
【報道関係者各位 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、新甫、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9月28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．上野駅 「濃縮いばらき！ さつまいも」キャンペーン／エキュート上野

期間：10月3日（月）～10月23日（日） 茨城県行方市の「さつまいも」を使用！

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、エキナカ商業施設「エキュート上野」にて、10月3日（月）から10月23日（日）までの期間、「濃縮いば
らき！ さつまいも」キャンペーンを開催します。期間中は、茨城県行方市の「さつまいも」を使用したスイーツ、デリ、お弁
当を多数取り揃えます。「エキュート上野」で、茨城県行方市が誇る絶品の「さつまいも」を存分にご堪能いただけます。
また、「エキュート東京」・「グランスタ東京」にて、10月1日（土）から10月31日（月）までの期間、「ナッツと果実」
キャンペーンを開催します。木の実と旬のフルーツを使用した、秋を楽しむ個性豊かなパンをご紹介します。
さらに、「エキュート日暮里」にて、10月3日（月）から10月23日（日）までの期間、「ようこそ ひぐらし商店の世界
へ」キャンペーンを開催します。谷中を中心に活動するHAGI STUDIOのメンバーとともに、今年は「地元商店とエキュー
トショップのコラボ」・「地元銘店が週替わりで出店」といった『食』の切り口と、「本読み（読書）から、そのまちの奥行きを
知る」という『読』の2つの切り口から、まちの魅力を発信いたします。ぜひご注目ください。

【報道関係者各位】 2022年9月28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

エキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」

秋のスイーツ・デリ・パン＆期間限定ショップ情報！

Topic2．東京駅

秋を楽しむ個性豊かなパンをご紹介！

「ナッツと果実」キャンペーン

期間：10月1日（土）～10月31日（月）／

エキュート東京・グランスタ東京

Topic3. 日暮里駅 「ひぐらし書房」や地元商

店とのコラボ限定商品が続々登場！

「ようこそ ひぐらし商店の世界へ」キャンペーン

期間：10月3日（月）～10月23日（日）

エキュート日暮里 ※画像はイメージです。商品の一例です。
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茨城県産さつまいもを使用した
大学芋をはじめ、秋の味覚が満
載のお弁当です。

Topic1．上野駅 エキュート上野「濃縮いばらき！ さつまいも」キャンペーン

いよいよ「食欲の秋」到来！エキュート上野は、10月3日（月）から10月23日（日）まで「濃縮いばらき！
さつまいも」キャンペーンを開催します。期間中は、茨城県行方市の「さつまいも」を使用したスイーツ、デ
リ、お弁当を多数取り揃えます。エキュート上野で、茨城県行方市が誇る、生産量・品質ともに全国トップク
ラスで絶品の「さつまいも」を存分にご堪能いただけます。ぜひご注目ください！

