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（2）多摩地域の産品や企業とコラボレーションしたオリジナル商品の開発、販売 

 

販売期間：10 月 2 日（月）～10 月 15 日（日）※一部異なります 

商品数  ：15 ショップ 15 種 

商品情報：そのうち、13 種について、別紙 1・2 をご参照ください 

※いずれの商品も、エキュート立川限定商品 

 

地元企業とタイアップ 全 9商品  【別紙 1参照】 
澤乃井で有名な酒造メーカーがつくる日本酒を使ったスウィーツ   

JR青梅線の沢井駅にある銘酒「澤乃井」の蔵元で、関東を代表する酒造メーカーである「小澤酒造」と

ともに、スウィーツを共同開発。酒粕や純米吟醸酒を使い、香り豊かなスウィーツを展開します。 

「奥多摩わさび」を使ったデリ 

江戸時代末から続くわさび製造の老舗「山城屋」と、お酒にあうおつまみや、デリ商品を共同開発。奥多

摩の新鮮な空気と清流で栽培した生わさびの伝統の味。甘みよりも辛みが強く鋭いことが特徴。 

常設ショップ 10周年記念 限定商品  【別紙 2参照】 
多摩地域に本店を持つ、エキュート立川の常設ショップから限定開発商品を 3種、

また、中央線をモチーフとした商品 1 種、計 4商品を別紙でご紹介します。 

 

 

 

 

報道関係者各位 

㈱JR 東日本ステー

ションリテイリング 

㈱JR 東日本リテー

ルネット 

㈱ジェイアール東日

本都市開発 

2016 年 5 月 31 日

関係者各位 

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 

「エキュート立川」は、10 月 5 日に 10 周年を迎えます。このことを記念して、「いっしょに記念日。」をキャンペーンテーマに、開業10

周年記念キャンペーンを開催します。 

地域のお客さまに支えられてきたおかげで 10 周年を迎えられた感謝の気持ちを込めて、皆さまと共に祝い、また、参加したお客さま

の記憶に残るような“記念日”とすることを目指して、複数のイベントを開催します。たとえば、ポスター等に使用するビジュアルデザイン

は、地域のお客さまの手形をモチーフに製作しました。そのほかにも、多摩地域にゆかりのある企業やクリエーターとコラボレーション。老

舗企業とタイアップした限定開発商品の販売や、フォトコンテスト、写真展、タイムカプセル郵便など、すべての企画において、多摩地域

の皆さまとの連携につとめた企画をご用意しています。 

 

エキュート立川 開業 10周年 
「いっしょに記念日。」 ～多摩地域の皆さまへの感謝を形に～ 

10月 2日（月）～10月 15日（日） 

（1）「みんなの手形」で完成したポスターデザイン 

8 月に開催したワークショップに参加したお客さま一人ひとりの「手形」をモチーフに、ビ

ジュアルデザインを製作しました。集めた手形を動物に見えるよう頭やしっぽなどを描き

足し、立川で 10 年かけて育った大きな樹に動物たちが集まっている様子をイメージ

したデザインを完成させました。このたびデザインが完成しましたので、お披露目します。 

 
《ワークショップの様子》  

手をテーマに、その場で持って帰れるモノづくりワークショップを開催。その際に、参加者の「手形」を集めました。 

■イベント名称：ゆびハンコでつくるイニシャル巾着袋 

■実施日：8月 20日（日） 

■手形参加者数：22名  

（ワークショップ参加者 50名） 

 

※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※価格は税込みです。※ご提供可能な画像を各種ご用意しています。 

 
－ 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  

 

小澤酒造 イメージ画像、限定開発商品の一例 

 山城屋 イメージ画像、限定開発商品の一例 

 

完成したビジュアルデザイン 
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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  

 

※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※価格は税込みです。※ご提供可能な画像を各種ご用意しています。 

 

 

 

（3）フォトコンテスト「立川といっしょに。」 

キャンペーン期間中、インスタグラムで、立川エリアの思い出の場所やお気に入りの場所、注目のスポットなどを「＃いっしょ

に記念日」をつけて投稿いただいた方の中から、JR立川駅長賞・エキュート立川 店長賞を選定。受賞作品は立川駅構内

で展示するほか、受賞者には賞品をプレゼントします。 

・応募期間：8 月 23 日（水）～9 月 18 日（月・祝） 

・受賞発表：9 月下旬頃 ※受賞者にはインスタグラムのダイレクトメッセージにて連絡 

・立川駅構内での掲出期間：10 月 2 日（月）～10 月 15 日（日）※受賞作品のみ 
・賞品：JR 立川駅長賞（びゅう商品券 2,000 円分）5 名、エキュート立川 店長賞（お菓子詰め合わせ 2,000 円相当）5 名 

