
【報道関係者各位】

（1/6）

2023年3月20日(月)
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

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JR飯田橋駅のエキナカ商業施設「エキュートエディショ
ン飯田橋」にて、2023年4月7日（金）から4月9日（日）まで「長野県 桔梗ヶ原・日本アルプス
ワインバレーを旅するエキテラス」を開催いたします。東京ではなかなか味わえない、2つのワイ
ンバレーに位置する新興ワイナリーの個性的なワインをぜひお楽しみください。

長野県 桔梗ヶ原・日本アルプスワインバレーを旅する
エキテラス

JR飯田橋駅「エキュートエディション飯田橋」で
新興ワイナリーが醸造する個性豊かなワインを楽しみつくす3日間

掲載情報は3月20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。

期間：2023年4月7日（金）～4月9日（日）

■開催概要

【イベント名】 長野県 桔梗ヶ原・日本アルプスワインバレーを旅するエキテラス
【 開 催 会 場 】エキュートエディション飯田橋 2F特設会場（西口改札外）

（東京都千代田区飯田橋4-17-27 JR東日本飯田橋駅構内 西口改札外）
【 開 催 期 間 】2023年4月7日(金)～4月9日(日)
【 営 業 時 間 】7日 17:00～21:00／8日 12:00～21:00／9日 12:00～18:00
【 開 催 内 容 】イートインスペース：参加ワイナリーのワイン・シードル等の販売 ※クーポン購入制

ショップスペース：ワイン・物産品等の販売
【 協 力 】ドメーヌ・スリエ（株式会社塩尻ファーム）
【 後 援 】一般社団法人 塩尻市観光協会

■本イベントの開催のポイント
① その場で楽しむ
2つのワインバレーからワイナリー8社が来訪。
ワイナリーの方々との会話を楽しみながら、お好きなワイン
・シードルなどを選びイートインスペースで楽しめます。
また、各ワイナリーやJR塩尻駅構内で塩尻ワインを楽しめ
るショップ「アイマニSHIOJIRI」のおつまみも提供。

② おうちで楽しむ
東京ではなかなかお目にかかれない参加ワイナリー珠玉のボ
トルワインを販売。
その他にも、丸嘉小坂漆器店の木曽漆器のグラスや松本市の
人気パティスリー「sweets & story IKUE」のスイーツの取
扱いもいたします。
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荒廃農地の再生と復活（Revivre ルヴィーブル）が原
点。「ワイン造りを通じて地元・つくる人・飲む人、
みんなを笑顔（Sourire スリエ）に」を企業理念とし、
官民や異業種の連携による地方創生にも取り組む。

塩尻市 ドメーヌ・スリエ

ルヴィーブルⅠ メルロー2020フレンチオーク樽熟成
1杯 700円<赤>

遊休荒廃地の活用による環境保全、地元農家との連携
による地域活性化、農福連携による就労支援、ワイン
製造による地域経済への貢献、次世代につなげる美し
い環境をめざし、サスティナブルな経営を行う。

塩尻市 サンサンワイナリー

柿沢シャルドネ ネイキッド2020

1杯 400円<白>

ワインの銘醸地・信州塩尻市に2018年に誕生した新
しいワイナリー。「日本のへそ(belly)に位置する塩尻
からビーズの輪のように、ワインを介して人をつなげ
ていきたい」との想いが名前に込められています。

塩尻市 ベリービーズワイナリー

Le vent du bonheur NIAGARA -Green Harvest- 2022

1杯 300円<白>

信州のほぼ真ん中に位置するぶどう・ワインの産地塩
尻市。その玄関口である JR塩尻駅には「日本で唯一！
ホームのぶどう園」があり、国内外からの注目スポッ
トです。駅のホームで栽培・収穫したぶどうを使った
希少なワインをご堪能下さい。

塩尻市 一般社団法人 塩尻市観光協会

塩尻駅メルロ2020 信州ミズナラ樽熟成
1杯 1,200円<赤>

＜桔梗ヶ原ワインバレー＞

長野県のほぼ中央に位置し、奈良井川とその支流の田川に挟まれ
た約8平方kmの地域、塩尻市桔梗ヶ原を中心としたエリア。
日本のワインの先進地として、またナイアガラ、コンコードの産
地として有名。