■「濃縮いばらき！ さつまいも」キャンペーン 開催概要

・期間：10月3日（月）～10月23日（日）

・場所：エキュート上野

・内容：茨城県行方市の「さつまいも」を使用したスイーツ、デリ、お弁当の販売

紅はるかとふくむらさきの
ペアサンド

サンドイッチハウス メルヘン
テイクアウト 1袋 496円蜜たっぷりのとろけるような

紅優甘の焼き芋としっとりな
めらかスイートポテトを合わ
せた絶品おいもスイーツです。

エキュート上野限定

焼き芋まるごと大きなスイートポテト
おいもさんのお店らぽっぽ
テイクアウト 1個 1,080円

茨城県産紅優甘のせソフトクリーム
ファイブクロスティーズコーヒー

イートイン・テイクアウト 1個 480円

さつまいもの御三家の1つである、
まるでスイーツのような高い糖度と
しっとりとした食感が特徴の紅はる
かを贅沢に使ったロールケーキです。

エキュート上野限定
1日10個限定、11時～販売

紅はるかのモンブランロール
ドルチェフェリーチェ

テイクアウト 1個 500円

いなりすしを船のようにつくり、
すし飯の上に茨城県産の「紅は
るか」を敷き詰め、さつま芋の
レモン煮をトッピングしました。

エキュート上野限定
1日50個限定

おいものいなり
いなりすし専門店豆狸
テイクアウト 1個 162円

秋の味覚のさつまいもまん
パオパオ

テイクアウト 1個 280円

人気商品の牛乳ソフトに茨城
県産の紅優甘とグラノーラ、
キャラメルソースをトッピン
グしたソフトクリームです。

エキュート限定

さつまいもの優しい甘さを生か
すスパイス使いのビリヤニです。

エキュート上野限定

さつまいもホクホクビリヤニセット
シターラ・ダイナー

イートイン 1セット 1,290円

秋の味覚のすし弁
若廣

テイクアウト 1折 1,296円

本物のさつまいものような色合
いと、さつまいも本来の甘味が
感じられるまんじゅうです。

エキュート上野限定
10時～販売

いも、くり、なんきん(かぼちゃ)をシンプ
ルに醬油で炊いたおこわと合わせました。
秋の味覚の素材本来の味をお楽しみ下さい。

エキュート上野限定
1日20折限定、11時～販売

いも・栗・なんきん おこわ重
おこわ米八

テイクアウト 1折 680円

（2/6） ※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。

茨城県行方市の「さつまいも」を使用！スイーツ・デリ・お弁当

紅はるかのしっとりした甘味と、
新品種ふくむらさきの高濃度でな
めらかな食感をお楽しみください。

エキュート上野限定
1日20個限定



※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。

Topic2．東京駅 エキュート東京・グランスタ東京「ナッツと果実」キャンペーン
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エキュート東京・グランスタ東京は、10月1日（土）から10月31日（月）まで「ナッツと果実」キャンペー
ンを開催します。期間中は、木の実と旬のフルーツを使用した、秋を楽しむ個性豊かなパンを多数取り揃えま
す。香ばしいナッツの香りとフルーツのジューシーな味わいが楽しめる、秋にぴったりなとっておきの新作パ
ンにご注目ください！

■「ナッツと果実」キャンペーン 開催概要

・期間：10月1日（土）～10月31日（月）

・場所：エキュート東京・グランスタ東京

・内容：木の実と旬のフルーツを使用した、秋を楽しむ個性豊かなパンの販売

新作のおすすめ商品

アーモンドミルクとドライフルーツ
THE STANDARD BAKERS TOKYO

／グランスタ東京
テイクアウト 1個 324円
イートイン 1個 330円

青森県産皮つき林檎のパン
ブーランジェリーラ・テール

／グランスタ東京
テイクアウト 1個 270円
イートイン 1個 275円

たっぷり卵とバターのリッチな自家
製生地に、ドライシードルとシナモ
ンで香り付けした林檎餡と、ドライ
アップルキューブ、くるみを包んだ、
大人のあなたへ贈るあんぱん。珈
琲・紅茶、ヴァンショー（ホットワ
イン）と一緒に。

グランスタ東京限定
販売期間：10/1～11/13

東京百両あんぱん 林檎とくるみ
元祖木村焼き百両屋
／グランスタ東京

テイクアウト 1個 270円

オレンジナッツのキャラメルクロワッサン
Curly’s Croissant TOKYO BAKE 

STAND／グランスタ東京
テイクアウト 1個 432円
イートイン 1個 440円

クレームシャンティ、青森県産
の皮つき林檎煮を挟んで、表面
だけカリッと焼き上げ、チョコ
とアーモンドをあしらいました。

グランスタ東京限定
販売期間：10/1～10/31
1日25個限定

水を使用せずアーモンドミルク
100％で仕込みました。ビタミン
Eが豊富な全粒粉とアーモンドミ
ルクを使用。5種のドライフルー
ツをたっぷり練りこみました。セ
ミハードで歯切れのよいパンです。

グランスタ東京限定
販売期間：10/1～10/31

カーリーズ自慢のクロワッサン生
地を巻かずに、オレンジ風味のア
ーモンドクリーム、ローストした
ナッツとオレンジをのせ焼きあげ
ました。キャラメルソースをトッ
ピングして仕上げます。