（4）多摩の魅力を伝える写真展 

奥多摩を主なフィールドにして活躍する写真家・大舘洋志さんが撮影した写真を館内で

展示します。大舘洋志さんが実際に、酒造見学や、機織り、染物体験などを通して撮影した

写真から、多摩の魅力を再発見することができます。 

・展示期間：10 月 2 日（月）～11 月 30 日（木） 

・展示場所：エキュート立川 3 階 「東京観光情報センター 多摩」プロモーションウォール 

・協力：公益財団法人 東京観光財団 大舘洋志さん撮影写真の一例 

（6）駅探検やお仕事見学など、JR東日本と連携するイベント 

○立川駅探検ツアー 
JR東日本 立川駅の協力を得て開催するイベント。普段目にすることのできない駅員

の仕事場を探検したり、ホームで記念撮影することができます。また、参加者全員に、イベン

トに参加するお子さまの写真を撮影しプレゼントする特典もご用意しています。 
・開催日時：10 月 14 日（土）①11：00～ ②14：00～（各回 45 分程度） 
・場所：ＪＲ立川駅構内 
・定員：各回 5 名 ※先着順・定員に達し次第、終了 
・対象：5～10 歳のお子さま ※保護者を含め、付添は 3名まで 

・参加費：無料 

・応募方法：件名を「ＪＲ立川駅探検ツアー」とし、本文に氏名・年齢・電話番号・希望の回・付き添いの人数を明記の上、所定のアドレスにメールにて 

応募してください。（送付先メールアドレス：event-tachikawa@ecute.co.jp ） 

※当日は、お客さまによるカメラ、スマートフォン等での撮影不可 ※駅構内を移動するため、イベント開催中は、ベビーカー使用不可 

 

○運転士さん・車掌さんのお仕事体験 
JR東日本 立川運転区、立川車掌区の協力を得て開催するイベント。運転士や車掌が携帯する持ち物を紹介するほ

か、映像を通して乗務員の業務紹介、ドアスイッチや発車ベルを押す体験、模擬運転などをご用意しています。 
・開催日時：10 月 14 日（土）・15 日（日）①10：30～ ②13：00～ ③14：30～（各回 60 分程度） 
・場所：エキュート立川 3 階 イベントスペース「タマリバ」 
・定員:各回 15 名 ※先着順・定員に達し次第、終了 
・対象：小学生以下のお子さま 

・参加費：無料 
 ・応募方法：件名を「運転士さん・車掌さんのお仕事体験」とし、本文に氏名・年齢・電話番号・希望日・希望の回を明記の上、所定のアドレスにメール 

にて応募してください。（送付先メールアドレス：event-tachikawa@ecute.co.jp ） 

立川駅探検ツアーの様子（2014年） 

（5）「10 年後のあなたへ～大切な人へ手紙を送ろう～」 

10 年後のご自身や家族、大切な人に向けたタイムカプセル郵便を作成。多摩にゆかりの 

あるイラストレーター・角裕美さんが、自分だけのオリジナルポストカード作成にあたりアドバ

イスします。 

・開催日：10 月 9 日（月・祝）①11：00～ ②14：00～（順次 30 分程度） 

・場所：エキュート立川 3 階 イベントスペース「タマリバ」 

・定員：各回 20 名 ※先着順・定員に達し次第、終了 
・参加費：1,000 円 ※タイムカプセル郵便実費として  

角 裕美さんの作品例 

武蔵野美術大学卒業。カラフルな色合いが特長。 
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別紙 1 多摩地域の産品や企業とコラボレーションしたオリジナル商品 

小澤酒造・山城屋とのタイアップ全 9商品 

すべて、販売期間 10月 2日～10月 15日限定、エキュート立川限定 

－ 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 

 
 

