
2019年10月29日 

 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2丁目3番地1号／代表取締役社長：高橋 眞)が
運営するエキナカ商業施設『エキュート大宮』は、スイーツやカフェ、ベーカリーなどの4ゾーン合計14ショップをリニューアル
オープンします。11月15日（金）『ニューデイズ』のオープンをかわきりに、12月11日（水）のスイーツゾーンの大規模リ
ニューアルまでゾーンごとに段階的にオープンします。 
 埼玉県川口市に本店を構えるベーカリーショップ「デイジイ」や、中2階にオープンする新業態のカフェレストラン『カフェ ティ
ンバーハウス』では、埼玉食材を使ったエキュート大宮限定商品を多数展開します。さらに、本リニューアルの最大のポイン
トである、スイーツゾーン11ショップのリニューアルでは、「Living LOCAL MARKET」のMDコンセプトをもとに、素材感・
地域色の高いショップが揃います。 
 この冬、装い新たに続々とオープンする『エキュート大宮』のリニューアルにぜひご注目ください。 

●プレスリリースに関するお問い合わせ● 
(株)JR東日本リテールネット 

 

デベロッパー営業部  販促・宣伝課  御囲・加藤 
TEL 03-5324-6819 / ポータルサイト http://www.j-retail.jp/ 

エキナカ商業施設『エキュート大宮』 

埼玉県にゆかりのあるブランドや新業態、初出店ショップなど 

14ショップがリニューアルオープン！ 
ー 埼玉県の食材を使用した限定商品が続々登場 － 

■カフェレストランおよびスイーツゾーン環境コンセプト 
 

エキュート大宮施設全体のコンセプトである「PARK SIDE MARKET」を本計画エリアでも踏襲し、シンボルツリーを核とし
たマーケット空間を創造しました。 
シンボルツリーの周りにはパークで開かれるバザールやマルシェのような、にぎやかでハレ感のある空間、ゆっくりとした空気が
流れるシンボルツリーの木陰のような憩いの空間、地上と切り離された隠れ家的なツリーハウスが、それぞれ温かみを感じら
れる素材感で編集/展開され、訪れる人に様々な居場所を提供します。 
様々なモノや居場所とのハッピーな出会いを生み、日常をちょっと幸せにする。そんな人々の日常の拠り所となるような、楽
しさと癒しのＮＥＳＴを目指します。 
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『デイジイ』   
埼玉県川口市に拠点を置く『デイジイ』が遂にエキュート大宮に登場！朝昼晩どの時間帯にも気軽に楽しめる食事パン
を中心に、イートインメニューも含め種類豊富な品揃えを展開。埼玉県産素材を使用した限定品も多数ご提案します！ 

ゾーン別  注目ショップ紹介 

▸お客さま向けプレオープン試食会の実施 
日時：11月25日（月）14時・15時（各回45分～1時間の開催予定） 
いよいよオープンする「デイジイ エキュート大宮店」の商品を一足早くお試しいただける特別な機会をご用意しました！ 
当日はデイジイ定番人気の商品から大宮店限定の一押し商品、埼玉県産食材をふんだんに使用した新作まで幅広く
お召し上がりいただけます。 
【応募方法】お客さま向け・・・SNSおよびHPにてご案内/報道関係者の皆さま・・・別紙の取材申込書にてお申込みください。 

11月27日（水）オープン：ベーカリー 

ゾーン紹介 

カフェレストランおよびスイーツゾーン 

『カフェ ティンバーハウス』   
エキナカの山小屋カフェ“をコンセプトにした空間に、地元埼玉食材を使ったメニュー、自慢の山小屋風ハンバーグ、
こだわりのコーヒーまで、幅広いメニューを定食セットでご用意。くつろぎのコーヒーブレイク、しっかり食事、スイーツ、
ちょい呑みの一杯などモーニングからディナーまで、おひとり様からグループまで、さまざまな利用シーンで使えるオール
デイカフェレストランです。 

12月9日（月）オープン：カフェレストラン 
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エキナカ初出店・埼玉県内初出店 