グランスタ東京限定
販売期間：10/1～10/31

サクサクのデニッシュに濃厚な
ピスタチオクリームとシャイン
マスカット、ナガノパープルを
合わせた贅沢な一品です。

グランスタ東京限定
販売期間：10/1～10/31
11時～販売、1日30個限定

ダノワーズ レカン
BURDIGALA TOKYO
／グランスタ東京

テイクアウト 1個 540円
イートイン 1個 550円

甘みたっぷりの旬の柿を、香ばしい
ほうじ茶クリームとこしあんでサン
ドし、上品な味わいに仕上がってい
ます。ピスタチオの色みと食感もア
クセントに。

販売期間：10/1～11月下旬頃まで
※柿の入荷状況により、その日なく
なり次第終了

柿のほうじ茶クリームサンド
Be! FRUITS SANDWICH

／グランスタ東京
テイクアウト 1袋 800円



かつて見晴らしの良い庶民の憩いの場として、人気の景勝地であった「ひぐらしの里 日暮里」。現在もこの街
に残る下町情緒と豊かな自然の中に、今を伝える日暮里があります。そんな日暮里のあちらこちらに広がる魅
力・今と昔の魅力を、みなさまに日暮里をもっと好きに、もっと日暮里の街へ足を運ぶきっかけになっていただ
けたらという願いを込めて、未来に向けて、世界に向けてお伝えして行きます。
これまで、エキュート日暮里のアイコンである日暮里繊維街の「のれん」、

昔の日暮里周辺の地図が描かれたフリースペースの「てーぶる」、
JR日暮里駅コンコースにある荒川区の産業で作られた「べんち」を設置しています。
※「おちこち」＝「遠近」「あちらこちら」「昔と今」「現在と未来」
■エキュート日暮里Instagram：https://www.instagram.com/ecute_nippori/

エキュート日暮里に、エキナカとマチナカをつなぐ「ひぐらし書房」がやってきます。
80人のシェア本屋「西日暮里ブックアパートメント」のメンバーが選書した、点在す
る棚ごとに異なる個性豊かなテーマ本をぜひお楽しみください。
読書の秋。さぁ、本の世界を『つまみ読み。』

【選書テーマ】
うれしい本・泣ける本・うまい本・LOVE本・ハテナ本・本の本・はみ出し本・
今日読みたい本・未来の積読本 など（全20種類の選書テーマ）

【本の買い方】
①本棚を開く
②本を選ぶ：料金は、一律1,000円（税込）です。
（1冊・よりどり2冊・よりどり3冊の印をもとに本をお選びください。）
③お金を「料金投入口」に入れる。

【設置場所】※設置場所マップ参照
エキナカ：エキュート日暮里
マチナカ：HAGISO・TAYORI・KLASS・asatte・西日暮里スクランブル（予定）

Topic3．日暮里駅 エキュート日暮里

「ようこそ ひぐらし商店の世界へ」キャンペーン
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エキュート日暮里は、10月3日（月）から10月23日（日）まで、地域連携プロジェクト「ひぐらし おちこち」
の取組みの一環として「ようこそ ひぐらし商店の世界へ」キャンペーンを開催します。「まちに繰り出すきっか
け＝このまちの魅力」を発見するべく、谷中を中心に活動するHAGI STUDIOのメンバーとともに、今年は「地元
商店とエキュートショップのコラボ」・「地元銘店が週替わりで出店」といった『食』の切り口と、「本読み
（読書）から、そのまちの奥行きを知る」という『読』の2つの切り口から、このまちの魅力を発信いたします。

■「ようこそひぐらし商店の世界へ」キャンペーン 開催概要

・期間：10月3日（月）～10月23日（日）

・場所：エキュート日暮里

・内容：「ひぐらし書房」にて本の販売、「地元の商店」と「エキュート日暮里」コラボ限定商品の販売、
イベントスペース「ヒメクリ」にて、地元商店による期間限定商品の販売

「ひぐらし おちこち」について

エキナカとマチナカに本棚を設置し、本を販売します！

※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。

詳しくはURLをご確認ください。URL：https://www.ecute.jp/nippori/campaign/2394

※棚はイメージです。

キャンペーンビジュアル

（公開日：10/3～10/23）

https://www.instagram.com/ecute_nippori/
https://www.ecute.jp/nippori/campaign/2394
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期間限定ショップ情報！ 日暮里駅界隈のお店が出張出店「おちこちばとん」

東京食肉市場で熟練の目利きが買
い付ける高品質な国産牛と、職人
が造る自家製コンビーフ等を取り
扱う食肉専門店「千駄木腰塚」。
腰塚セレクションでは、腰塚の厳
選商品を取り揃えました！

