
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」各施設にてフェアを開催いたします。
エキュート品川では、個性豊かなベーカリー5ショップを対象とした『パンのサブスク』を初開催。また、エキ

ュート大宮・大宮 ノースでは『春のパン便り2023』フェアを初開催。エキュート大宮に出店する人気の2ショッ
プ「サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。」×「タルタルファクトリーby塚田農場」がコラボレーションした
フェア限定商品も登場します。さらに、エキュート立川では、昨年に続き2回目の『オトナの筋活』フェアを開催。
今年は新たにエキュート立川の屋上庭園「osoto（オソト）」でのヨガイベントも開催します！
この春も様々なフェアやイベントを展開するエキュートにご注目ください。

エキナカ商業施設「エキュート」

■Topic1．品川駅 パンのサブスクを開始！ 4/3～6/30

■Topic2．大宮駅『春のパン便り2023』フェア開催！4/3～4/23
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2023年3月22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

掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

■Topic3．立川駅『オトナの筋活』フェア開催！4/3～4/23

パンのサブスクやフェア、大人の筋活フェアなど

春のイベント盛りだくさん！



Topic１．品川駅 パンのサブスクを開始！

ブレッドワークス
天王洲と表参道に店舗を構えるベーカリー。オリジナルの
デニッシュやマフィン、シンプルな食事パンのすべてを粉
から手作りで作りあげています。
朝・昼・夜のライフスタイルに合わせた商品を是非お楽し
みください。

（2/6） （価格は全て税込です）

対象ショップで324円（税込）以下のパンを1日1個受け取ることができる『パンのサブスク』を開始しま
す。エキュート品川内の個性豊かな5つのベーカリーショップからお楽しみいただけます。

【概要】
販売期間：4月3日(月)10：00～6月30日(金)

※サービスの提供は7月31日(月)まで

販売価格：3,980円（税込）/月額

URL：https://www.favy.jp/plans/2985

※ご利用は1日1回 ※325円（税込）以上の商品は対象外
※324円（税込）以下の商品でも複数商品の組み合わせは不可

【対象ショップ】

ポール
フランス産の小麦、塩（セル・ブランジェリ）、水（コン
トレックス）を使い、フランスのレシピと製法を厳格に守
り続ける1889年創業の老舗で、本場フランス国内でも高い
評価を受けています。テイクアウトのほか、心地よいオー
プンデッキでの朝食も、お楽しみいただけます。

アンデルセン
アンデルセンのデニッシュペストリーは、本格的なおいし
さとクオリティで愛されてきました。この度、伝統的な中
にも新しさを表現し、彩りを加えた品川オリジナル商品を
開発しました。焼き立て、作り立ての楽しさ溢れる多彩な
パンで、駅利用のお客さまニーズに応えます。

オキーニョ by 猿田彦珈琲
オキーニョは、「正直な香りのするパン。」をご提供する
ため、猿田彦珈琲がプロデュースする、"毎日食べたくなる
おいしさ"を追求したベーカリーブランドです。
パンの特徴に合わせ、最適な小麦を使い分け、独自の配合
で焼き上げました。素材の美味しさを感じられるパンは、
幅広い年代のお客さまに愛されています。

ブーランジェリー ラ・テール
フランス石窯焼き“大地のパン”と玄米と豆乳を使用した“も
ちもちドーナッツ”のお店です。国産の小麦、牧場直送のジ
ャージー牛乳やオーガニックシュガー、有機はちみつなど
素材へのこだわりと職人の技術があわさった体にやさしい
パンを提供します。

https://www.favy.jp/plans/2985


Topic２．大宮駅 『春のパン便り2023』フェア開催！

（3/6） （価格は全て税込です）

①岩下の新生姜タルタル入りチキン竜田
②プレーンタルタル入りエビアスパラ
サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。（エキュート大宮）
1袋2切入 テイクアウト ①604円 ②540円

イートイン ①616円 ②550円

エキュート大宮の惣菜売場に出店している濃厚タルタルソース専門店
「タルタルファクトリーby塚田農場」との限定コラボ商品が誕生！プ
リプリのエビフライと旬のアスパラには卵の味わいが濃厚なプレーン
のタルタルソース、チキン竜田には岩下の新生姜がゴロゴロ入ったタ
ルタルソースをたっぷりとサンドしたコラボサンドイッチです。

エキュート大宮限定

クリームパン
デイジイ（エキュート大宮）
1個 テイクアウト 216円/イートイン 220円

毎日お店で作っている自家製カスタードクリームを甘い菓子生地で包み、焼
き上げました。1日3回のふわふわほかほかの焼き立てを買えるタイミング
が狙い目です！

①ブルーベリーベーグル ②クリームチーズ各種
ベーグル＆ベーグル マイスタイルプラス（エキュート大宮）
①1個 225円 ②1個 324～345円 テイクアウトのみ

ジューシーなブルーベリーの果実をたっぷり練り込んだ風味豊かなベーグルとク
リームチーズの相性は抜群です。

①軽井沢レザン ②練乳バタークリーム
ブランジェ浅野屋（エキュート大宮 ノース）
①テイクアウト 100g 251円(※軽井沢レザンは量り売り)
②テイクアウト 1個 540円

ラムレーズンをたっぷり配合した柔らかい生地をカリっと芳ばしいフランスパン
生地で包み、焼き上げた浅野屋オリジナルの人気商品です。トーストしてバター
クリームをのせると、塩味と甘味の絶妙なコンビネーションが楽しめます。

