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【報道関係者各位】
2023年3月1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

■Topic2．「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーン
期間：2023年3月15日（水）～3月31日（金）／エキュート東京

■Topic1．「さくらさくら」キャンペーン
期間：2023年3月15日（水）～4月9日（日）／「エキュート」上野・日暮里
期間：2023年3月15日（水）～4月2日（日）／ 「エキュート」大宮・大宮 ノース・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3月1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。

エキナカ商業施設「エキュート」最新情報！

「さくら」をイメージした限定スイーツやグルメ
ご挨拶やお祝いにぴったりの「春ギフト」が続々登場！

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・日暮里・大宮・大宮 ノース・立川にて、3月15日(水)から4月9日(日)ま
で(大宮・大宮 ノース・立川は4月2日(日)まで)の期間、「さくらさくら」キャンペーンを開催します。期間中は「さくら」をイメ
ージしたスイーツやグルメなどを多数展開いたします。春を思わせる色鮮やかなラインアップをぜひお楽しみください。
また、「エキュート東京」にて、3月15日(水)から3月31日(金)までの期間、「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーンを
開催します。大切な方やお世話になった方への春のご挨拶にぴったりな商品を多数紹介します。送料無料キャンペーンも
併せて実施いたしますので、この機会にぜひご利用ください。
さらに、「エキュート」日暮里・上野にて、3月15日(水)から4月9日(日)までの期間、『にっぽりうえのまち歩きマップ』の無
料配布を行います。まち歩きマップでは、まち歩きが楽しくなるようなおすすめ桜スポットを紹介しております。まち歩きの記
録を書き留めながら、自分だけのマップを作ってお楽しみください。 ※本リリース内の価格は全て税込です

（商品の一例）
※おすすめ商品は次ページをご覧ください。

■Topic3．『にっぽりうえのまち歩きマップ』無料配布実施！
期間：2023年3月15日（水）～4月9日（日）／「エキュート」 日暮里・上野
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「とろけるさくら」
ガトー・ド・ボワイヤージュ(立川)／テイクアウト1台1,296円
きめ細やかな桜味のスポンジと桜クリーム、そして濃厚なカスタード生地の味をお楽しみください。

販売期間：販売中～なくなり次第終了

見た目から楽しめる！華やかなさくら・春スイーツ

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「エキュート」上野・日暮里・大宮・大宮 ノース・立川では、3月15日(水)から4月9日(日)まで(大宮・大宮 ノース・
立川は4月2日(日)まで)、「さくらさくら」キャンペーンを開催します。期間中は「さくら」や「春」をイメージしたスイーツやグル
メ、雑貨を多数ご紹介します。エキュートでしか買えない限定商品も登場します。「さくら」にちなんだ商品のかわいい見た
目や味わいを楽しんで、春の訪れを感じてみませんか。

Topic1．「エキュート」上野・日暮里・大宮・大宮 ノース・立川
「さくらさくら」キャンペーン

「極上たまごのシフォンサンド -桜-」
オーヴォ(日暮里・大宮)／テイクアウト1台2,000円
極上たまごを使用したシフォンサンドでフレーズデポア、桜クリームをサンドしました。表面に桜

型をあしらいクラムで飾りました。

販売期間：【日暮里】3/15～4/9 【大宮】3/15～4/2

※1日限定10台

エキュート限定NEW

「春のさくらタルト」
パティスリー アンドゥ(日暮里)／テイクアウト1台2,000円
サクサクのタルトに桜餡クリームを絞り、苺や花びらのチョコを飾った春らしいタルトです。
販売期間：3/15～4/9

NEW

「東京日和16袋」
富士見堂(日暮里)／テイクアウト16袋入1,269円
いろいろな味が楽しめるアソートの巾着は桜の形のお煎餅が入った6種類のお詰め合わせで
す。軽くてかさばらないのでお土産としてとてもおすすめですし、ご自宅用としても、また行楽
シーズンには移動中のおやつなどと楽しみの幅が広がります。
販売期間：販売中～なくなり次第終了

「カカオパーニュキューブ(春) 」
ベルプラージュ(上野・大宮)／テイクアウト1箱(8個入)648円
人気のカカオパーニュが入った春らしいデザインのキューブ型のギフトボックスです。包みを
開けると、小さなカカオ豆型のチョコレートが入っています。
販売期間：販売中～なくなり次第終了 ※数量限定