1週目！展開期間：10/3～10/9

エキュート日暮里のイベントスペース「ヒメクリ」に、日暮里駅界隈のお店
が期間限定出店いたします。様々なお店を「ばとん」で繋ぐように、3週に渡っ
てお互いのお店を紹介しながら出店いたします。

「地元の商店」と「エキュート日暮里」コラボ限定商品！

塩とオリーブオイルの専
門店「おしおりーぶ」と
コラボ。赤ワインビネガ
ーを混ぜ込んだレアチー
ズケーキ。

エキュート日暮里限定

夕焼けレアチーズ
パティスリーアンドゥ
テイクアウト 580円

谷中「青鶴茶舗」の日本茶
インストラクターがセレク
トしたほうじ茶を使用。香
ばしさとほのかな甘みがく
せになるお八つ煎餅。

エキュート日暮里限定

ほうじ茶ミルクティー
富士見堂

テイクアウト 486円

ソルトバターフランスに
「羽二重団子」のこしあ
んとバターをサンドしま
した。

エキュート日暮里限定

ソルトこしあんバター
フランス
ル ビアン

テイクアウト 389円

1048Pizza
腰塚セレクション

テイクアウト 1,800円

ラム漬けフルーツの
バターサンド

道灌山ベイクショップ
テイクアウト 460円

TAYORI特製やなか弁当
TAYORI・TAYORI BAKE
テイクアウト 1,200円

※平日限定商品

皆様と生産者の方々が、手紙を交わ
すように繋がる場になってほしい、
という願いがこめられた「TAYORI」。
生産者の想いがつまった食材を、お
惣菜やお弁当、焼き菓子にしてお届
けします。

2週目！展開期間：10/10～10/16

「Boulangerie ianak!」の姉妹
店として、2020年7月にオープ
ンした焼き菓子屋さん。小麦は
全て国産を使用。添加物も極力
使用せず、安心していただける
お菓子作りを目指しております。

3週目！展開期間：10/17～10/23

※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。

社 名：株式会社HAGI STUDIO
事業内容：建築設計・デザイン（一級建築士事務所）

HP:https://studio.hagiso.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/hagistudio_inc/

facebook:https://www.facebook.com/studio.hagiso/

代表取締役 宮崎 晃吉氏

HAGI STUDIO×エキュート日暮里

「ようこそ ひぐらし商店の世界へ」キャンペーンでは、キービジュアルの制作や『おちこちばとん』など、
地元・日暮里の魅力を伝えるパートナーとして、千駄木に事務所をかまえる「HAGI STUDIO」とコラボレーシ
ョンしています！

ひぐらしエリア（谷根千・西日暮里等）で営む老舗や新進気鋭のショップとエキュート日暮里のショップ
がコラボレーション！現地に足を運んでみたくなるような、そんな商品をご用意しました。

「谷根千 アズカフェ」の特
製珈琲豆からじっくり味わ
いを抽出したコーヒープリ
ンアラモード。

販売期間：10/3～10/20

エキュート日暮里限定

極上たまごのコーヒー
プリンアラモード

オーヴォ
テイクアウト 700円

https://studio.hagiso.jp/
https://www.instagram.com/hagistudio_inc/
https://www.facebook.com/studio.hagiso/
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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 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HAGI STUDIOご担当者さまからのコメント>

「HAGI STUDIO」は、日暮里に近い谷中にて2013年3月に「最小文化複合施設」としてHAGISOをオ
ープンしました。以降、谷中を中心に建築設計、飲食事業、宿泊事業、イベント企画事業などを行ってい
ます。本キャンペーンでは、この街を拠点に活動する各部門のスタッフがそれぞれの特徴を生かして取り
組んでいます。
「エキュート日暮里」との交流の中で、担当スタッフの方の街に対する熱い想いに衝撃を受けると同時

に、とても嬉しく感じました。実際に街の商店と連携し、昨年よりさらに踏み込んだ、新たな街の魅力を
共に発信していきます。
本キャンペーンのビジュアルイメージは、昨年に引き続き「ひぐらしおちこち」の意味合いから、古い

路地や昔ながらの建物や商店が多く残っており、さまざまな文化が存在してきた日暮里界隈の風景を表現
しております。また、「ひぐらし書房」の設置に伴い、本の要素を散りばめております。
駅から街へ、さまざまなアプローチで発信してまいります。


