
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」上野・日暮
里・立川にて、2022年8月1日（月）から8月28日（日）までの期間、「夏だ！シゲキだ！
冷・辛・酸キャンペーン」を開催します。
体力も食欲もなくなりがちな8月。猛暑の中で頑張る大人たちに向けて、清涼感があり爽快

感溢れる“冷”、活力みなぎる“辛”、爽やかで心地よいシゲキ“酸”をテーマにした「真夏の刺激
グルメ」を取り揃えました。是非、テイクアウトやイートインでお楽しみください。
また、エキュート立川では、 8月1日（月）から8月28日（日）までの期間、「トロピカル

サマーキャンペーン」を開催。夏休み気分を盛り上げる、マンゴーやパパイヤなどの今が旬の
トロピカルフルーツを使ったメニューを展開します。

【本件に関するお問い合わせ先】

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：朝日奈、道下、佐々本

TEL：03-6894-3200 MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

【報道関係者各位】 2022年7月20日（水)
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

1

エキナカ商業施設「エキュート」上野・日暮里・立川
夏のグルメキャンペーン情報

■Topic1．「夏だ！シゲキだ！冷・辛・酸キャンペーン」開催！

<期間：2022年8月1日（月）～8月28日（日）／「エキュート」上野・日暮里・立川>

■Topic2．夏を満喫！「トロピカルサマーキャンペーン」

<期間：2022年8月1日（月）～8月28日（日）／エキュート立川>

当リリースは、東商記者クラブへお届けしています。掲載情報は7月20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。

大変お手数ですがご紹介の際は、PR事務局（サニーサイドアップ内）にご一報お願いいたします。

mailto:jr-crossdvl@ssu.co.jp
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Topic1．「夏だ！シゲキだ！冷・辛・酸キャンペーン」

※価格は全て税込です。画像はイメージです。商品の一例です。

スッキリ冷たい野菜のエキスたっぷ
りのスープとごまの風味が効いた豚
肉や野菜が彩る冷麺。「大根ピクル
ス」で“酸” 、「白菜キムチ」で“辛”
をプラスし、自分好みのアレンジも
楽しめます。

ゴマ香る豚しゃぶ韓国冷麺
（テイクアウト 756円）

白菜キムチ（テイクアウト 540円）
大根ピクルス（テイクアウト 429円）

カンナムキンパ（日暮里）

トマトの旨みと爽やかな甘味に
バジルとオリーブが香る、大人
な夏の冷製カッペリーニ。

トマトの旨み広がる
冷製カッペリーニ

紀ノ国屋アントレ（上野・立川）
テイクアウト 572円

八天堂人気のくりーむに桃のピ
ューレを入れた、爽やかなくり
ーむパンです。よく冷やしてサ
ッパリお召し上がりください。

くりーむパン もも
八天堂（上野・立川）

テイクアウト 1個 330円

■「夏だ！シゲキだ！冷・辛・酸キャンペーン」開催概要

・期間： 8月1日（月）～8月28日（日）28日間

・場所：「エキュート」上野・日暮里・立川

・内容：「冷たい」、「辛い」、「酸っぱい」グルメやスイーツ、ドリンクの販売

フルーツティーに自家製フロマ
ージュクリームを贅沢にのせた
チーズティーです。
※エキュート上野限定

フロマージュティー各種
（マンゴー・アップル・マスカット）

グッドスプーン チーズスイーツ＆チーズ
ブランチ（上野）

テイクアウト 各580円
透明のグレープジュレの中に、
色鮮やかなフルーツをとじこめ
ました。ハイビスカスの赤いソ
ースも華やかな夏の人気スイー
ツです。

フルーツフラワージュレ
ドルチェフェリーチェ（上野）
テイクアウト 1個 500円

色鮮やかなブルーハワイゼリーに
練乳ゼリーとパイン、みかんをト
ッピング！浮き輪からアザラシや
シロクマが顔をのぞかせた可愛ら
しい一品です。
※数量限定
※販売期間：8/1～8/28

