2022年8月18日(木)
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

【報道関係者各位】

エキナカ商業施設「エキュート」初秋イベント情報
～お月見気分のあがるテイクアウトスイーツや、秋の味覚グルメを紹介！～
Topic1. 9月10日は十五夜！「まんまるお月見WEEK」
期間：8月29日（月）～9月10日（土）／「エキュート」大宮・大宮 ノース・日暮里・立川

Topic2. 秋の味覚を楽しもう！「ほくほく いも 栗 かぼちゃ」キャンペーン
期間：9月11日（日）～10月10日（月）／「エキュート」大宮・大宮 ノース

Topic3. 9月1日は防災の日 「もしものイイもの」キャンペーン
期間：9月1日（木）～9月19日（月）／エキュート日暮里

※画像はイメージです。商品の一例です。

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（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：杉村
晶生）は、8月29日（月）から9月10日（土）までの期間、エキナカ商業施設「エキュート」大宮・大宮 ノース・日
暮里・立川にて、「まんまるお月見WEEK」を開催します。期間中は、定番の月見団子に加え、うさぎや月をモチーフに
したスイーツ、グルメを多数取り揃えます。お月見気分のあがるテイクアウトスイーツやエキナカグルメで、9月10日
（土）の十五夜をお楽しみください。
また、「エキュート」大宮・大宮 ノースでは、9月11日（日）から10月10日（月）までの期間、「ほくほく いも 栗 か
ぼちゃ」キャンペーンを開催します。秋の味覚の代表格である「いも」「栗」「かぼちゃ」を使ったスイーツやグルメをご紹介し
ます。ぜひご注目ください。
【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
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8月18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。

Topic1．9月10日は十五夜！「まんまるお月見WEEK」
9月10日（土）は美しい月を眺めることのできる日「十五夜」です。エキナカ商業施設「エキュート」大宮・大宮 ノース・日
暮里・立川では、8月29日（月）～9月10日（土）の期間、「まんまるお月見WEEK」を開催します。期間中は、定番
の和菓子やうさぎ・月をモチーフにしたスイーツ、グルメを多数取り揃えます。9月10日（土）の十五夜は、お月見を彩るテ
イクアウトスイーツやエキナカグルメで、ぜひ特別な時間をお過ごしください。
■「まんまるお月見WEEK」開催概要
・期間：8月29日（月）～9月10日（土） 13日間
・場所：「エキュート」大宮・大宮 ノース・日暮里・立川
・内容：定番お月見スイーツ、うさぎや月モチーフのメニューの販売

Topic1-1．お月見の定番！月見団子
※紹介している商品はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。

月見団子
銀座甘楽（大宮）
テイクアウト 1セット 1,029円

餅とお菓子ほんごう「お団子3種」
日本百貨店おみや（大宮）
テイクアウト 1セット 594円

口当たりの良いこし餡を包んだひと口サイ
ズの小餅と、見た目も可愛らしいうさぎ饅
頭の詰合せです。
※数量限定
※販売期間：9/9～9/10

みたらし、あやめ、ごまの3種類のたれを
使ったお団子。たれには本葛を使用して
います。
※エキュート大宮限定
※数量限定
※販売期間：9/10のみ販売

ミニ月見団子15個セット
羽二重団子（日暮里）
テイクアウト
（三宝あり）1セット 2,500円
（三宝なし）1セット 1,000円
お子様にも食べやすいサイズです。
お好みの味付けでお楽しみください。
※販売期間：9/10のみ販売

Topic1-2．うさぎモチーフのかわいいスイーツ

プティ・ラピーヌ NEW!
Quatre-Quarts（立川）
テイクアウト 1個 540円

お月見うさぎ
菓匠 右門（大宮）
テイクアウト 1個 154円

マスカルポーネのムース、いちごのム
ース、フランボワーズのジャムなどを
組み合わせた、うさぎのケーキです。
※販売期間：8/29～9/10

もちもちとした薯蕷生地に風味
豊かな自家製こし餡を包んだ、
お月見に因んだかわいらしい兎の
姿を摸したおまんじゅうです。
※エキュート大宮限定
※販売期間:9/1～9/10

マスカルポーネ
ミルクチーズタルト
クリームチーズタルト
スイートガーデン カスタードマニア
AndMERCI（大宮）
（立川）
テイクアウト 1台 1,560円
テイクアウト 1台 1,080円
北海道産マスカルポーネチー
ズを使用した当店人気のクリ
ームチーズタルトをこの時期限
定のデコレーションでお楽しみ
下さい。
※エキュート大宮限定
※数量限定
※販売期間：8/29～9/10