「さくら餅」
宗家 源 吉兆庵(上野)／テイクアウト1個248円
もっちりとした食感に口どけの良いこしあん。桜葉で包み、桜花を添えた道明寺製のさくら餅です。
販売期間：販売中～なくなり次第終了
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「桜道明寺」
深川伊勢屋(日暮里)／テイクアウト1個180円
つぶあんを餅米で包み、桜の葉の塩漬けでくるみました。この時期限定の人気商品です。
販売期間：販売中～なくなり次第終了

「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ アソルティ」
ヨックモック(上野・品川)／テイクアウト36個入3,564円
満開の桜を味わっていただきたいという想いを込めて、新たなデザイン缶にリニューアルしまし
た。春の新たな門出を桜木道で送り出すようなイメージを表現しています。桜香るはらりと
口溶けの良い食感で優しい色合いに焼き上げた桜風味のクッキーをお楽しみいただけます。
販売期間：販売中～3/31 ※なくなり次第終了

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「お花見あんみつ」
船橋屋(日暮里・立川・東京・エディション渋谷)／テイクアウト1個610円
※東京・エディション渋谷は「船橋屋こよみ」で取り扱いあり

桜の葉で巻いた香り高い桜あんに、いちご、キウイ、白玉を添えた春の彩りいっぱいのあん
みつです。
販売期間：3/4～3/31 【東京】3/5～3/31

「春のまゆ最中 10個入 ギフトボックス彩」
自由が丘 蜂の家(大宮・品川)／テイクアウト1箱1,400円
桜の葉の塩漬けを刻み入れた白あんを紅白の最中の皮にはさみました。
程良い塩味と桜の香りが春を感じさせるお菓子です。
販売期間：【大宮】3/15～4/2 【品川】3/4～4月上旬予定

「大判焼き桜餡」
餡舎ひよ子(上野)／テイクアウト4個入688円
ほんのり香る国産の桜葉をきざみ入れました。甘さをひかえた、季節の桜あんです。
販売期間：販売中～4/7

「咲く咲くさくらえん」
旬果瞬菓 共楽堂(立川)／テイクアウト4個入648円
桜の形の最中生地にキャラメルで固めたナッツがぎっしりと入った和風のフロランタンです。
広島県産の藻塩を使った甘じょっぱいお味をぜひご賞味ください。
販売期間：販売中～4/10

「トリアングル SAKURA」
ダロワイヨ(上野・大宮・立川・品川)／テイクアウト1個648円
春の訪れを感じさせる、桜色のプティガトーです。桜風味のムースに、桜の香る苺のコンポテ
を忍ばせました。
販売期間：販売中～4/9
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「おべんとう春」
崎陽軒(立川・エディション新橋)／テイクアウト1折780円
筍の炊き込みご飯には桜の花と山セリをトッピング。鰆の幽庵焼き、桜餡を包んだ小粒大
福等が入った季節限定のお弁当です。
販売期間：販売中～4/15 ※数量限定

「銀鮭と南蛮唐揚の幕の内弁当」
四季の味 献心亭 匠(立川)／テイクアウト1折1,080円
店内厨房で南蛮唐揚、大学芋、大ぶりの銀鮭などひとつひとつ丁寧に仕上げています。
色々なおかずが少しづつ楽しめる、ちょっと贅沢なお弁当です。
販売期間：通年 ※1日10折限定

「スコーン5個セット（さくらBOX）」
ラ ブランジュリ キィニョン(上野・立川)／テイクアウト5個入1,080円
生クリームを使用したしっとりやわらかいスコーンです。定番と季節限定のお味を詰め合わ
せました。
販売期間：3/15～4/9 【立川のみ】※土・日・祝日限定
※4/1から1,200円に価格変更予定

春の食材を贅沢に使用！この季節しか味わえない春のお弁当・グルメ

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「さくらあん苺生クリーム」
サンドイッチハウス メルヘン(上野・立川・東京・品川)／テイクアウト1袋540円
自然で柔らかな桜の香りをお楽しみください。
販売期間：【上野】3/15～4/9 【立川・東京・品川】3/15～4/2

【上野・立川】※1日30袋限定

画像あ
り

『季節弁当「春」』
てとて(日暮里・立川・大宮・品川)／テイクアウト1折1,380円
春を感じさせる桜えびと竹の子ご飯や、桜のまぜご飯など、彩りも鮮やかな季節限定のお
弁当です。
販売期間：【日暮里】3/15～4/9 【立川】販売中～3/31 【大宮】販売中～5/1

