
夏のスイーツです。
※1日20個限定

あさのか
エキュート上野限定

抹茶ラッシー
シターラダイナー
1杯 410円
甘酸っぱいヨーグルトのラッ
シーと抹茶の意外なコラボレ
ーション。
※期間中50杯限定
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（価格は全て税込み）

抹茶を使ったお食事も

おくみどり

おくみどり

エキュート上野限定

エキュート上野限定

生サーモン押し寿司
Sushi力蔵
1折 800円
生サーモンの押し寿司。抹茶・
いくらをアクセントにあっさり
と召し上がれる商品です。

抹茶いなり
いなりすし専門店 豆狸
1個 129円
抹茶味の揚げに、抹茶と自家製
粒あんを混ぜ込みました。和菓
子のようなおいなりさんです。
※数量限定

抹茶塩
エキュート上野限定

抹茶塩としらすむすび
旬米むずび ほんのり屋
1個 190円
抹茶塩としらすを混ぜました。
抹茶の心地良い苦味と塩味のバ
ランスがとれたおむすびです。
※販売7/1～

イートイン

抹茶塩

抹茶塩

おくみどり

エキュート上野限定

エキュート上野限定

夢創鶏のむね唐揚げ 抹茶塩添え
塚田農場OBENTO＆DELI
100g 340円/200g 680円
あっさりとしたむね唐揚げと
香り高い抹茶塩がベストマッチ。
※販売時間13:00～

わっぱ抹茶のすし弁
若廣
1折 864円
特製のだしシャリと抹茶を混ぜ
たご飯のうえに、駿河湾産の釜
揚げしらすをたっぷりのせまし
た。

エキュート上野限定

海老天ぷらそば
国産二八蕎麦 蕎香
1人前 970円
揚げ立ての海老天と、しし唐の
天ぷらを風味豊かな抹茶塩で。
特製の二八蕎麦とご一緒にどう
ぞ。

800年以上続く宇治茶の産地・京都和束町でお茶づくりから販売、お茶を使った
スイーツの製造販売やカフェの展開を行う。畑別、品種別にまでこだわったお
茶づくりや、ワインのように違いを楽しめるお茶の文化の浸透によって、過疎
化・高齢化が進む産地を盛り上げることを目指している。
＜d:matcha Kyotoが作るお茶の特徴＞
①高品質
飲んだ瞬間・食べた瞬間にわかる旨味がたっぷりの若い芽だけを使用した茶葉
を扱う。
②無添加・無着色・無香料 / 農薬不使用栽培が中心
自然に負荷をかけないお茶のつくり方で、持続可能でありながら、高い品質を
追求。

期間限定出店
6/27（月）～7/18（月・祝）

＜代表取締役 田中大貴＞
お茶にも色んな品種や製法があり、その味は多種多様
です。飲むだけでなく、お菓子の材料をはじめ、食べ
る用途にも活用できます。この機会をきっかけにお茶
の持つ奥深くて楽しい世界に興味を持って頂ければ大
変嬉しいです。
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（価格は全て税込み）

「エキュート大宮」大宮駅限定ブレンドコーヒーの販売を開始！
JR大宮駅、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、株式会社サザコーヒーの
３社共同開発により、大宮駅限定ブレンドコーヒーを発売します。モカを深煎りし、蒸気機関車をイメージ
したコクのあるブレンドの「大宮鉄道ブレンド」と、コーヒーの最高品種であるゲイシャを使用し、華やか
で甘くフルーティーな印象に仕上げたブレンドの「新幹線ブレンド」の２種類です。
また、「大宮鉄道ブレンド」、「新幹線ブレンド」のドリンクをご購入のお客さまに「蒸気機関車」または
「新幹線」オリジナルデザインのカップスリーブをプレゼントいたします。
発売日時
2022年7月2日（土）7:00～
販売箇所
JR大宮駅 サザコーヒーエキュート大宮店
※カップオン・コーヒー豆はオンラインでも販売
エキュートモール：https://www.jreastmall.com/shop/c/cL1/
ネットでエキナカ：https://www.net-ekinaka.com/
①大宮鉄道ブレンド
・ホット・アイス Mサイズ 500円/Lサイズ 570円
・カフェラテ（ホット）610円（アイス）620円
※どちらもLサイズのみ

・豆（200g）1,800円
・カップオン（1袋）250円
※ドリンクはテイクアウトも同価格
②新幹線ブレンド
・ホット・アイス Mサイズ 500円/Lサイズ 570円
・豆（200g）1,800円
・カップオン（1袋）250円
※ドリンクはテイクアウトも同価格

「蒸気機関車」「新幹線」オリジナルデザインのカップスリーブをプレゼント！
「大宮鉄道ブレンド」、「新幹線ブレンド」のドリンクをご購入のお客さまに「蒸気機関車デザイン」
または「新幹線デザイン」のカップスリーブをプレゼントいたします。
※各デザイン7,800枚、なくなり次第終了
※ドリンク1商品につき1枚プレゼント

「蒸気機関車デザイン」

「新幹線デザイン」
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（価格は全て税込み）

■オリジナルコーヒー開発への想い
商品開発に際して工場に伺いテイスティングをし、3社で何度も話し
合いを重ねてきました。やっとお客さまのもとに商品をお届けできる
のをとてもうれしく思います。大宮駅をさらに盛り上げたいという気
持ちと、サザコーヒーのコーヒーへの熱意がこめられた、そんな自慢
のコーヒーです。コーヒー好きの方だけではなく、鉄道や電車が好き
な方、ふらっと大宮に立ち寄った方などたくさんのお客さまに召し上
がっていただきたいです。
（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 梅田 澄夏）
大宮駅限定ブレンドコーヒーは、大宮駅のお土産品を作り、より
駅に賑わいをという思いから始まり、東西連絡通路にあるモニュメ
ントを見てコーヒーの木を連想し、ヒントを得ました。そこから「
コーヒー好きの方にも鉄道好きの方にも、大宮駅を訪れたみなさま
に味わっていただける」のコンセプトでサザコーヒー、エキュート
大宮賛同のもと開発に至りました。大宮駅を訪れた際には是非、大
宮駅限定ブレンドコーヒーを楽しんでいただければ幸いです。

（東日本旅客鉄道株式会社 大宮駅 長谷川 紅映）

国鉄の電車庫がある町に生まれ、小学校入学前に祖父と一緒に手
を繋ぎ、昭和時代の駅の販売機で裏が白い紙切符を買い改札で鋏（
はさみ）を入れてもらい列車に乗り隣町へ小さな旅を経験してから
少年時代は電車通学のモチベーションで過ごし、いつのまにか大好
きなコーヒーを引き連れ日本鉄道の本丸・大宮駅エキナカまで押し
かけてしまいました。大好きな鉄道とコーヒーの味をお楽しみくだ
さい。
（株式会社 サザコーヒー 代表 鈴木 太郎）

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、グランスタ