ブルーハワイ
パティスリーアンドゥ（日暮里）

テイクアウト 1個 648円

［冷］気分爽快！ひんやりグルメ＆スイーツ

■オリジナルキャラクター ご紹介
本キャンペーン限定キャラクター「応援係長 ひやからさん」たち3人が、猛暑の中、疲れを感じる大人たち
を応援します。暑さを感じるカラーリングと個性的なキャラクターで、刺激的な夏を表現します！

夏野茂樹（左）
［なつのしげき］(36歳）
加良好子（右）
［からよしこ］(33歳)

うだるような暑さでヘトヘ
トの毎日。そんな中、ひや
からさんに出会い、夏の刺
激グルメをオススメしても
らうと汗を流し解放感に満
たされる。

応援係長 ひやからさん(40歳)

暑い夏になるとどこからともな
く現れ、疲れた大人を救うのが
自分の使命だと思っている、熱
いオトコ。「暑い夏こそ、シゲ
キで打ち勝て！！！」をモット
ーに刺激グルメをオススメしな
がら、日々大人たちを全力応援。
常に汗をかいている。
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人気のパッタイに期間限定でスパイ
ス付き！辛味を足して、真夏に食が
進む1品です。
※販売期間：8/1～8/28

海老とパクチーのパッタイ
（期間限定スパイス付き）
デリコメール（日暮里）
テイクアウト 680円

期間限定のピリ辛のスパイスを使い、
旬のゴーヤをたっぷり入れた夏にぴった
りのカレーです。
※エキュート上野限定、1日10食限定
※販売期間：8/1～8/28

【夏限定】ゴーヤキーマカレーセット
シターラ・ダイナー（上野）

イートイン 960円

人気のわっぱすし弁に夏限定の鯖
キーマカレーが登場です！
※販売期間：8/1～8/28

わっぱ鯖キーマカレーのすし弁
すしべん（日暮里）/若廣（上野）

テイクアウト 864円

エビが入ったピリ辛の焼きギョーザ。
ひと口サイズで食べやすく、女性に
もおすすめです。
※エキュート限定

ピリ辛エビ入り
ひとくち丸ギョーザ 5個入
PAOPAO（上野・立川）
テイクアウト 454円

辛さがあと引くやみつきになる美味し
さの手羽元唐揚げです。
片手で食べやすいチューリップ型に仕
上げました。おつまみにいかがでしょ
うか。
※エキュート限定

手羽元唐揚げ（ホットチリ味）
山田鶏屋（上野・立川）

テイクアウト 1本 90円（上野）
テイクアウト 100g 298円（立川）

突き抜けるようなキレのある辛さが
特徴の“バードアイ”(唐辛子）。お好
みの量をかけてお召し上がり下さい。
1袋でも激辛です！
※エキュート日暮里限定

大辛焼団子
羽二重団子（日暮里）

テイクアウト 1本 322円

そば粉で作った麺にあわせる程よい
酸味。それをまとめる香辛料の辛み
と風味で、さっぱり食べれるサラダ
冷麺です。

蕎麦サラダ冷麺 マッククス
ビビム（上野）

イートイン 1,180円

檸檬の爽やかな酸味で清涼感を感
じられるラーメンです。
※提供時間10:00~
※販売期間：8/1～8/28

檸檬ラーメン
洋食や 三代目 たいめいけん

（上野）
イートイン 1,000円 ムースに青梅ペーストを混ぜ爽や

かな酸味を出しました。上段には
青梅の甘露煮ソースをのせた、こ
の時期限定のスイーツです。
※エキュート日暮里限定
※販売期間：8/1～8/28

青梅のムース
深川伊勢屋（日暮里）

テイクアウト 1個 210円

［辛］ランチにもおつまみにも！旨辛グルメ！

［酸］すっぱ麺＆スイーツ

※価格は全て税込です。画像はイメージです。商品の一例です。
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Topic2．夏を満喫！「トロピカルサマーキャンペーン」