【ハピマルシェ】 

わさびディップサラダ 

540円 

オリジナルの酸味を加えたマヨネーズの本わさ

びで、わさびの香り・食感を際立てた山城屋

の「本わさびマヨネーズ」で新鮮な野菜を堪

能できます。※季節によって野菜が変更になる場合

がございます。 

【楽しいおかず】
おとな味 揚げ出し豆腐 

1個 162円 

キレのある辛さが特長の奥多摩本わさび

の茎漬けを使った、ちょっぴり大人味の揚

げ出し豆腐です。 

 

【穂まれや】 

葉わさびの混ぜ込み 

1個 200円 

甘辛くしょうゆで炊き上げた山城屋の葉

わさび佃煮を混ぜ込んだおにぎりです。 

 
 

【ミートダイニングタカギ】 

鶏もも肉のもろみわさび漬焼 

グリル野菜添え 

1個 495円 

茎わさびの入ったもろみ味噌に二晩漬け

込みました。ほのかな甘みとわさびの風味

が楽しめます。 

 

【のんきや】 
わさびマヨネーズのいかスティック焼き 

432円 
オリジナルの酸味を加えたマヨネーズの本わ
さびで、わさびの香り・食感を際立てた山
城屋の「本わさびマヨネーズ」と、のんきや自
慢の身が厚くやわらかい大きなイカとのハー
モニーが楽しめます。 

 

【キャトルキャール】 

甘酒プリン 

1個 486円 

澤乃井の小澤酒造の酒粕「酒の華」を

使用した甘酒プリンと、小澤酒造の「東

京蔵人」の日本酒ゼリー&黒豆の 2層構

造のプリンです。 

 

【イルフェジュール】 
澤乃井 大吟醸 酒粕蒸ショコラ 

1個 184円 

イルフェジュールこだわりのクラシックショコ

ラ「蒸ショコラ」に、澤乃井の小澤酒造の

酒粕「酒の華」を使用。さわやかなお酒

がふんわり香る一品です。 

 

【ダロワイヨ】 

澤乃井サヴァラン 

1個 540円 

澤乃井の小澤酒造が東京オリンピックに向け

て開発した「東京蔵人（とうきょうくらびと）」を使

ったサヴァラン。日本酒の味を全体に付加し、

スポイトに入れた日本酒で仕上げます。 
 

【アンの工房】 

酒の華プリン 

1個 270円 

澤乃井の小澤酒造の酒粕「酒の華」を使用

してやさしい味に仕上げました。 
 

※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※価格は税込みです。※ご提供可能な画像を各種ご用意しています。 

 



 

 

【サンドイッチハウス メルヘン】 
ハッピーバースデー10周年セット 

販売期間 10月 2日～10月 15日限定 
1,500円 

お祝いロールケーキサンドとドリンクをセットにした、エキュート立
川限定のセットメニューです。※イートインのみでの提供です。 

 

なお、【サンドイッチハウス メルヘン】は、八王子市に本社を構
える株式会社メルヘンが展開するショップです。 

別紙 2 

【パティスリー ドゥ シェフ フジウ】 
シャルロットマロン 

販売期間 10月 2日～10月 15日限定 
1,800円 

ふわふわのビスキュイ生地に栗のムースとチョコレートとコーヒーを合
わせたクリームで仕上げました。 
 
なお、【パティスリー ドゥ シェフ フジウ】は、東京都日野市に本社
を構える株式会社藤生企画が展開するショップです。 

【ステーションカフェ バーゼル】 
バラに見立てたサーモンマリネとイクラ・お米のサラダ仕立て 

販売期間 10月 2日～10月 15日限定 
730円 

お米のサラダに、レモンドレッシングで軽くマリネしたサーモンのバラ
を上に盛りつけ、いくら、オレンジ、ケッパーベリー、黒い岩塩、ル
ッコラを散らしました。 
 
なお、【ステーションカフェ バーゼル】は、八王子市に本社を構
える有限会社バーゼル洋菓子店が展開するショップです。 

【オジコ】 
I’m ORANGE 

10月 2日販売開始 
4,104～5,832円 

オレンジのコンテナの中に、かつて中央線を走っていた電車 201
系がこっそりまぎれて描かれている T シャツ。バックプリントはかわ
いい表情の 201系がデザインされています。 
立川駅が中央線と縁深いことから、エキュート立川限定で販売
します。 

 

－ 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 

 
 

※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※価格は税込みです。※ご提供可能な画像を各種ご用意しています。 

 

常設ショップが 10周年を記念して販売する 4商品 

すべて、エキュート立川限定 

多摩地域の産品や企業とコラボレーションしたオリジナル商品 


