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2019年9月26日（木）
株式会社JR東日本リテールネット

食欲の秋が到来！

エキュートで味わう「日本海美食旅～新潟・庄内～」を開催！
Topic １. エキュートで味わう「日本海美食旅～新潟・庄内～」・・・２～３ｐ
⇒日本酒「新潟しゅぽっぽ」を使用したキャンペーン限定商品を開発、特別イベントも盛りだくさん！

Topic ２. １０月１４日は「鉄道の日」。ヘッドマーク弁当の再販、鉄道関連イベントを開催・・・４～５ｐ
Topic ３. エキナカ書店員が選定！「第１３回エキナカ書店大賞」ノミネート作品を発表・・・6ｐ
Topic ４. その他エキナカ最新情報・・・7ｐ

株式会社JR東日本リテールネット（本社：東京都新宿区西新宿／代表取締役社長：高橋 眞）は、「エキュートで味わう 日本
海美食旅～新潟・庄内～」を10月1日（火）より開催。今回は、JR東日本と農家、酒蔵の地域連携プロジェクトから誕生した日
本酒「新潟しゅぽっぽ」を使用したスイーツを、このキャンペーンのためだけに開発しました。
また、10月14日の「鉄道の日」を記念し、中身にも容器にもこだわった「思わず集めたくなる」オリジナルコレクション弁当「特
急列車 ヘッドマーク弁当」の過去に販売した人気商品から第五弾『北斗星』 、第六弾『とき』、そして第九弾『はつかり』 を
10月1日（火）より順次期間限定再販することが決定。他にも、2013年より継続開催をしている「エキナカ書店大賞」では30を
超える書店の店員が厳選したノミネート作品6作を発表。10月も各施設で展開されるコンテンツにぜひご注目ください。
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Topic1.エキュートで味わう「日本海美食旅～新潟・庄内～」
雄大な日本海と山々に育まれた新潟県と庄内エリアの豊かな食文化。エキュートでは新潟・庄内エリアの食材を使用した商品を期
間限定で展開します。今回はJR東日本と農家、酒蔵の地域連携プロジェクトから誕生した「新潟しゅぽっぽ」を使用したスイーツを
このキャンペーンのためだけに開発しました。新潟・庄内エリアのおいしいものに触れて、日本海美食旅に出かけてみませんか？
【キャンペーン名称】エキュートで味わう 日本海美食旅～新潟・庄内～
【開催場所】エキュート各施設（日暮里は対象外）
【開催期間】2019年10月1日（火） ～10月20日（日）
【主な販売商品】
「新潟しゅぽっぽ」を使用した商品、新潟・庄内エリアの
食材を使用したお弁当、デリ、レストランメニュー など

おすすめスイーツ
日本酒「新潟しゅぽっぽ」。2016年1月、新潟市が農業特区になったことを受け、JR東日本新潟支社は地元農家とタッグを組み、
農業法人（株）JR新潟ファームを設立したことから「新潟しゅぽっぽ」プロジェクトがスタート。現在、「君の井酒造」「吉乃川」「越後
鶴亀」「今代司酒造」が完成。蔵違いの4つの味わいが楽しめる日本酒です。地元の農家と酒蔵、そしてJR東日本が手を取り
合って作る「新潟しゅぽっぽ」プロジェクトは、今後も様々な日本酒、そして日本酒を利用したグルメの製造を予定しています。

新潟しゅぽっぽ利き酒シュークリーム

今代司のサヴァラン

吟醸どら焼き

純米吟醸酒のカヌレ

1セット4個入り 1,000円（税込）
キャトーズ・ジュイエ（エキュート大宮）
「越後鶴亀」「君の井酒造」「今代司酒造」
「吉乃川」4種の新潟しゅぽっぽ利き酒
シュークリーム。お米のクリームと日本酒の
新感覚スイーツです。

1個 594円（税込）
ダロワイヨ
（エキュート品川・立川・赤羽）
今代司酒造の新潟しゅぽっぽをふんだ
んに使用したサヴァラン。お口に広が
る風味がたまらない逸品。
※エキュート限定 ※数量限定

1個 340円（税込）
和楽紅屋（エキュート上野・東京・品
川）
今代司酒造の新潟しゅぽっぽを使用
したどら焼き。ひとつひとつ丁寧に焼
き上げた限定商品です。
※エキュート限定

