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2022年8月8日(月)
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」「グランスタ」で開催

『ENJOY！駅ベジ～駅で野菜を楽しもう～』
8月31日は‟野菜の日“ もったいない野菜を通じて食品ロスを削減しよう！

開催期間：2022年8月22日(月)から順次
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」「グランスタ」にて、2022
年8月22日（月）から順次、『ENJOY！駅ベジ～駅で野菜を楽しもう～』フェアを開催します。
各施設での「野菜を楽しむメニュー」の販売のほか、SDGsの取り組みとして、規格外・過剰野菜を
集めてマルシェ形式で販売する「もったいない野菜マルシェ」も開催します。
さらに、大宮駅のエキュートではこの夏の新企画として『食欲増進！ときめくスパイスの世界』フ
ェアを開催します。食欲が減退しがちな時期にぴったりのグルメをご紹介します。多種多様なスパイ
スの世界をお楽しみください。

画像はイメージです

掲載情報は8月8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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『もったいない野菜マルシェ』を開催！
サイズや形が規格から外れてしまった野菜や天候の影響で過剰にできてしまった野菜は、出荷さ
れずに畑に取り残されてしまいます。そういった状況を踏まえ、生活に身近なエキナカ商業施設で
も今回、SDGsの取り組みとして『もったいない野菜マルシェ』を開催します。
規格外・過剰野菜の販売に加え、ご家庭でも取り組むことのできる「生産者の食品ロス削減対策の
豆知識」を紹介したり、また、東京駅に「実際の畑のような造作」を設置し、野菜がどのようにで
きるかなど、説明を聞きながら、食品ロス問題について考えていただくきっかけとなる機会をご提
供します。さらに、食品ロス問題に取り組んでいる高校生が開発した商品の販売やPRをオンライン
で配信します。（オンラインイベントはグランスタ東京・エキュート大宮のみ実施）

施設名

出店区画名

期間

営業時間

グランスタ東京

スクエア ゼロ

8月25日～8月31日

11:00～20:00
※初日のみ12:00オープン
※最終日は18:00まで

エキュート大宮

イベントボックス

8月29日～9月11日

月～土 9:30～22:00
日
9:30～21:30
※最終日は20:30まで

エキュート立川

EAST臨売区画

9月6日～9月8日

11:00～20:00

エキュート日暮里

日暮里駅コンコース
中央部

8月30日、31日

10:00～20:00

エキュート品川

マーケットスクエア

8月22日～9月4日

月～土 10:00～22:00
日
10:00～20:30
※最終日は19:00まで

『もったいない野菜マルシェ』イベント情報
①東京駅に”きゅうり畑”が出現

※イベントは施設により実施内容が異なります。

JR東京駅内のイベントスペース「スクエア ゼロ」に「実際の畑のような造作」を設置し、きゅう
りを中心にナスやミニトマトを実際に展示。アーチ状の畑の造作をくぐりながら野菜をご覧いただく
ことができます。野菜の生産現場を疑似的に再現し、生産現場に精通した担当者が「生産者の努力に
もかかわらず規格外や過剰野菜ができてしまう理由や過程など」をご説明しながら、少しでも食品ロ
ス削減の知識と意識向上にお役立ていただく内容です。

※画像はイメージです
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②生産者に聞く！家庭でできる食品ロス削減
ご家庭で取り組むことができる「食品ロス削減対策の豆知識」を生産者からのメッセージとし
て『もったいない野菜マルシェ』開催期間中に、パネルボードで展示します。豆知識は、今回の
企画のために東京農業大学の学生が直接現地で取材した内容です。
パネルボード内のQRコードを読み込むと、豆知識のほかに学生が実際に生産者に取材して作成
したメッセージなど、さらに詳しい内容をWEBにてご覧いただけます。
※一部、生産者の商品を「グランスタモール」でご購入いただけます。
※グランスタモールの詳細はこちら https://www.jreastmall.com/shop/c/c63/
■ご協力いただいた生産者の皆さま

■学生の取材風景

③学生に聞く！フードロス削減の取組み
食品ロス問題に取り組んでいる高校生が、地域の過剰生産物や廃棄するものを加工品として
商品化。その一部を会場内で販売します。また、商品化にいたる経緯と取り組みを会場内に設
置したモニターを使ってオンライン形式で放映します。
※商品販売会場：グランスタ東京・エキュート大宮・エキュート立川・エキュート品川
※オンラインイベント：グランスタ東京・エキュート大宮
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（商品の一例、価格は全て税込）

ENJOY！駅ベジ～駅で野菜を楽しもう～フェア開催！
エキュート・グランスタの一部ショップでは、野菜を楽しむ各ショップのおすすめメニューをご
用意しています。今回は、その中からエキュート・グランスタ限定商品をご紹介！8月22日より順
次、各施設で販売します。野菜を使用したテイクアウトグルメやイートインメニュー、変わり種の
サンドイッチなど彩り豊かなラインナップをお楽しみください。
■フェア名称
ENJOY！駅ベジ～駅で野菜を楽しもう～
■期間
2022年8月22日(月)～順次
■グランスタ東京HP
■エキュートHP
https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/
https://www.ecute.jp/
※フェアページは8月22日(月)以降順次、公開予定

