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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：東京都千代田区、カンパニー長：杉
村 晶生、以下 JR東日本クロスステーション）は、7月15日（木）にリニューアル1周年を迎える「エキュート日暮里」
にて6月28日より「一周年感謝祭」を開催しています。1周年限定のアイテムやリニューアル時に開発した人気商品の
復刻アイテムなど盛りだくさん！
また、「エキュート上野」「エキュートエディション飯田橋」「エキュート品川」「エキュート品川 サウス」「マーチエキュート神

田万世橋」「エキュート大宮 ノース」の6施設において、カフェや雑貨店など計9ショップが7月以降順次オープンします。
イートイン併設のグローサラントや人気のカフェの2号店が飯田橋駅に登場。さらにその他の駅では、こだわりの製法で
1日に約1,500食を売り上げるアジア料理専門店のエキナカ初となる常設化やノンアルコール＆ローアルコール専門の
BARがオープン。豊富なラインナップでより便利になるエキナカにご注目ください。

2021年6月30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

本件に関するお問い合わせ先

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PR事務局(株式会社サニーサイドアップ内)※旧JR東日本リテールネットデベロッパーPR事務局

担当：王／佐々本／坂間

TEL：03-6894-3200 ／MAIL：pr_j-retaildvl@ssu.co.jp

※社名変更に伴い事務局名が変わりました。

エキナカ商業施設 「エキュート」最新情報

【TOPIC1】

エキュート日暮里リニューアル1周年キャンペーン開催！
■1周年を記念した特別アイテムや人気商品が期間限定で復活

【TOPIC2】

エキュート6施設に9ショップが新たにオープンし、より便利なエキナカに！
■イートイン併設のグローサラントスーパーや人気のカフェが飯田橋駅にオープン
■1日に約1,500食を売り上げるアジア料理専門店が品川駅に常設オープン ほか



今年7月15日（木）に、エキュート日暮里はおかげさまでリニューアル1周年を迎えます。
1年間ご愛顧いただいた感謝のしるしに、1周年限定のアイテムや復刻アイテム、この時だけのお得なアイテム
やプレゼントなどを展開します。さらに、JRE POINTが最大5倍になる日も！エキュート日暮里「感謝祭」を
お楽しみください。
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エキュート日暮里 リニューアル一周年 感謝祭

■キャンペーン名称 ：エキュート日暮里 リニューアル一周年感謝祭

■キャンペーン期間 ：6月28日（月）～7月18日（日）

■キャンペーンURL：https://www.ecute.jp/nippori/campaign/1645

【1周年限定の特別アイテム】※価格はすべて税込です

今が旬のメロン、マンゴー、さくらん
ぼを使用した感謝を込めた限定タ
ルト。お花のモチーフはプレゼントに
もぴったりです。
※エキュート日暮里限定

メルシーローズ
/フルーツピークスアルティザン
1ピース 751円

【一周年を記念して復活！】

1年前のリニューアル限定商品だっ
た、猫の肉球型に変身したシーキュ
ーブの定番ティラミスがカムバック。ク
リームには北海道産のマスカルポー
ネチーズを贅沢に使用しています。
※エキュート日暮里限定

ねこティラミス/シーキューブ
1台 1,620円

JR日暮里駅の「にゃっぽり」がデザイ
ンされたエッグドシャが2月の猫の日
キャンペーン以来、復活＆リニュー
アル。特大クッキーにも注目！
※1日限定10缶
※エキュート日暮里限定

エッグドシャ〔にゃっぽりver.〕
1周年クッキー付/オーヴォ
1缶 2,500円

人気の「にゃっぽりロール」が復活。
パンケーキのようなふわふわしっとりの
生地に、生クリームとカスタードクリー
ムを巻いた限定ロールです。
※エキュート日暮里限定

にゃっぽりロール
/パティスリー アンドゥ
長さ12cm 1,540円

地元・日暮里の町工場で作られた、
オリジナルのキャニスター缶は、蓋を閉
じると境目がほとんど見えない、職人
技が光る逸品。単品でも販売します。
※数量限定
※エキュート日暮里限定