1個 302円（税込）
ポール（エキュート大宮・品川）
新潟の今代司酒造の新潟しゅぽっぽ
を使用したカヌレ。吟醸香の甘い香り
に、カリッと＆もちっとの食感が特徴。
※エキュート限定

※エキュート大宮限定 ※1日限定10セット

吉乃川ケーキ

酒粕プリン

室町半熟か酒てら～純米吟醸～

鶴亀パウンドケーキ

1本 1,500円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮）
酒蔵「吉乃川」の新潟しゅぽっぽを生地
とシロップに使い、日本酒の香るしっとり
とした焼き菓子に仕上げました。
※エキュート大宮限定

1個 430円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮）
今代司酒造の酒粕を使ったなめらか
なプリンに吉乃川の新潟しゅぽっぽで
作ったゼリーを合わせました。
※エキュート大宮限定

1個 540円（税込）
ハナ シュンプウ（エキュート東京）
定番人気半熟かすてらと「越後鶴亀」
の新潟しゅぽっぽとのコラボレーション
スイーツ。ふわっとお皿に広がる日本
酒の華やかな香りがクセになる大人な
味わいに仕上げました。
※エキュート東京限定

1本 1,296円（税込）
アンドメルシィ（エキュート大宮）
「越後鶴亀」新潟しゅぽっぽのフルー
ティーな香りが楽しめるパウンドケーキ。
日持ちするのでお手土産にもおすすめ
です。
※エキュート大宮限定

新潟米を使用したメニュー
いよいよ新米の季節が到来。エキュートでは新潟コシヒカリの新米を使用したおにぎりをご用意いたしました。
新潟県魚沼ワイン牛肉味噌むすび

新潟県産天然鯛の混ぜ込みごはん

1個 190円（税込）
ほんのり屋（エキュート大宮・上野）
ワインに使うぶどうの皮を含んだ飼料に
よって育てられた魚沼黒毛和牛と肉味
噌を合わせたおにぎりです。
※エキュート限定

1個 290円（税込）
おむすび百千（エキュート京葉ストリート・
品川 サウス）
新鮮なうちに一夜干しにされた新潟水揚
げの天然鯛をおむすびにしました。凝縮
された鯛の旨味をお楽しみください。
※エキュート限定
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特別イベント①
期間中エキュートの各ショップにて1,000円（税込）以上お買い上げのお客さまに、エキュートLINE公式アカウントでスクラッチに参加
できる番号カードをお渡しいたします。その場でアタリが分かるスクラッチにチャレンジして、新潟・庄内の美味しいものを当てよう！
【イベント名称】
新潟・庄内の美食体感プレゼント
【開催場所】
エキュート各施設
【開催期間】
10月1日（火） ～20日（日）

【賞品】
A賞：越乃Shu*Kura日帰りびゅう商品
上越妙高～十日町間 11/30片道運行分（3組6名様）
B賞：新潟しゅぽっぽ1合瓶4蔵セット（20名様）
C賞：新潟・庄内美食ギフト（80名様）
Wチャンス：外れた方の中から抽選で500名様に
エキュートで使える200円クーポン券をプレゼント。

特別イベント②
10月14日の鉄道の日を記念して、エキュート各館（※日暮里、赤羽を除く）では、新潟・庄内エリアで走る
「のってたのしい列車」をデザインしたオリジナルクリアファイルをプレゼントします。
【イベント名】
エキュートオリジナル クリアファイルをプレゼント！
【開催日時・配布場所】 ※なくなり次第終了
10月13日 （日） 11：00～
10月14日 （月・祝） 14：00～
10月14日 （月・祝） 16：00～
10月14日 （月・祝） 14：00～、16：00～
10月14日 （月・祝） 15：00～
10月19日 （土） 11：00～

エキュート上野 キノクニヤ アントレ前（先着500名様）
エキュート東京 八重洲エントランス前（先着100名様）
エキュート京葉ストリート 八天堂前（先着100名様）
エキュート大宮 おこわ米八前 通路（各回先着300名様）
エキュート立川 メインエントランス前（先着300名様）
エキュート品川・品川 サウス エキュート品川メインゲート前（先着300名様）