人気のチーズタルトを月に見立て
たこの時期限定の商品です。
※エキュート立川限定
※販売期間：8/29～9/10

Topic1-3． お月見まんまるスイーツ
※紹介している商品はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。

極上たまごのプリン大福
OVO（大宮・日暮里）
テイクアウト 5個入 1,200円
自社ブランド卵「磨宝卵GOLD」を使用したプリンを洋風の大福にアレンジ
しました。
※エキュート限定
※販売期間：8/29～9/10

レアチーズサンド5個食べ比べセット
Now on Cheese♪（大宮）
テイクアウト 1セット 1,800円
チーズスイーツ専門店がこだわってお作りしたレアチーズサンドのセットです。チ
ーズとフレーバーを合わせた濃厚なクリームをクッキーでサンドしました。ちょっと
した手土産にもぴったりのスイーツです！
※エキュート大宮限定
※数量限定
※販売期間：通年
クレームフロマージュ
青山フロマージュ（大宮 ノース）
テイクアウト 1個 648円
チーズ好きを魅了する飲んで楽しむチーズケーキ。
まんまるボトルに入った新定番スイーツでお月見気分を上げましょう♪
※エキュート大宮 ノース限定
※販売期間:通年
ルナ
パティスリーアン・ドゥ（日暮里）
テイクアウト 1個 648円
月をイメージした一品！濃厚なチョコレートムースをキャラメルムースとガナッ
シュで包み込み、最後にはグラサージュをかけてキラキラに仕上げました。
※販売期間：9/1～9/10

マロン
ママロン トウキョウ（立川）
テイクアウト 1個 440円
秋の味覚”栗”を使用したマカロンです。濃厚なクリームながら甘さ控えめで、
栗の風味を存分に味わえます。
※販売期間：通年

Topic1-4． インパクト大！月モチーフのデリ・グルメ
※紹介している商品はすべて税込価格です。
※画像はイメージです。

お月見あんぱん
ルビアン（日暮里）
テイクアウト 1個 281円
白玉入りのあんぱんにメロンパンの生地をかぶせてお月さまに見立てた一品です。
※エキュート日暮里限定
※販売期間：8/29～9/10

お月見ハンバーグ弁当
千駄木腰塚（日暮里）
テイクアウト 1折 1,190円
お月見を思わせる目玉焼きをみんな大好きハンバーグにトッピングしました。
うさぎのポテトサラダにも注目です！
※販売期間：8/29～9/10

手まり鮨（お月見）
おさかな処 築地 奈可嶋（立川）
テイクアウト 1パック 980円
可愛いうさぎのお寿司がお月見をしている、食べておいしいお月見セットです。
※販売期間：8/29～9/10

とろーり卵ソースの牛すき焼風包みあげ
サンドイッチハウス メルヘン（立川）
テイクアウト/イートイン 2切れ 410円
甘辛のすき焼風味の牛肉がたっぷり入ったコロッケの中にとろける半熟卵ソース
を忍ばせたボリューム満点の一品です。
※販売期間：8/29～9/10

タイ風ガパオライス（もち麦入ご飯）
献心亭 匠（立川）
テイクアウト 1パック 650円
自社で作った本格ガパオに、彩り豊かな野菜とまんまるの目玉焼きをトッピン
グしました。
※販売期間：通年

Topic2．秋の味覚を楽しもう！「ほくほく いも 栗 かぼちゃ」キャンペーン
暑さの厳しい夏が終わると、食欲の秋がやってきます。「エキュート」大宮・大宮 ノースでは食欲の秋にふさわしい、秋の味
覚の代表格「いも」「栗」「かぼちゃ」をふんだんに使ったスイーツやグルメを多数展開します。食べ物をおいしくいただけるこの
季節に、お気に入りのスイーツやグルメを探してみては？
■「ほくほく いも 栗 かぼちゃ」キャンペーン開催概要
・期間：9月11日（日）～10月10日（月）30日間
・場所：「エキュート」大宮・大宮 ノース
・内容：「いも」「栗」「かぼちゃ」を使用したスイーツ、メニューの販売