『Now on Cheese♪（ナウ オン チーズ♪）』 
厳選したチーズ を惜しみなく使用した、チーズが主役のスイーツをご提供します。ショップ併設の厨房では、5種の
フレーバーの「レアチーズサンド」や、週末金曜日限定の「チーズスフレ・チーズクリーム＆クッキー」などの、エキュート
大宮限定商品をおつくりします。店頭に並ぶ商品は、パッケージもかわいらしく、ギフトを贈るシーンをパッと華やかに
してくれます。ひとくち食べれば、みんな笑顔で「ハイチーズ♪」   
    

■MDコンセプト 
 

Living LOCAL MARKET ～暮らしに根付くローカルフードを、バラエティ豊かに編集するフードマーケット～ 
産地にこだわった「素材」や、地域に根付いた「郷土菓子」、その土地ならではの「土産」などの地域性をキーワードに、
厨房併設やスタンド型ショップ、セルフスタイルなど、様々な形でご提案します。ゾーン内をゆったりと散策しながら、皆さ
まの暮らしに寄り添う「お気に入り」を見つけてください。 

新業態・エキナカ初出店・埼玉県内初出店 

『ハスキージェラート』 
ハスキージェラートは日本の農業の魅力を伝えるジェラート専門店。旬のフルーツや野菜をたっぷり使ったジェラート
を魚沼の自社工場より直送でお届けします。エキュート大宮店では、チーズケーキ専門店AWORKS監修のケー
キや国産素材を使ったお菓子の展開をスタート。パッケージデザインにもこだわったお土産にぴったりの商品です。ハ
スキージェラートは日本の農産物を通じておいしさと楽しさ、健康的なくらしをお届けします。 

12月11日（水）オープン：スイーツゾーン 

■注目ショップ 

※画像はイメージです 

スタンプを貯めたらもれなく使える！リニューアルオープン記念スタンプラリーの実施   
 
開催期間 
2019年12月9日（月）～12月20日（金） 
※特典引換期間：12月9日（月）～2020年1月31日（金） 
 

開催内容 
12月にオープンする「カフェ ティンバーハウス」とスイーツゾーンのリニューアルオープンショップ11ショップをご利用いた
だいた方に、スタンプカードを配布。①スイーツゾーンリニューアルショップのうち1ショップ、②「カフェ ティンバーハウ
ス」で、それぞれ1スタンプずつ、計2スタンプ集めた方には、もれなく各リニューアルショップで定めたうれしい特典と
引き換えができます！ 
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NO. ショップ名 取扱いカテゴリ ブランド紹介 

1 
NEW 

NewDays 
コンビニエンス 

ストア 
『駅から始まる、あたらしいまいにち』がコンセプト！「移動」「時間」など、制約のあるエキナカニーズに「より良い商品と心温まるサー
ビス」を提供。常に進化することで駅利用のお客さまを強力にサポートしていきます。 

2 
NEW 
デイジイ 

カフェ 
ベーカリー 

焼きたての美味しい食事パンの店、デイジイ。お客様に幸せを感じていただけるような、納得のいくパン作りを心掛け、伝統的製法を
守りながら、さらに良い商品をお届けするために近代的製法も取り入れることで、いつでも美味しく、安定したクオリティの商品を豊富
な品揃えでご用意します。毎日食べる人が感動と幸せを感じて頂けるよう気持ちのこもったサービスを追求していきます！ 

地元ショップ 
（埼玉県） 
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NEW 
カフェ 

ティンバーハウス 

オールデイ 
カフェレストラン 

“エキナカの山小屋カフェ”をコンセプトにした空間に、地元埼玉食材を使ったメニュー、自慢の山小屋風ハンバーグ、こだわりのコー
ヒーまで、幅広いメニューを定食セットでご用意。くつろぎのコーヒーブレイク、しっかり食事、ちょい呑みの一杯まで、おひとり様からグ
ループまで、さまざまな利用シーンで使えるオールデイカフェレストランです。 