クリアファイルデザイン
※賞品画像はイメージです

特別イベント③
エキュートで「新潟しゅぽっぽ」を味わおう！「新潟しゅぽっぽ」の製造に携わる酒蔵がエキュートで特別に試飲販売を行います。
【イベント名称】
「新潟しゅぽっぽ」4蔵飲み比べ試飲販売
【開催日時・場所】
①10月11日 （金） 12：00～20：00 エキュート上野 キノクニヤアントレ（酒蔵：吉乃川）
②10月14日（月・祝） 12：00～20：00 エキュート立川 紀ノ国屋アントレ（酒蔵：越後鶴亀）
③10月18日 （金） 16：30～20：00 エキュート大宮 フーズステージ キタノ フォア
（酒蔵：吉乃川）

特別イベント④
新潟県と山形県のご当地キャラクターがエキュートに遊びに来ます！ぜひエキュートにお立ち寄りください。
【イベント名称】
新潟県、山形県のキャラクターに会いに行こう！
【開催日時・館名】
新潟県：レルヒさん
・10月5日 （土） 14：00～
・10月6日 （日） 15：00～
・10月12日（土） 16：00～
・10月13日（日） 14：00～
山形県：きてけろくん
・10月12日（土） 14：30～

エキュート品川・品川 サウス
エキュート立川
エキュート上野
エキュート東京・16：00～ 京葉ストリート
エキュート大宮

きてけろくん

レルヒさん

特別イベント⑤
新潟県が立ち上げたお米PRユニット「新潟ライスガールズ」によるPRイベントをエキュートで
開催します。
【イベント名】
新潟のコシヒカリ新米をプレゼント！
【開催日時・実施場所】
10月5日 （土） 11：00～
10月5日 （土） 15：00～
10月6日 （日） 15：00～
10月12日 （土） 16：00～
10月13日 （日） 16：00～

エキュート大宮
エキュート品川・品川 サウス
エキュート立川
エキュート上野
エキュート京葉ストリート

新潟ライスガールズ
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Topic２. 毎年１０月１４日は「鉄道の日」！
人気のヘッドマーク弁当の再販や各地で鉄道関連イベントを開催
ヘッドマーク弁当の再販が決定！！
中身にも容器にもこだわった「思わず集めたくなる」オリジナルコレクション弁当「特急列車 ヘッドマーク弁当」の第五弾『北斗星』
第九弾『はつかり』 第六弾『とき』を2019年10月1日（火）より順次期間限定を再販することが決定しました。
＜特急列車ヘッドマーク弁当とは＞
在来線特急列車のヘッドマークをテーマに、沿線の名店に献立を監修・製造していただき、容器はお召し上がりの後にランチ
ボックスとして利用できるスケーター㈱社の『4点ロックランチボックス』の型を使用した、容器にも中身にもこだわった旅の記念
に残るお弁当です。
【取扱店舗】
東京駅 ：膳まい東京南通路店、膳まい東京南口店、膳まいエキュート京葉ストリート店、HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店
品川駅 ：膳まいエキュート品川 サウス店
上野駅 ：膳まい上野中央連絡通路店、みやげ菓撰エキュート上野店
大宮駅 ：膳まい大宮北口店
蒲田駅 ：膳まい蒲田店

「北斗星」
【販売期間】10月1日（火）～10月6日（日）

監修 まるい弁当
＜価 格＞ 2,160円（税込）
＜献 立＞
・味付け醤油ご飯
・本ずわい蟹の炊き込み
・北海道産昆布やわらか煮
・鶏肉のザンギ
・酢〆紅白れんこん
・錦糸玉子
・菜の花のおひたし
・煮物（椎茸・人参・筍・蓮根）
JR東日本商品化許諾済

JR北海道商品化許諾済

「はつかり」
【販売期間】 10月7日（月）～10月13日（日）

監修 斎藤松月堂
＜価 格＞ 2,160円（税込）
＜献 立＞
・うに出汁と昆布の炊き込みご飯
・帆立の照焼き
・銀鮭のバターオリーブオイル焼
・国産黒ばら海苔
・いくら醤油漬け
・しそわかめ

・野沢菜の油炒め
・ほぐし玉子焼
・山ごぼう醤油漬け
・きゅうりのピリ辛漬け
・自家製きんぴら

JR東日本商品化許諾済

「とき」
【販売期間】10月14日（月）～10月20日（日）

監修 新潟三新軒
＜価 格＞ 2,160円（税込）
＜献 立＞
・白飯
・新潟県産舞茸使用 黒毛和牛の牛肉煮
・手仕込み焼鮭
・新潟県産みそ漬け大根
・菜の花のおひたし
・煮物（筍・花人参・椎茸・高野豆腐）
JR東日本商品化許諾済