クロワッサン各種
ミニヨン（エキュート大宮ノース）
プレーン70円～/チョコレート92円～/めんたいこ92円～/さつまいも97円～
(※量り売り販売)

パリッモチッとした生地に甘いシロップがジュワッと溢れる、店内で焼き上げる
ミニクロワッサン。人気のプレーン、チョコレートはお得なセットもご用意して
います。

エキュート大宮・大宮 ノースのベーカリーショップでは、
各ショップ自慢の食材を使用したこのフェアだけのコラボレーシ
ョン商品や各ショップの看板商品が勢揃いする『春のパン便り
2023』フェアを開催！お気に入りパンを見つけてください♪

【概要】
フェア名：春のパン便り2023
開催期間：4月3日(月) ～4月23日(日)
URL：https://www.ecute.jp/omiya
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Topic３．立川駅 『オトナの筋活』フェア開催！

（4/6） （価格は全て税込です）

ソイぱんサンド（ショルダーハム）
アンテンドゥ
1個 テイクアウト 275円/イートイン 280円

ショルダーハム、オニオンサラダ、リーフレタスを豆乳クリームで
仕込んだソイパンドッグにサンドした新しい美味しさです！

食べたら病みつきになる後引く味で、カルシウム豊富な一品です。

さばサンド
ラ ブランジュリ キィニョン
1個 350円 テイクアウトのみ

鯖の塩焼き、大葉、ガリ、タルタルソースが入った和風サンドイッチ。大葉
とガリの爽快な香りが鯖の美味しさを引き立たせます。

30品目バランスプレート
和ごはんとカフェ Chawan
1皿 1,639円 イートインのみ

30品目以上の食材を使用した贅沢プレート。良質たんぱく質にビタミン・
ミネラル・食物繊維！
バランス良く、おいしくどうぞ。

干し豆腐のさっぱり和え
紅燈籠
100g 282円 テイクアウトのみ

炙って旨みを閉じ込めたまぐろに、濃厚な味わいのアボカドが好相性。千切
りにしたきゅうり、大根のシャキシャキとした食感と、セロリ、大葉などの
香りが美味しさを引き立てます。

炙りまぐろとアボカドのサラダ
グリーン・グルメ
100g 669円 テイクアウトのみ

干し豆腐は豆腐に圧力をかけて水分を抜き、軽く乾燥させて麺状にしたもの
で、中国や台湾で使われる豆腐の一種です。お好みの野菜を入れたアレンジ
も是非お試しください。

エキュート立川では、昨年に続き2回目となる『オトナの筋
活』フェアを開催します。近年高まる健康意識に対して各ショ
ップでは「筋活」をテーマにした食や雑貨を提案いたします。
今年は新たにエキュート立川の屋上庭園「osoto（オソト）」
でのヨガイベントも開催します！

【概要】
フェア名：オトナの筋活
開催期間：4月3日(月) ～4月23日(日)
URL：https://www.ecute.jp/tachikawa ※詳細は4月3日(月)7：00公開予定

NEW

かりっとわかさぎ
てとて
1パック 516円 テイクアウトのみ

NEW

https://www.ecute.jp/tachikawa
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エキュート立川 osoto 屋上ヨガ教室
エキュート立川osotoの屋上庭園で開催！ヨガでココロとカラダを整えよう！

<概要>
開催日：4月15日（土）※雨天の場合は5月13日(土)に変更(追加料金無し)
場所：エキュート立川 osoto屋上（果実園リーベル エキュート立川店屋上）
時間：11時 /13 時 /14 時 /15 時（各 50 分程度）
参加費：無料

定員：1コマ10名 × 4コマ 40名 ※先着順
持ち物：タオル、飲み物
服 装：動きやすい服装
講師：shoko（中田章子）（画像左）

akari（原田朱里）（画像右）

<ご予約方法>
(株)EPARKスポーツの予約システムの専用フォームからご予約いただけます。
※お申込みにはEPARKの会員登録が必要です。

予約URL： https://sports.epark.jp/events/3491
（4月3日(月)～各回開始時間まで申し込み可能）

＜さらに、クイズに答えてにプレゼント！！＞
ヨガ教室参加者の中からクイズ正解者に以下の商品を
プレゼントします！
①ダイソー ヨガマットお1人様1個
②Jexer無料体験チケット1回分
③Jexerエステチケット割引券1回分（Jexer新宿店のみ利用可）

バランスシートクッション（グレー/イエロー/ブルー）
KEYUCA
1個 各3,839円

置くだけで「座ること」が運動に！
自然とバランスを取ろうとする動きになり、体幹を鍛えます。

タンパクオトメ(あまおう苺/バナナ/カカオ）
コクミン
260g 各3,218円

「タンパクオトメ」は植物性＆動物性のタンパク質と20種類以
上の美容成分を配合したプロテインです。

左：ヨガマット 右：ボディローラー
ダイソー
各1個 左：660円 右：550円

筋活必須アイテムのヨガマットと凝りをほぐすマッサージに使え
るボディローラー。どちらも安心のプチプライスで販売中♪

イベント開催！

https://sports.epark.jp/events/3491


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

詳しくはこちらをご確認ください！https://www.jrepoint.jp/campaign/B230307002

タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！
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