5CC Coffee Can セット
/ファイブクロスティーズコーヒー
ドリップコーヒー5袋入 1,950円
オリジナルカンカン 1,200円

【感謝のしるし。お得な商品＆プレゼント】

1,080円（税込）以上お買い上
げのお客さまに「くろまるまる 瀬戸内
レモン」1個プレゼント。

1,311円相当の商品を詰め込んだ
お楽しみ袋を1,080円(税込）で
販売。
セット内容：完熟6枚、むしケーキ、メロンパン、
しぼりたて牛乳ぱん、チョココロネ、ソースたっぷり
北海道コロッケパン

2,000円（税込）以上お買い上
げの先着200名様にオリジナルマス
キングテープをプレゼント。3,000円
相当の商品が入った、1,000円（
税込）福袋も販売します。

700円（税込）以上お買い上げ
のお客さまにオリジナルポイうちわ、
1,500円（税込）以上お買い上
げでオリジナル手拭いをプレゼント。

風味豊かな谷中しょうがをふんだん
に入れ炊き込んだご飯と銀鱈の西
京焼きの相性が良いお弁当です。
※エキュート日暮里限定

谷中しょうがの炊込みご飯弁当
/てとて
1折 1,296円

【人気商品の新味】

ねこ型食パンに、ハチワレ猫バージョ
ンが新登場。植物由来のクリームで
仕込んだ滑らか食感の食パンに、新
たにココアを練り込んだ味も楽しみな
一品です。
※エキュート日暮里限定

ねこ型食パン（白黒）
/ル ビアン
1個 378円

谷中で遊ぶ猫をイメージした、米粒
の食感とお米の味が後引くあっさり
塩味の「路地ねこ」とだし醤油味の
ねこ兄弟が仲良くセットになった、
一周年の今だけの特別な一品。
※エキュート日暮里限定

ねこ袋
/富士見堂
2種6枚入 810円

黒糖菓子専門店 くろいちや キムラスタンド をかし楽市 濱文様
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エキュート新規開業店舗のお知らせ

<新規オープン>

①スターバックス（スペシャルティ コーヒーストア）7/15（木）10:00オープン

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクをはじめ、ペストリー、

サンドイッチをお楽しみいただけます。また、事前に注文決済し、店舗でスムーズに商品を受け取れる「モバイル

オーダー＆ペイ」を導入しています。

【営業時間】月～土 10:00～22:00 日・祝 9:00～21:00

【出店場所】JR上野駅公園改札外2階

②3COINS（生活雑貨・服飾雑貨）7/15（木）8:00オープン

ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン

性のある商品。いつ行っても新しい発見がある「3COINS」は、あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店

です。生活雑貨・インテリア雑貨・服飾雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど、様々なアイテムを300円を