※写真はイメージです。
※販売状況により売切れとなる場合がございます
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東京エリア
日比谷公園で行われる年に一度の鉄道イベント「第26回鉄道フェスティバル」に出店します。様々な鉄道グッズを販売する他、日比谷公園でしか
手に入らないオリジナルグッズの販売も行います。ここに来ればお気に入りの鉄道グッズが見つかるはず。ぜひご来場ください。
【イベント名称】
第26回鉄道フェスティバルに出店！
【開催日時】
10月12日（土）・13日（日） 10：00～17：00
【開催場所】
日比谷公園
【主な販売商品】
昨年の様子

ミニチュア方向幕

ヘッドマークＩＣカードケース

各2,700～3,300円（税込）

各1,320円（税込）

車両側面の幕を再現しました。コマ
数は24コマ入っております。
※数量限定 なくなり次第終了

懐かしのヘッドマークを忠実に再現し
ました。スイカや名刺などを入れるこ
とができるカードケースです。

※価格は発売時期により異なる

※数量限定 なくなり次第終了

JR東日本商品化許諾済

八王子エリア
中央線開業130周年を記念し、今しかここでしか出会えない中央線オリジナルデザイングッズを多数販売！
【イベント名称】
中央線オリジナルデザイングッズを多数販売！
【発売日】
10月14日(月・祝)～ なくなり次第終了
【販売場所】
八王子～吉祥寺駅のNewDays、NewDays KIOSK ※一部取扱いがない店舗があります
【主な販売商品】 ※画像はイメージです

中央線開業130周年記念巾着袋

中央線開業130周年記念ハンドタオル

1,100円（税込）※予定

990円（税込）※予定

中央線開業130周年記念第7弾
クリアファイル
330円（税込）※予定

JR東日本商品化許諾済

大宮エリア
10月14日よりJR大宮駅で開催される「大宮えきフェスby大宮駅
RENKETSU祭」のイベントの一環として「新幹線変形ロボ シンカリオン」
のグッズ販売を行います。
【イベント名称】
「新幹線変形ロボ シンカリオン」のグッズ販売を開催
【開催日時】
10月26日(土)、27（日) 10：00～17：00
【開催場所】
JR大宮駅 西口イベントスペース

川越車両センター沿線の地域の方や鉄道ファンが訪れる「 JR川
越車両センターまつり2019」に出張レールヤードを出店します。3回
目の出店となる今年は先行販売のオリジナルクリアファイルの販
売も予定しています。
【イベント名称】
JR川越車両センターまつり2019へ出張レールヤードを出店
【開催日時】
10月19日(土) 10：00～14：30
【開催場所】
川越車両センター
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Topic３.第１３回エキナカ書店大賞 ノミネート作品を発表！
2013年より継続開催をしているエキナカ書店大賞。13回目を迎える今年は東日本地区「ブックエキスプレスチェーン」、西日本地
区「ブックススタジオ・ブックスキヨスク」に加えて北海道地区の「札幌弘栄堂書店アピア店・パセオ西店」が新たに参加し、三社共催
で30店舗を超える書店で「第13回エキナカ書店大賞」を開催します。
今回のテーマは「旅に持っていきたいこの１冊～日本文学編～」。現在販売されているすべての文庫を対象とし、各エリアの書店
員一人一人が実際に読んで面白かった「みんなに読んでほしい」本を選出。さらに各エリア書店員が選び抜いた各社2点のノミネー
ト作品を決定しました。
10月1日から10月31日まで33店舗ブックエキスプレス 24店舗/ブックスキヨスク 7店舗/札幌弘栄堂書店 2店舗）でノミネート作品の
6点を展開し、実売数を集計。実売数1位の推薦本を「エキナカ書店大賞受賞」作品として発表します。

【展開期間】
2019年10月1日（火）～10月31日（木）
【大賞発表】
2019年11月5日（火）

店頭ポスター、Twitter、Facebookで発表！

ノミネート作品
北海道地区
≪札幌弘栄堂書店選定≫
もし僕がいま２５歳なら、こんな５０のやりた
いことがある。
松浦弥太郎：著 講談社＋α文庫
スタッフおすすめコメント：
「何がやりたいか」を見つけるのは実はとてもむ
ずかしい。逆に「何がやりたくないか」を挙げるな
ら、きっと片手では足りない。「やりたくないこと」
をベースに「やりたいこと」を考える。自分の中の
理念のようなものを磨きましょうという章に最も感
銘を受けました。