【品川】販売中～5月上旬予定

NEW
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「桜色のいちご豆乳」
ファイブクロスティーズコーヒー(日暮里)
イートイン・テイクアウトR610円／L710円
いちごと豆乳を合わせてスムージーを思わせる濃厚な桜色のドリンクに仕立てました。
販売期間：3/15～4/9

エキュート日暮里限定



「ヒレかつサンド」
とんかつ まい泉(上野・日暮里・立川・品川)／テイクアウト1箱（6切）891円
人気のヒレかつサンドが春限定で桜の花をちりばめたパッケージで登場。春の行楽のお供
にぜひ。
販売期間：3/15～4月上旬予定 【上野】3/1~4/6

「酒種 桜」
銀座木村家(上野・大宮)／テイクアウト1個200円
こしあんの中心に八重桜の塩漬けを練り込んだ木村家の代表的な伝統商品です。

販売期間：通年

「盆栽 旭山桜」
アンジェ ビュロー(上野)／5,500円～
八重咲の桜がご自宅で楽しめるミニ盆栽。お花が終わったあとも新緑、紅葉など１年を
通じて四季を感じられます。適切なお世話を続けることで、来年もきれいな花を咲かせて
くれます。
販売期間：販売中～3月下旬予定

ご自宅・お部屋でさくらを満喫！春アイテム

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「ハルフルールディフューザー」
Lbc with Life(立川)／1,980円
コロンとした丸い瓶がかわいいリードディフューザー。
サクラサボンの香りで春風を感じるお部屋へ。
販売期間：販売中～なくなり次第終了

「桜いなり」
いなりすし専門店 豆狸(上野・大宮・品川)／テイクアウト1個237円
桜色のかわいいおいなりさんです。見て食べて、桜をご堪能ください。

販売期間：3/15～4/9
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「詰合せ一膳（春）」
浪花 古市庵(立川)／テイクアウト1折896円
桜の花や、しらすの押寿司など、春の食材を使用しております。押寿司・いなり・巻き寿
司など非常にバランスの良い詰合せです。
販売期間：販売中～4月下旬予定 ※1日6～12折限定



Topic2．エキュート東京 「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーン

「桜色テディーベア」
野村製作所／41,800円
元々ぬいぐるみ作家だった職人が、革やテディーベアの形など、こだわって作り上げたレザー
のテディーベアです。かたい革より立体にお作りするテディーベアは、革の質感、色味や形、
ベアの表情など、デザインの細部まで職人の技術が詰まっています。ひとつひとつ、表情も変
わるため世界にたった一つだけの特別な『レザーテディーベア』です。
販売期間：販売中～なくなり次第終了 ※限定4点

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「絵てぬぐい 桜景色」
濱文様／1,100円
濱文様オリジナル晒「若葉」を使用した春の絵てぬぐいです。
桜と富士山を淡いピンク色に染め春らしい色合いになっております。
販売期間：通年
※エキュート日暮里、大宮でも販売 ※4/1から1,210円に価格変更予定

「春のプチギフト」
和楽紅屋／テイクアウト1袋900円
ザクザク食感の香ばしいピーナッツ最中に抹茶や苺を合わせ、華やかに可愛らしく仕上げた
「彩最中」と、米粉や全粒粉を使った軽い食感のクッキー「みのり」を桜柄のパッケージに詰め
合わせました。春限定のフレーバーも入ったこの時期だけのプチギフトです。
販売期間：3/15～3/31
※エキュート品川でも販売

「揚まんじゅう 桜」
御門屋／テイクアウト1個129円
ふくよかな桜風味の餡に塩漬けの桜の葉をあわせ「春の揚まんじゅう」にいたしました。
販売期間：販売中～4月初旬 ※なくなり次第終了
※エキュート品川でも販売

「遊山箱」
治一郎／テイクアウト1箱3,630円
遊山箱とは徳島県に伝わる小さな手さげのお重箱のことを言います。
行楽（遊山）や雛祭りなどの特別な行事に、 こども達のお弁当箱として使われていました。
それを治一郎ではお菓子の詰め合わせに。 春の訪れを感じる遊山箱、残していきたい素敵
な風習です。
販売期間：3/3～3月中旬予定 ※数量限定
※エキュートエディション渋谷でも販売

NEW

エキュート東京では、3月15日(水)から3月31日(金)まで、「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーンを開催します。春のご挨
拶にぴったりな「春ギフト」を多数ご紹介します。期間中は送料無料キャンペーンも併せて実施しますので、大切な方への贈り物に
ぜひご利用ください。