中心に、幅広く取り揃えています。

【営業時間】月～土 8：00～22：00 日・祝 8：00～21：30

【出店場所】JR上野駅3階改札内

【代表商品】

食器洗剤ボトル

330円（税込）

スポンジを持ったまま片手で上部のパーツを押せば洗剤が出てくる優れもの。省スペースで使えるスリムな

設計でシンプルなデザインもキッチンの雰囲気を損ねません。

※在庫状況により完売している場合もございます。

【オープン記念】

エコバッグプレゼント

1,100円（税込）以上お買い上げいただいたお客さま全員にプレゼントします。

※7/15（木）～7/18（日）

※各日先着100名様。なくなり次第終了。

2021年7月、新たに2ショップが加わり、グランドオープン！

エキュート上野のコンセプトは「with harmony」。美術館、博物館、動物園と様々

な施設が揃い、都内屈指の自然豊かな上野恩賜公園と共に、下町風情と活気ある

上野の多様な要素を調和し、魅力ある上野を楽しんでいただきたい想いに基づきま

す。ショッピングをしたり、カフェでの会話を楽しんだり、公園施設での思い出づくりにご

利用ください。

エキュート上野ホームページ：https://www.ecute.jp/ueno

エキュート上野
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エキュート新規開業店舗のお知らせ

【オープン記念】

オリジナルのアルミスリムボトルをプレゼント

期間中「DELI BOX」を購入のお客さま各日先着100名様にオリジナルのアルミスリムボトルを

プレゼント！

※ 7/21（水）～23（金）の3日間、各日先着100名様限定

イメージ

【代表商品②】

MY SELECT SALAD 842円（税込）

お好きな野菜、トッピング、当店オリジナルのドレッシングをお選びいただくカスタムサラダは、健康や

野菜不足を気にされている方にもオススメです。トッピングには、美人玄米やグリルチキンなどさまざ

まなバリエーションをご用意しています。ぜひ色々な組み合わせをお試しいただき、お客さまオリジナ

ルのMY SELECT SALADをご堪能ください。

【代表商品①】

DELI BOX 1,058円（税込）

メイン、サイド、ご飯、サラダをそれぞれお選びいただく、“自分だけ”“好きなものだけ”のお弁当！

約10ヶ月間試行錯誤を重ねた自信作揃いのメニューは、『おいしさ』『見栄え』『出来立て』にこだ

わりました。週替わりでご用意する本格的な料理は、何度でも食べたくなること間違いなしです。

見て、選んで、食べて楽しいDELI BOXをぜひご賞味ください。

エキュートエディション飯田橋 2階

<新規オープン>

①Precce Iidabashi DELI MARKET（プレッセ飯田橋デリマーケット）

（グローサラント）7/21（水）9:00オープン

牛込橋に面した飯田橋駅西口駅舎内に2020年8月に誕生した「エキュートエディショ

ン飯田橋」に、新たに2ショップが加わり、いよいよグランドオープン！

コンセプトは「おとな Parlor hour」。オフィスワーカーの隙間時間を上質に、そして神楽

坂への来訪者には至福時間の余韻を演出する大人のもてなし空間を実現します。

江戸城外堀や石垣に囲まれた歴史と共存したデザインが特徴的な駅舎の中にこだわり

のあるショップが揃います。飯田橋らしい雰囲気を感じながら、ゆったりとした時間をお楽

しみいただけます。

エキュートエディション飯田橋ホームページ：

https://www.ecute.jp/edition_iidabashi

お客さまのお好みに合わせてカスタマイズできるDELI BOXやMY SELECT SALADをはじめ、ご注文

いただいてから焼き上げるホットサンドやピザなど、出来立てのデリをご用意しています。また猿田彦珈琲

の豆を使用した淹れたてのコーヒーや、サーバーで入れる生のクラフトビール 、手土産にピッタリのお菓子

など、さまざまなシーンに合わせた商品を取り揃えます。

お買い求めいただいた商品を、その場でお召し上がりいただけるイートイン席も30席ご用意しております。

【営業時間】月～金 7：00～22：00 土・日・祝：8：00～21：00

https://www.ecute.jp/edition_iidabashi
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エキュート新規開業店舗のお知らせ