ラブレス
桜木紫乃：著 新潮文庫
スタッフおすすめコメント：
よく人生は長い旅に例えられる。戦後間もない北海道。
本作の主人公・百合江は故郷を飛び出し、旅芸人の一座
とともに旅をする。もちろん楽しいことだけではない。彼女
の旅はつらいことや苦しいことの方がずっと多い。それで
も、旅が終わり、人生を振り返ったときに「幸せだった」と
言うことが出来る百合江の強さやまぶしさに、我々はただ
圧倒されるばかりだ。人生という旅の途中で一度は読み
たい一冊。

東日本地区
≪ブックエキスプレス選定≫
八月の六日間

宝の地図をみつけたら

北村薫：著 角川文庫
スタッフおすすめコメント：
とりたてて何か大きなハプニングや事件が起こる
わけじゃないけど、山を知らなくても情景が自然と
浮かんできて旅行気分になれる一冊。ちょっと山
歩いてみたいなと思わせてくれる。

大崎梢：著 幻冬舎文庫
スタッフおすすめコメント：
夢を追い続ける青年たちの行動は、失くしてしまったも
のを気付かせる物語。点だったものが少しずつ繋がって
いき、ページをめくる手が止まらなくなります。スリリング
かつロマン溢れる冒険譚。是非、一読してみてください。

西日本地区
≪ブックスキヨスク選定≫
スーツケースの半分は

物語のおわり

近藤史恵：著 祥伝社文庫

湊かなえ：著 朝日文庫
スタッフおすすめコメント：
湊かなえ作品ですがミステリーではありません。読む人
のその時のタイミングや状況で気持ちのとらえ方が変
わってくる。そして何より北海道に行きたくなる。でも安心
してください、ちゃんと物語のおわりは書かれています。
また、旅をする中で自分を見つめ直す時間もあると思い
ます。そんな時この本がぴったりだと思いました。様々な
悩みを抱えた人たちの思いが勇気をくれると思います。

スタッフおすすめコメント：
読むと旅に出たくなる！また前向きな気持ちにな
れる1冊です。読後も◎で、言うことなし！！あな
たもこの本と旅に出て、自分を見つめ直してみま
せんか？
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Topic４.その他エキナカ情報
【情熱と遊び心を忘れないパン屋”ル・ミトロン”がリニューアルオープン！】(JR東日本 東戸塚駅)
おなじみのパンにも、手間と工夫とあっと驚くような楽しいアイデアを詰め込んだ、人気のパンをご用意しています。
毎日通いたくなるような、”とっておき”のおいしいパン屋です。
【店舗名】
ル・ミトロン東戸塚店
【リニューアルオープン日時】
9月20日(金) 7：30
【営業時間】
平日：7:30～21:00、土日祝：9:00～21:00
【オープン記念】
9月20日～10月20日の期間、”ル・ミトロンアプリ”のポイント2倍！
【HP】
ルミトロン http://lemitronpains.com/about_us/

【参考】

株式会社JR東日本リテールネットでは、デベロッ
パー事業としてエキュート大宮、日暮里、上野、東
京、京葉ストリート、品川、品川 サウス、立川、そし
てマーチエキュート神田万世橋の9施設を運営して
います。
2019年11月1日からは、新業態「エキュートエディ
ション」も加わり、スイーツからデリ、レストラン、
ファッション、雑貨、クリニックや保育サービスまで
10施設で400を超えるショップを運営しています。

首都圏のターミナル駅構内にあるエキナカ商業施設。「ecute」とは、「駅（eki）を
中心（center）に、あらゆる人々（universal）が集い（together）楽しむ（enjoy）快
適空間に、「生まれ変わる」ということを願うという意味を込めています。また、
その音感から、「楽しいことがキューっと詰まっている駅」を表しています。
秋葉原駅徒歩4分の旧万世橋駅にある高架下商業施設。100年以上前に建設
された旧万世橋駅の遺構の一部を保存し今に残しています。2014年度には
グッドデザイン賞（グッドデザイン・未来づくり賞）、第12回ブルネル賞受賞。高
架橋の形状を生かしながらリノベーションした館内には、フォトジェニックなス
ポットも。飲食店やライフスタイルショップが軒を連ねています。
エキナカを中心に展開する「エキュート」の特徴・強みを、環境や利用シーン毎
にカテゴリーを最適化して提供する新業態として”編集”。この意味を込めて、
「EDITION」＝「版」というサブネームを付けました。
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