※ワインの価格はイートインでの販売価格（1杯50ml）
※掲載した商品は一例です。
※参加ワイナリー・商品は予告なく変更になる場合がございます。

イートインスペース参加ワイナリー 桔梗ヶ原ワインバレー



北アルプスなどの3000ｍ級の山々から流れ出る幾筋
もの河川によって作られた複合扇状地上にあるぶど
う畑。厳しく豊かな自然の恵みを頂きながら、この
土地らしさに溢れ、人に感動を与えられる美味しい
ワインを造ってゆきたいと考えています。

松本市 【7・8日 2日間参加】
ガクファーム & ワイナリー

SEIL 2021

1杯 700円<赤>

＜日本アルプスワインバレー＞

日本アルプスワインバレーは、安曇野市、大町市、松本市、山形
村など日本アルプスに沿って広がるエリア。雨が少なく日照時間
が長い気候と水はけが良く土壌の質が欧州系のワイン用ぶどうの
栽培に適しており、そのぶどうを使用した醸造が盛ん。
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イートインスペース参加ワイナリー 日本アルプスワインバレー

画像はイメージです。商品はすべて税込みです。

※ワインの価格はイートインでの販売価格（1杯50ml）
※掲載した商品は一例です。
※参加ワイナリー・商品は予告なく変更になる場合がございます。

「テーブルの真ん中に置いていただけるように、
若い方々、ワインを普段飲まない方々にもワイン
を飲んでいただきたい」をコンセプトにワイン造
りをしています。醸造家、ソムリエと経歴の違う
29 歳の同い年2人で始めたワイナリーです。

LeMilieu（ル・ミリュウ）安曇野市

Red Star

1杯 200円<赤>

松本市の南西に位置する山形村にあるワイナリーで
す。地元の原料のみを使用してワインとシードルを
醸造しています。農福連携で大切にぶどうを育てて
います。

山形村 大池（たいけ）ワイナリー

シャルドネ2020  樽発酵
1杯 600円<白>

池田町は北アルプスからの北寄りの風が吹き抜ける、
1年を通じて風通しが良く1日の寒暖差が大きい、斜
面の畑地は水はけが良いなど、ワイン用ぶどう作りに
これ以上ない条件が揃った大地。今、優れたぶどうを
、そして世界に誇る池田のワインを生み出します。

池田町 ドメーヌ・ヒロキ

メルロー・ジュピター 2020

1杯 800円<赤>
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「JR塩尻駅東口階段のアイマで、電車を待つアイマニ、人
と人が会う間を。」をコンセプトに、塩尻ワインを楽しむ
コミュニティスペース＆カフェ。
塩尻駅前での「ワインテラス」を主催するなど人を集め、
地域のコミュニティを作るイベントも企画。

地元ワインを知り尽くした「アイマニSHIOJIRI」等のおつまみ販売も

アイマニSHIOJIRI塩尻市

■利用クーポンの購入方法： 下記いずれかの方法でお買い求めいただけます。

イートインスペースはクーポン制・立飲みスタイルです

■販売するクーポン：

※1枠4名さままで利用可能 ※利用クーポンは別途利用人数分の購入が必要。
※1席の利用人数に関わらずおつまみのサービスは1品のみです。
※次のお客さまのために5分前になりましたらお帰りの準備にご協力をお願いいたします。

＜基本のご利用クーポン＞

1．5,500円分クーポン＋プラカップ200円
2．3,100円分クーポン＋プラカップ200円
3．1,300円分クーポン＋プラカップ200円(当日・会場のみの販売) 1セット 1,500円

1セット 3,300円
1セット 5,700円

6. ワインと眺望を座って楽しむテラス席予約（90分/おつまみ1品付） 1枠 1,000円

＜オプション＞

※クーポンは金券と同じ扱いです。席を確保したり優先的に会場に入れるものではありません。
※当日の混雑状況によっては事前に購入した場合でもお待ちいただく場合がございます。

イートインスペースの楽しみ方

①JRE MALL内「エキュートモール」で事前購入

②当日会場受付にて購入

・販売期間：3月20日（月）14時～イベント期間 各日の前日（23：59）まで
・エキュートモールはコチラ：https://bit.ly/3LrSk7W

※クーポンは①②いずれの場合もご利用当日に受付にてお渡しいたします。
※ネットでのご購入状況によっては、当日のクーポン販売がない場合がございます。

＜丸嘉小坂漆器店ワイングラス付 クーポン＞

4．5,500円分クーポン＋すいとうよ ワイングラス(Eワイン)
5．3,100円分クーポン＋すいとうよ ワイングラス(Eワイン)                    1セット 5,850円