ごろごろ南国果実の
トロピカルジュエル

ディッパーダンクレープ
テイクアウト 550円

マンゴーの夏らしいトロピカル
な甘さとカシスの甘酸っぱさを
軽いムースとジュレでかけ合わ
せました。

ニースドマンゴー
パティスリー ドゥ シェフ フジウ

テイクアウト 580円

カスタードとスポンジ、ホイップ
クリームが入ったクレープに、中
にも外にもたっぷりとマンゴーを
飾りました。
※エキュート立川限定

洋菓子屋さんのクレープ
(マンゴー＆白桃)

スイートガーデン カスタードマニア
テイクアウト 450円

マンゴー、パッションフルーツ、
バナナをミックスしたムースの中
にはココナッツのムース入り。
パッションフルーツのジュレ、マ
ンゴーのグラサージュで仕上げま
した。

トロピカル
Quatre-Quarts

テイクアウト 605円

真夏に旬を迎える南国フルーツ
「パパイヤ」を贅沢に使用しまし
た。繊細な甘味とコクをご堪能く
ださい。
※稀に赤パパイヤでの提供もござ
います

パパイヤパフェ
果実園リーベル

イートイン 1,580円

フレッシュマンゴー、ドラゴンフ
ルーツをたっぷり使用したトロピ
カルなフルーツポンチです。

プレミアムフルーツポンチ
ハピマルシェ

テイクアウト 1,944円

いよいよ夏本番！エキュート立川では、マンゴーやパパイヤなどのトロピカルフルーツを使ったスイー
ツやパンを多数展開します。熱い太陽の下やご自宅で、芳醇な甘味と香り、ジューシーな果肉感のトロピ
カルフルーツを使ったメニューを楽しんで、夏休み気分を満喫してみてはいかがでしょうか？

■「トロピカルサマーキャンペーン」開催概要

・期間：8月1日（月）～8月28日（日）28日間

・場所：エキュート立川

・内容：トロピカルフルーツを使ったメニューの展開

おすすめ商品

濃厚なアップルマンゴー、パイナップル
がゴロゴロ！パッションフルーツのジュ
レで酸味を効かせ、チーズクリームで甘
さ控えめに仕上げました。
※エキュート立川限定
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最新情報 ～新ショップオープン！～

■エキュートエディション新橋に7月29日(金)「崎陽軒」オープン！

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

株式会社JR東日本クロスステーションについて

1908年（明治41年)創業。名物シウマイをはじめ、横浜のおいしさを創りつづける崎陽軒。崎陽軒のシ
ウマイは昭和3年の発売以来、変わらぬレシピで変わらぬおいしさをお届けしております。おいしさの
秘訣は豚肉と干帆立貝柱が出逢って生まれた豊かな風味で“冷めてもおいしい”ことが特長です。ほかに
も、崎陽軒のこだわりが詰まった定番の「シウマイ弁当」や日本人の味覚にぴったりの「横濱月餅」な
ど、横浜の味を取り揃えております。お弁当のご予約も承ります。お気軽にご相談下さい。

【代表商品】
シウマイ弁当 860円
横浜名物シウマイの妹分として、1954年（昭和29年）に登場
したシウマイ弁当。崎陽軒のこだわりが詰まったこのお弁当は
発売以来、多くの方に親しまれ続けています。

【開業記念】
「横濱チャーハン」・「横濱ピラフ」A5クリアファイル2枚セット
を7月29日～8月4日の期間に、各日1,080円（税込）以上お買い上
げの先着20名さまへプレゼント！

人気のお弁当2種がクリアファイルに。中身の写真がプリントされ、
インパクト大です。

ショップ名：崎陽軒
オープン日時：7月29日(金) 8:00
営業時間：月～金8:00～21:00 土・日・祝10:00～19:00
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※価格は全て税込です。画像はイメージです。