「ごあいさつBlooming Gift」送料無料キャンペーン
■実施期間： 3月15日(水)～3月31日(金)※お届け可能日は4月6日(木)まで
■概要：1ショップ1回のお会計5,400円(税込)以上のお買い物で1個口を無料で配送いたします。

JRE POINT会員なら3,240円(税込)以上のお買い物で上記同様のサービスが受けられます。

※各ショップの配送可能商品に限ります。お届け先は1件につき1か所までとなります。
一部対象外ショップ、クール便非対応地域がございます。 バーコード決済でお支払いの場合はご利用いただけません。

NEW
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Topic3．「エキュート」日暮里・上野 『にっぽりうえのまち歩きマップ』無料配布実施！

※画像はイメージです。

「エキュート」日暮里・上野では、3月15日(水)から4月9日(日)まで、桜の名所として有名な「上野公園」や日暮里の「谷中霊園」
の他に、(株)HAGISOのプロデュースの元、地元の方々のおすすめ桜スポットを紹介した『にっぽりうえのまち歩きマップ』の配布を行いま
す。桜が色づくこの季節に、「駅からまちへ、まちから駅へ」自分だけの行き先や想い出を記録しながら歩いてみませんか。
また、同期間に『「#にっぽりうえのまち歩きマップ」Instagramハッシュタグキャンペーン』を実施いたします。まち歩きツアーやプレゼント
もご用意しておりますので、ぜひご参加ください！

■『にっぽりうえのまち歩きマップ』 概要

配布期間：3月15日(水)～4月9日(日)
※なくなり次第終了となります

配布場所：「エキュート」日暮里・上野を中心に配布
※一部まちの商店でも配布

使い方：『にっぽりうえのまち歩きマップ』は、日暮里と
上野間を散策しながら自分だけの行き先や想い出を
書き留めることのできるマップです。桜スポットに加え、
鳥や自然、おいしいお菓子やコーヒーショップなど、見え
てくる風景を記録しながらお楽しみください。
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■「Instagramハッシュタグキャンペーン」について
日暮里・上野をもっと深く楽しめる素敵な賞品が当たります！

応募方法：
①エキュート日暮里とエキュート上野のInstagramアカウントをフォロー
②日暮里や上野界隈のお気に入りの風景と『にっぽりうえのまち歩きマップ』を一緒に撮影
③ハッシュタグ『#にっぽりうえのまち歩きマップ』とご希望賞品のコース名を記載の上、撮影した写真をInstagramに投稿！

応募期間：3月15日(水)～4月9日(日)

プレゼント内容：谷根千ご近所ローカルメディア「まちまち眼鏡店」がプロデュースするツアー&プレゼント
①おちこち探検コース：5月20日(土)

日暮里駅発～上野駅！お土産付きまち歩き 「地元っ子の路地、坂、暮らしの足跡を辿る」ツアー 限定5組(10名様)

②伊達なまち人コース：5月21日(日)
上野駅発～日暮里駅！お土産付きまち歩き 「まちの見方はまちまち人物図鑑」ツアー 限定5組(10名様)

③まちで貰おうコース：〈引換期間〉4月24日(月)～5月21日(日)
何が当たるかわからない！？まちからの特別プレゼント！ 限定12名様
※本屋さんで本をセレクトしてもらったり、ジェラート屋さんで好きな味を選んでもらったり、あなたの好みに合わせてその場
で商品をセレクトしプレゼントします。

詳細はHPをご確認ください。
エキュート日暮里HP：https://www.ecute.jp/nippori
エキュート上野HP：https://www.ecute.jp/ueno ※詳細掲載ページは3月15日(水)公開予定

『にっぽりうえのまち歩きマップ』 マップ使用例

社 名：株式会社HAGISO
事業内容：建築設計(一級建築士事務所)・デザイン・飲食・宿泊・イベント事業

HP:https://company.hagiso.jp/

代表取締役 宮崎 晃吉氏

HAGISO×「エキュート」日暮里・上野

「エキュート」日暮里・上野は、『にっぽりうえのまち歩きマップ』の企画など、地元・谷根千界隈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「HAGISO」とコラボレーションしています！

https://www.ecute.jp/nippori
https://www.ecute.jp/ueno
https://company.hagiso.jp/


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

（8/8）

タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！

詳しくはこちらをご確認ください！https://www.jrepoint.jp/campaign/B220916001

https://www.jrepoint.jp/campaign/B220916001