1セット 8,250円

※これらの商品にプラカップはつきません。 ※グラスの色は選べません。

ベリービーズワイナリー
スモークサーモン
※価格未定

ドメーヌ・スリエ
ワインパンで作った贅沢ラスク

1パック 300円【自社製ワインパン使用】

アイマニ SHIOJIRI
自家製 野沢菜漬け

1皿 300円

■ワイナリーオススメのおつまみ・お食事も

https://bit.ly/3LrSk7W


期間限定ショップにて、1会計で3,300円(税込)以上ご購入のお客さまの中から抽選で100名さ
まにJRE POINT300ポイントプレゼント！

※ご購入の前にJRE POINT会員登録のうえ、JRE POINTとの連携をお願いいたします。
※エキュートエディション飯田橋 他ショップでの購入は対象外です。
※ご当選された場合、2023年5月上旬頃に付与予定です。ポイント有効期限は2023年6月末日までとなります。

※ショップはイートインスペースをご利用でないお客さま含めどなたでもご利用いただけます。
※決済方法：現金・交通系電子マネー・クレジット・その他キャッシュレス決済 (詳細はショップにてお問合せ下さい)
※使える！貯まる！JRE POINT対象ショップ

期間限定ショップご利用のお客さまにJRE POINTプレゼント

■ワインをより楽しめる、地元の人気ショップの商品も販売！

丸嘉小坂漆器店

すいとうよ
漆塗りグラスワイン (Eワイン)

1脚2,750円

深い森に囲まれた旧中山道沿
いの町、木曽平沢で約70年
前に創業した『漆工＆木工に
より伝統を現代の文脈で進化
させる職人工房』です。

塩尻市 sweets & story IKUE

松本の清らかな水によって
もたらされた季節折々の旬
な食材の味を最大限に活か
したスイーツに、携わる生
産者のストーリーを添えて
お届けします。

焼菓子各種

松本市

期間限定ショップOPEN！

東京ではなかなかお目にかかれない、参加ワイナリー珠玉のワイン、シードルを販売します。
イートインスペースで提供するワインはもちろん、豊富なラインナップをご用意。

サンサンワイナリー
サンサンエステート
柿沢ロゼ2018

1本 1,980円<ロゼ>
【自社畑産メルロ使用】

ドメーヌ・スリエ
ルヴィーブル シャルドネ2021

1本 2,970円<白>
【塩尻市産シャルドネ使用】

ベリービーズワイナリー
ゼフィール・メルロー2021

1本 2,420円<赤>

(一社)塩尻市観光協会
塩尻駅西でできた

マスカット・ベーリーAの
濃厚ぶどうジュース

1本 2,000円

ドメーヌ・ヒロキ
ソーヴィニヨン・ブラン・

エレガント2021
1本 3,520円<白>

【自社畑産ソーヴィニヨンブラン使用】

ル・ミリュウ
sirius ピノノワール
1本 5,225円<赤>

ガクファーム & ワイナリー
シードル2022 

ブナドライ・ブナセミスイート
=マツモト・ラベル＝
1本 各1,100円<白>

【松本市今井地区産りんご使用】

大池ワイナリー
つがるシードル

(スイート・ドライ)
1本 各990円

【山形村産つがる使用】
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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

＜イベントに参加したSNSユーザーの皆さまにお願い＞
桔梗ヶ原・日本アルプスワインバレーをSNSで応援！

#長野ワイン ＃長野シードル #桔梗ヶ原と日本アルプスワインバレー
#エキュートエディション飯田橋 #エキテラス

イベントに参加して、「ワイン美味しい！」「このイベント楽しい！」と思っていただけた
ら、下の#をつけてSNSで拡散してください。多くの方に知ってもらうことが、地域の応援
にもつながります。
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■イベント最新情報はこちらから

Instagram
マーチエキュート神田万世橋

（https://www.instagram.com/maach_ecute/）

HP
エキュートエディション飯田橋 イベントページ

（https://www.ecute.jp/edition_iidabashi/campaign/2619）

■住 所 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-17-27 JR飯田橋駅構内

■最寄駅 JR飯田橋駅 西口改札外

エキュートエディション飯田橋 アクセス

西口改札

ル・グルニエ・
ア・パン

GODIVA café 

Iidabashi

2階
特設会場

1F 2F 

https://www.instagram.com/maach_ecute/
https://www.instagram.com/maach_ecute/
https://www.instagram.com/maach_ecute/
https://www.ecute.jp/edition_iidabashi/campaign/2619