②GODIVA café Iidabashi（ゴディバカフェ飯田橋）（カフェ）

7/21（水）9:00オープン

「毎日をちょっとよく」をコンセプトに、昨年11月、東京駅（グランルーフフロント内）にGODIVAが展開する

国内初のカフェとして誕生した「GODIVA café」。その2号店「GODIVA café Iidabashi」がオープンします。

特別なマシンでつくるオリジナルのカカオドリンクやスイーツが1日を通して様々なシーンに応じてお楽しみいただけ

ます。

【営業時間】月～金 8：00～22：00 土・日・祝 8：00～21：00

【代表商品】

カカオミルク 640円（税込）

インフィニミックスという特別なマシンを使い、カカオとミルクを攪拌しながら合わせることで、風味を

損ねず美味しいカカオドリンクが完成します。口当たりは非常に滑らかでミルクのコクやリッチ感が

存分に味わえます。

【オープン記念①】

GODIVA café オープンアニバーサリーセット（期間限定）

880円（税込）

GODIVAチョコレートが食べ比べできる、オープン限定メニュー。コーヒーもしくは紅茶（ホット・ア

イス）とGODIVAチョコレート２種をセットにいたしました。個性の異なるチョコレートの違いを楽

しみながら、コーヒー・紅茶とのマリアージュを体感していただけます。

【オープン記念②】

GODIVA café オリジナルミニトートをプレゼント！

1,200円（税込）以上お買い上げのお客さまに、先着でGODIVA café オリジナルミニトー

トを300名様にプレゼントします。 ※なくなり次第終了

<新規オープン>

ミスターチキン鶏飯店（アジア料理） 7/21（水）9：00オープン

幼少時代、シンガポール、インドネシア、タイなど様々な東南アジアに暮らした経験のあるオーナー2人が、

最も思い入れのあるシンガポールチキンライスを日本で広めたいという思いから開業。

2010年にキッチンカーで販売を始め、北品川と五反田に2店舗のレストラン、そしてキッチンカー7台を運営。
現在は1日に約1,500食のアジア料理を日々提供しています。

【営業時間】月～土 9:00～22:00 日・祝 9:00～20:30

エキュート品川 1F Travelers Kitchen

【代表メニュー】

シンガポールチキンライスホワイト（蒸し鶏）

750円（税込）

ミスターチキン鶏飯店のシンガポールチキンライスは、オーナーが半年間シンガポールの有名店「Zheng 
SweeKee」で修行した、本場のシンガポールチキンライスを提供しています。一番のこだわりは、鶏肉を
現地と同じように丸鶏の状態で調理しているところです。鶏肉のやわらかさと美味しさを是非味わっていた
だきたいです。

【限定メニュー】

チャーシューライス

950円（税込）

シンガポールでは、シンガポールチキンライス専門店にチャーシューが置いてある店が多数あり、チャーシュ
ーライス単品でも、贅沢にチキンライスとチャーシューライスのミックスでも注文できます。ミスターチキン鶏飯
店では、本場にこだわったチキンライスを提供していますが、限定のチャーシューライスにおいても、本場同
様に歯ごたえがあって脂がのったポークに、甘いソースをかけて提供します。
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エキュート新規開業店舗のお知らせ