Topic2-1. 自然な甘さが楽しめる！いも・栗スイーツ
※紹介している商品はすべて税込価格です。※画像はイメージです。

茨城県産栗生クリーム
ｻﾝﾄﾞｲｯﾁｶﾌｪ おいしいﾒﾙﾍﾝ。（大宮）
テイクアウト 1個 669円
茨城県産栗と砂糖のみで作った風味そのままのしっとりとしたペーストを当店自慢
の生クリームとサンドしました。
※販売期間：9/11～10/10
デリース・紅はるか
AndMERCI（大宮）
テイクアウト 1個 594円
茨城県行方市の「紅はるか」を使用した季節限定のモンブランです。中には沖縄
県産の「球美の塩」を使用した甘塩っぱい生クリームが後を引く美味しさです。
※エキュート大宮限定 ※数量限定
※販売期間：9/11～10/10
たまご屋さんが本気で作ったクリームパイー焼き芋ー
OVO（大宮）
テイクアウト 1個 490円
さくさくのパイ生地の中に、自社ブランド卵「磨宝卵GOLD」を使用の特製のクリ
ームと焼き芋をごろっと加えました。特製クリームと焼き芋の相性も抜群です。表
面には粉糖と紫芋パウダーをふりかけてあります。
※エキュート限定
※販売期間：9/11～10/10

Topic2-2．味わい深く 色鮮やか かぼちゃグルメ
かぼちゃあんまん
PAOPAO（大宮）
テイクアウト 1個 280円
甘さ控えめのかぼちゃ餡をかぼちゃピューレを練りこんだPAOPAO特製の生地で
包みました。ふんわり食感のあんまんです。
※エキュート大宮限定 ※1日20個限定
※販売期間：9/11～10/10
北海道産かぼちゃのドーナツコロッケ
eashion veg+（大宮）
テイクアウト 1個 140円
ホクホクの北海道産甘栗南瓜をドーナツ型のコロッケにしました。
※販売期間：9/11～10/10

Topic3. 9月1日は防災の日 「もしものイイもの」キャンペーン
9月1日は「防災の日」。エキュート日暮里では、防災意識を高めていただきたいという思いから「もしものイイもの」キャン
ペーンを開催します。もしもの時ほど「食べ慣れているもの・使い慣れているもの」、「ちょっと良いもの」があると、きっと安心に
もつながるはず。防災用品に限定せず、日常的にも食べられて使えて、かつもしもの時の備えになるアイテムを提案します。
「防災の日」をきっかけに、備蓄をはじめてみてはいかがでしょうか。
■「もしものイイもの」キャンペーン開催概要
・期間：9月1日（木）～9月19日（月）19日間
・場所：エキュート日暮里
・内容：日持ちするスイーツやデリ、非常時に役立つ雑貨アイテムの展開

もしもの時にも安心 おいしく食べられる保存食！
※紹介している商品はすべて税込価格です。※画像はイメージです。

葛尾の凍もち
日本橋ふくしま館(臨時販売)
テイクアウト 1袋 900円
福島県葛尾村の「おふくろの味」。 －５℃以
下になる福島県の中山間地ならではの伝統
保存食です。1年日持ちがするので備えにぴっ
たり。
※出展期間：9/16～9/25

練りようかん
羽二重団子
テイクアウト 10個入 1,296円
日持ちは製造から5年！北海道産の小
豆を使用した和菓子屋の練りようかんは、
普段のおやつはもちろん、もしもの備えに
おすすめです。
※販売期間：通年

千駄木腰塚 特選ビーフカレー
千駄木腰塚
テイクアウト 1個 630円
国産牛スネ肉を中心に牛肉の旨みとコ
クを凝縮した逸品です。災害時にもお
湯があればこだわりの温かいカレーが味
わえます。
※販売期間：通年

最新情報
【リエール藤沢】モバイルバッテリーレンタルサービス導入開始
JR藤沢駅直結の商業施設「リエール藤沢」は、スマートフォンのモバイルバッテリーレンタルサービス
「充レン」を導入いたしました。バッテリーをレンタルしていつでも好きな場所で充電することができます。
【充レンとは】
レンタル当日から翌日24時まで1台330円（税込）で利用可能なスマートフォンのモバイルバッテリーレンタルサービス。
全国の約3,000カ所、鉄道駅だけでも約350駅に設置された「充レン」のレンタルスタンドであればどこでも返却可能です。
詳細はHP （https://ju-ren.jp/）をご確認ください。
【設置場所/開始日】
「リエール藤沢」 1か所(2Fレストランフロア)/8月9日開始
【位置図】

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、「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
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