エキュート大宮限定 

4 
NEW 

Now on Cheese♪ 
洋菓子 

ナウ オン チーズは、厳選したチーズを惜しみなく使用した、チーズが主役のスイーツです。様々なチーズの個性を最大限に生かせ
るよう、こだわって作りました。エキュート大宮限定商品も、もりだくさん。５種のレアチーズサンドには、埼玉県産の狭山茶を使用した
フレーバーや金曜日限定スイーツが新登場。ここでしか味わえないスイーツをひとくち食べれば、みんな笑顔でハイチーズ♪ 

エキナカ初出店 
埼玉県内初出店 

5 くろいちや 洋菓子 

和の素材である黒糖を現代風の洋菓子にアレンジした、「懐かしくて、新しい」黒糖菓子専門店「くろいちや」。店づくりは、大正ロマン
を感じさせる古民家をベースに、ステンドグラスを印象的に配置したレトロモダンなショップに生まれ変わります。より黒糖感を追求し
た新しい「くろいちや」のお菓子を是非ご賞味ください。 

リブランディング 

6 菓匠 右門 和菓子 

小江戸川越の菓匠「右門」のお芋菓子。江戸時代より”九里より旨い十三里”と言われる小江戸・川越のさつま芋。指定農家が丁寧に
栽培し収穫したさつま芋を贅沢に使ったお芋菓子、代表銘菓「いも恋」をはじめ、職人の手作業で創り上げた和菓子ならではの季節
のフルーツ大福や朝生菓子を販売いたします。 

地元ブランド 
（埼玉県） 

7 
NEW 

ハスキージェラート 
ジェラート 
洋菓子 

ハスキージェラートは日本の農業の魅力を伝えるジェラート専門店。旬のフルーツや野菜をたっぷり使ったジェラートを魚沼の自社工
場より直送でお届けします。エキュート大宮店では、チーズケーキ専門店AWORKS監修のケーキや国産素材を使ったお菓子の展開
をスタート。パッケージデザインにもこだわったお土産にぴったりの商品です。ハスキージェラートは日本の農産物を通じておいしさと
楽しさ、健康的なくらしをお届けします。 

新業態 
エキナカ初出店 
埼玉県内初出店 

8 
NEW 

日本百貨店おみや 

菓子 
グロッサリー 
日本茶スタンド 

東京駅エキナカや日本橋などで、ニッポン全国津々浦々から、モノヅクリとスグレモノをテーマに、様々な逸品を集めるセレクトショップ、
日本百貨店。全国1,000社を超えるモノヅクリ会社とのお付き合いの中で、エキナカで今発信したいローカルお菓子を集めた新業態。
狙うは「大宮のおみや」。初出店のエキュート大宮店では、世界緑茶コンテスト金賞受賞、長崎のお茶ソムリエ・小川孝行とのコラボで、
テイクアウトの日本茶スタンドも併設。 

新業態 
エキュート大宮限定 

9 
NEW 

資生堂パーラー 
洋菓子 

1902年、資生堂薬局の一角に日本初のソーダファウンテンとして創業した資生堂パーラー。昭和初期からのロングセラー「花椿ビス
ケット」をはじめとする定番の洋菓子に加え、今回エキュート大宮では生ケーキも展開致します。エキュート限定の「東京カリーウィッ
チ」や、駅・空港限定の「クレームカラメル」などの限定商品もご用意し、みなさまのお越しをお待ちしております。 

10 東京ラスク ラスク 

サクサクとした食感にこだわったラスクの専門店。独自のブレンド粉を使用することで実現したサクサクの食感と、新鮮なバターの豊
かな香りで、「さり気ない」けれど「たしかな美味しさ」をお届け致します。幅広い年齢層に喜んでいただける土産菓子として、数種類の
定番人気フレーバーを詰め合わせたギフトを、大宮をイメージした限定包装にてご用意しております。 

11 かきたねキッチン 米菓 

日本初柿の種専門店「かきたねキッチン」がリブランドオープン。 
エキュート大宮限定「ナポリタン味」など、新しいフレーバーが登場。手土産に、ギフトにぴったりな小分け商品はじめ、より多彩なシー
ンに寄り添いました。計量販売では、新たに大宮限定でサブスクリプションもスタート。毎日通るエキナカに新しい楽しみが増えるサー
ビスを始めます。少しオトナに、おいしく生まれ変わったかきたねキッチンでお待ちしております。 