野菜を楽しむ限定メニュー

夏さっぱり！塩こんぶ
と枝豆のおつまみシュ
ーマイ
パオパオ/エキュート
東京
6個入 810円
塩こんぶの塩気と枝豆がお
つまみに最適！夏にぴった
りのさっぱりとした味わい
をお楽しみください。
※エキュート東京限定

ももブロッコリー巻き串
/ももトマト巻き串/
ももオクラ巻き串

山田鶏屋/エキュート
上野
各1本 250円

野菜をもも肉に包んで串に
しました。お肉と野菜の両
方を楽しんでいただける一
品です。
※エキュート上野限定

三元豚アスパラ肉巻き
平田牧場/エキュート
東京
1本 420円
平田牧場自慢の米育ち豚を
夏が旬のアスパラと一緒に
お楽しみいただけます。三
元豚とアスパラのシャキッ
とした歯ざわりがたまりま
せん。
※エキュート東京限定

冷やしごまだれ竜田
うどん
手延べうどん 水山/エ
キュート品川
1食 1,150円（イー
トイン）
当店人気の冷やしごまだれ
うどんの野菜バリューUP商
品。鶏竜田揚げを加えたボ
リューム満点商品です。野
菜の日のイベント期間限定
商品です。
※エキュート品川限定

雪降り和牛ステーキ
サラダ仕立て（お肉
100ｇ）
肉卸小島/グランスタ
東京
1食 3,500円

ずんだクリームチーズ
大福生クリームサンド

PREMIUM SAND＋
CAFÉメルヘン/グラ
ンスタ東京
1袋 410円（イート

季節の焼き野菜を使用し
たサラダとステーキが一
緒に食べられるボリュー
ムの
ある一品。バルサミコド
レッシングでさっぱりと
仕上げました！
※グランスタ東京限定

イン418円）

夏野菜とソーセージ
の変わり串
串くら/エキュート
立川
串くら京都・御池/
エキュート東京
1串 390円

プレミアム牛タン
ボウル
利久ボウルズ/
エキュート大宮
1人前 1,716円

バーベキューを連想させ
る、串くらの夏限定変わ
り串。お子様にもオスス
メですので、是非ご賞味
ください。
※エキュート限定

枝豆を使った甘じょっぱ
いずんだ餡に北海道産の
クリームチーズ、もちも
ちとした求肥を挟んだス
イーツサンド。
※グランスタ東京限定

定番人気の牛たん焼とか
ぼちゃ・ブロッコリ―な
どの野菜もたっぷりバラ
ンスよくお召し上がりい
ただける一品。女性人気
も高い逸品です。
※エキュート大宮限定
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（商品の一例、価格は全て税込）

大宮駅エキュート「食欲増進!ときめくスパイスの世界」を開催！
エキュート大宮・大宮 ノースでは、2022年8月16日(火)～8月28
日(日)の期間、新企画として「食欲増進！ときめくスパイスの世界
」を実施します。残暑も厳しく、食欲が減退しがちな時期に、食
欲を増幅させる様々なスパイスを使用したグルメをご紹介。
この機会に多種多様なスパイスの世界をお楽しみください。
■フェア名称
食欲増進!ときめくスパイスの世界
■期間
2022年8月16日(火)～8月28日(日)
■エキュート大宮URL
https://www.ecute.jp/omiya
※フェアページは8月16日（火）8:00より公開予定

極上たまごプリン
-ナツメグとほうじ茶（オーヴォ）
1個 430円
香ばしいほうじ茶味のプリン
に甘苦い風味のナツメグがア
クセントを効かせているちょ
っぴり大人のプリンです。

米澤豚一番育ちカタロース
ケイジャンソテー
（肉卸小島）
1枚 480円
肉の柔らかさ・甘さ・旨味の
バランスの良さが特徴である
山形の米澤豚一番育ちを使用
した期間限定の新商品！ケイ
ジャンスパイスが肉の旨みと
相性抜群の一品です。

カマンベール＆ブラックペッパー
（ナウ オン チーズ♪）
1箱 864円
「カマンベール」生地に、ブラッ
クペッパーをトッピング。
ピリリとした刺激的な味はお酒と
も相性抜群！付け合わせのドライ
クランベリーと一緒に刺激とやさ
しい甘さの行ったり来たりをお楽
しみください！

A:食を楽しむ万能七味/B:香り
を楽しむ山椒七味/C:辛みを楽し
む激辛一味
（日本百貨店おみや）
各1個 540円
大阪の唐辛子専門店・向井珍味
堂と日本百貨店とのオリジナル
コラボ商品。食を楽しむ万能七
味、香りを楽しむ山椒七味、辛
みを楽しむ激辛一味、それぞれ
の楽しみが味わえます。

タルタルソース(青唐辛子/カレー)
フィッシュ＆チップス
（濃厚卵のごちソース タルタル
ファクトリーby塚田農場）
各1個 160円・1セット 590円
軽やかな辛味がクセになる青唐辛
子・20種以上のスパイスを併せた
本格仕立てのカレータルタルソー
ス！フィッシュ＆チップスにたっ
ぷりとかけてお召し上がりくださ
い。

ダブルカオマンガイ(茹で・揚げ)
（カオマンガイキッチン）
1人前 979円
ツルリと柔らかい「茹で」とクリ
スピーな「揚げ」の二種を愉しめ
る逸品。卓上に並べられたジンジ
ャーソースやスイートソイソース
など4種のスパイスを組み合わせ
て味変しながらお召し上がりくだ
さい。
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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