<新規オープン>

関谷スパゲティ EXPRESS（炒めスパゲティ専門店）7/24（土）10：00オープン

ロメスパ愛溢れる関谷が本当に旨いロメスパを追求した中目黒「関谷スパゲティ」の新業態。

品川店では中目黒店を超えるべく、関谷が愛する「昔ながらの味」を大切にしながらも中華鍋で一気に

香ばしく仕上げる「炒め」にこだわり、さらに上のスパゲティを目指しました。もちろんエキナカらしくクイックさ

も忘れていません。醤油、バター、トマトケチャップ、ある時は肉みそやカレーが火に炙られ、具と麺と絡み

、香ばしさと旨味がお皿に広がります。頬張れば口の中はお祭り騒ぎ、関谷の炒めスパゲティで是非おな

かいっぱいにしてください。お手頃価格でボリュームもたっぷりです。

【営業時間】月～土 7:00～23:00（LO 22:30） 日・祝 8:00～22:00（LO 21:30）

エキュート品川 サウス

【代表商品】

スパゲティ各種 サラダセット

レギュラー880円（税込） ビッグ1,060円（税込）

関谷スパゲティ中目黒本店で野菜たっぷり、圧倒的コスパで人気の「10品目のサラダ」。品川店限定

でスパゲティとのお手頃価格なセットをご用意しました。ただのランチサラダではありません。関谷スパゲ

ティではサラダも妥協しません。おなかいっぱいにしたい、でも栄養バランスも譲れない。だからこその10

品目。１度食べたらやみつきになるスパゲティとあわせてお楽しみください。スープまで味わいたい、そん

な方にはサラダ・スープセット（980円～）もご用意しております。

【限定メニュー①】

月替わりメニュー

レギュラー980円（税込） ビッグ1,160円（税込）

季節を感じる今の時期に食欲をそそる一皿からちょっと贅沢な一皿まで、毎月変わる関谷渾身の

スペシャルスパゲティ。日常の中の1食をほんの少し特別に彩ります。

【限定メニュー②】

モーニングセット

レギュラー730円（税込） ビッグ910円（税込）

オープンから11時まで朝限定のモーニングサービス。通常スパゲティ価格（レギュラー730円・ビッグ

910円）でサラダセットの「10品目のサラダ」サービス。関谷スパゲティ中目黒本店で圧倒的コスパで

人気の野菜たっぷり、「10品目のサラダ」は栄養バランスも抜群。朝からおなかいっぱいにして今日の

活力を、夜勤明けの方には今日1日の労いとして、1日の始まりと終わりを関谷スパゲティEXPRESS

で是非。

【オープン記念】

サラダセットを100円引きで提供

レギュラー880円（税込）→780円（税込）/ ビッグ1,060円（税込）→960円（税込）

※提供期間：8/1（日）～8/15（日）各日11時～閉店まで

（開業から1週間は混雑が予想されるため、対象外です）

ナポリタン（レギュラー）

サラダイメージ
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エキュート新規開業店舗のお知らせ

マーチエキュート神田万世橋

<新規オープン>

LOW-NON-BAR（ノンアルコール＆ローアルコール専門バー）7/20（火）14:00オープン

世界的なトレンドとなっているノンアルコール＆ローアルコール専門のBAR。

お酒が飲めない、弱くてBARに行けなかった方々に、ハイクオリティなドリンクを提供しながら、心地良い時間を過ご

していただけるお店です。お連れ様がお酒を飲まれる場合にも、しっかりとご対応できますので、ご安心ください。

【営業時間】14:00～23:30

【代表商品】

ローノンバー

1,300円（税込）

数種類のベリーとシトラス、シュラブ（ヨーロッパで親しまれるビネガードリンク）でお作りするモクテル。

親しみやすい味わいの中に、少しアクセントを加えたモクテルです。ローズマリーの香りが鼻をくすぐります。

ローアルコール対応可。

【オープン記念】

モクテルコース

4,500円（税込）※1名様につき

シグネチャーモクテルを含めた計4種を少しずつ楽しめるお得なコース。モクテルに合わせるチャーム付き。

酔わずにBARの世界観を堪能できます。

※7/20（火）～8/19（木）限定

ローノンバー

②スターバックス（スペシャルティ コーヒーストア）7/26（月）7:00オープン

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かなドリンクをはじめ、ペストリー、

サンドイッチをお楽しみいただけます。また、事前に注文決済し、店舗でスムーズに商品を受け取れる「モバイル

オーダー＆ペイ」を導入しています。

【営業時間】月～土７：00～22：30（ラストオーダー 22：00）

日・祝 ７：00～21：30（ラストオーダー 21：00）※当面の間

エキュート大宮 ノース

エキュート各施設では以下の対応を行わせていただきます。

●今後の状況により、一部ショップで休業や営業時間を変更いたします。
●急遽、キャンペーンや販売商品の内容を変更する場合がございます。

最新情報は、公式サイトをご確認ください。 エキュートHP：https://www.ecute.jp/

本件に関するお問い合わせ先

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PR事務局(株式会社サニーサイドアップ内)※旧JR東日本リテールネットデベロッパーPR事務局

担当：王／佐々本／坂間

TEL：03-6894-3200 ／MAIL：pr_j-retaildvl@ssu.co.jp

※社名変更に伴い事務局名が変わりました。

<新規オープン>

①NewDays（コンビニエンスストア）7/20（火）6:30オープン

『駅から始まる、あたらしいまいにち』がコンセプトのＪＲ東日本グループのコンビニエンスストア。通勤通学だけでな

く、買い物やお出かけで駅をご利用されるお客さまのために、通常のコンビニ商品に加え、ギフト商品や埼玉土産

、鉄道グッズなど幅広く取り揃えています。オープンを記念してキャンペーンを実施いたします。

【営業時間】６：30～23：00

https://www.ecute.jp/