リブランディング 

12 埼玉粉問屋 つむぎや 焼菓子 

地元・埼玉のつむぎやは大正元年創業の粉問屋。全国有数の小麦生産地である埼玉県の小麦や原材料にこだわります。素材を楽し
む毎日の焼菓子おやつとして、また埼玉の新しいお土産におすすめです。一番人気は、しっとり食感の「ふぃなんしぇ」。エキュート大
宮限定として店内厨房の焼きたて「埼玉小麦・本日の焼きふぃなんしぇ」をご用意いたします。好きな商品を選び、お好みの詰合せが
できるギフトもご提案します。 

リブランディング 
地元ブランド 
（埼玉県） 

13 梅林堂 和菓子 

元治元年（1864年）創業の梅林堂は、埼玉県内を中心に店舗を構え、個性的で味わい豊かなお菓子を作り続けております。一番人気
の”やわらか”は大切な方への贈り物や、さいたま土産としてもてもおすすめです。新発売”おてやわらかに”は、エキュート大宮にて
先行販売致します。 

地元ブランド 
（埼玉県） 

14 
イベントスペース 
ツツウラウラ 

和洋菓子 

 日本全国津々浦々を探してめぐりあった‘オンリーワンの絶品おやつ’を紹介するイベントスペース。 
 季節や歳時記に合わせ、2週間に1度程のペースでショップが切り替わります。 
 他にはないクオリティやオリジナル性を重視した、カジュアル性の高いアイテムを展開します。 

・所在地：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR東日本大宮駅構内 
・売場面積：約2,300㎡ 
・開 業 ：2005年3月 
 URL https://www.ecute.jp/omiya 

■エキュート大宮概要 
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●プレスリリースに関するお問い合わせ● 
(株)JR東日本リテールネット 

 

デベロッパー営業部  販促・宣伝課  御囲・加藤 
TEL 03-5324-6819 / ポータルサイト http://www.j-retail.jp/ 
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2019年 10月 29日 

株式会社 JR東日本リテールネット 

 

 

 

 
 

デイジイ エキュート大宮「プレオープン試食会」 

取材申込書 

「プレオープン試食会」概要 

【開催日時】11月 25日（月）①14：00～ ②15：00～ 各回 45分間～1時間程度 

【集合時間】①13：30 ②14：30 

【集合場所】JR大宮駅中央改札（南）外 

【試食会会場】デイジイ エキュート大宮店 

【取材可能内容】商品撮影、試食会風景、お客さま試食シーン、担当者インタビュー 

 

                                                 

2019 年    月    日 

参加時間 ① 14：00～ ②15：00～ （どちらかに〇をしてください） 

貴社名/貴媒体名   

代表者のご芳名   

人数（技術スタッフ含む）                              名 

代表者のご連絡先 

（会社番号） 

（携帯番号） 

ムービー・スチール ムービー  ・  スチール 

通信欄 
※個別取材、別日取材等のご要望がございましたら、こちらにご記入ください。 

 

 ※取材を希望される場合は、取材申込書に必要事項をご記入の上、11月 18日（月）15：00 

までに、エキュート大宮運営事務室 小林までご返信ください。 

 

返信 FAX 

048-648-8519 

エキュート大宮運営事務室 小林宛 

別紙 



【集合場所】★印 

JR大宮駅 MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【集合時間】①13：30 もしくは ②14：30 

お申込みいただいたいずれかの時間に集合をお願いします。 

 

【その他】 

・試食とは別に商品撮影スペースをご用意する予定ですが、当日の状況により変更になる可能性が

あります。 

・担当者インタビューについては、他撮影との兼ね合いでお待ちいただく場合があります。 

・お客さまインタビューについては、個別にお客さまに許可を取っていただきますようお願いします。 

 

【当日連絡先】 

080-3005‐1827（広報担当：御囲（おかこい）） 

★ 


