2015 年 9 月 15 日

北陸デスティネーションキャンペーン×エキュート

北陸の魅力を発信するキャンペーン
”北陸 STANDARD＋”開催

㈱JR 東日本ステーションリテイリング(本社：東京都港区/代表取締役社長：三井 剛)、
㈱JR 東日本リテールネット(本社：東京都新宿区/代表取締役社長：大和田 徹)、
㈱ジェイアール東日本都市開発(本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：出口 秀已)は、運営するエキナカ商業施設
エキュート 8 館において、JR グループが展開する施策、北陸デスティネーションキャンペーンと連動し、北陸(富山県・石川県・
福井県)にフォーカスしたキャンペーンを開催します。
お客さまに北陸の魅力に触れていただくため、北陸の観光情報発信、北陸の食材やエッセンスを加えて開発した限定商品の
販売、北陸の食や工芸品などを扱う期間限定ショップの出店、プレゼントキャンペーンなど盛りだくさんの内容で展開します。
■キャンペーン名：北陸 STANDARD＋
■期
間：10 月 5 日(月)～10 月 18 日(日)
■開 催 店 舗：エキュート８館
(大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽)
■展 開 内 容：
(1)「北陸 STANDARD+」魅力体感プレゼント
(2)北陸 3 県のご当地キャラクターが来館
(3)エキュートの各ショップによる特別商品の開発 (詳細別紙)
(4)北陸の食や伝統工芸などを扱う期間限定ショップの出店 (詳細別紙)
別紙１-1、1-2…エキュート大宮、品川、立川、日暮里、東京 (JR 東日本ステーションリテイリング)
別紙 2…エキュート品川 サウス、上野 (JR 東日本リテールネット)
別紙 3…エキュート赤羽 (ジェイアール東日本都市開発)

キャンペーンビジュアルは金沢美術工芸大学とコラボレーション！
懐かしくもどこか新しさを感じる北陸の魅力をキャンペーンのキービジュアルで表現
するために、石川県金沢市にある金沢美術工芸大学とコラボレーションしました。
ビジュアルデザインを同大学の視覚デザイン専攻の篠田彩音さんに手掛けていた
だきました。
キャンペーンビジュアル

(1)「北陸 STANDARD+」魅力体感プレゼント

期間中、各ショップにてお買上げ 1,000 円(税込)毎に 1 スタンプを押印します。スタンプの数に応じて、北陸の魅力を体
感できるプレゼントが当たります。
■商 品 内 容：
＜A 賞：スタンプ 4 個＞・・・富山県温泉宿 宿泊券 5 組 10 名様
＜B 賞：スタンプ 3 個＞・・・北陸観光列車「花嫁のれん」 指定・乗車券 5 組 10 名様
＜C 賞：スタンプ 2 個＞・・・九谷焼マグカップ 10 名様
＜D 賞：スタンプ 2 個＞・・・若狭塗箸 2 膳 1 組 30 名様

A 賞イメージ

B 賞イメージ

C 賞イメージ

D 賞イメージ

(2)北陸 3 県のご当地キャラクターが来館
富山県、石川県、福井県のご当地キャラクターがエキュートに来館し、各県の観光 PR を行います。お客さまには記念撮
影などの触れ合いをお楽しみ頂けます。
■来館スケジュール
日時

館
11：00～

10月9日(金)

12：30～
16：30～
18：00～
11：00～

10月11日(日)

12：00～
16：00～
17：00～
11：00～

10月12日(月・祝)

12：00～
16：00～
17：00～

10月16日(金)

来館キャラクター

エキュート東京
エキュート日暮里
エキュート上野
エキュート赤羽

きときと君 (富山県)、ひゃくまんさん (石川県)
ティッチー (福井県)

エキュート立川
エキュート大宮

15：00～

エキュート品川

16：00～

エキュート品川 サウス

きときと君 (富山県)、ひゃくまんさん (石川県)
ラプト (福井県)

■ご当地キャラクター

©富山県

©2013 石川県 ひゃくまんさん#0453

富山県代表
きときと君

石川県代表
ひゃくまんさん

©FUKUI／psp

福井県代表
ティッチー(ジュラチック)

©FUKUI／psp

福井県代表
ラプト(ジュラチック)

■ご当地キャラクタ

■ご当地キャラクタ
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■ご当地キャラクター

■ご当地キャラクター

■ご当地キャラクター

■ご当地キャラクター

別紙

特別開発商品
ひと口に「北陸」といっても、その魅力は語り尽くせません。まずはひと口、北陸を味わってみませんか。
おいしさを通じて、一歩踏み込んだ「北陸」の食や文化の魅力を発信します。
石川名物
加賀金箔

エキュート品川 サウス限定
【京橋千疋屋】
加賀金箔のショコラマロン
1 個 648 円
栗がぎっしり詰まったチョコレートガナッシュに、
石川名産、加賀の金箔を添えて
福井
鯖すし
コシヒカリ

石川
五郎島金時

福井
餅粉

エキュート上野限定
【シレトコファクトリー】
シレトコドーナツ『秋色コパンダ』
1 個 390 円
石川県産の五郎島金時を練り込んだ、
和テイストのドーナツ

北陸 3 県
海鮮

福井
蛍烏賊

エキュート品川 サウス限定
【加賀料理 大志満】
焼き鯖すし
１本（８貫） 1,０80 円
香ばしく黄金色に焼き上げた鯖を、
福井県産のコシヒカリと合わせました

エキュート上野限定
【ちらし鮨 関山】
蛍烏賊と海老のちらし
１折 1,000 円
福井県産の蛍烏賊の生姜煮と、相性の良
い海老を使ったちらし鮨

石川
紅ズワイ蟹

石川
加賀野菜

エキュート品川 サウス限定
【手延べうどん 水山】
蟹入り玉子うどん
１食 980 円
北陸の海で育った紅ズワイ蟹が入った
ふんわり玉子は手延べうどんと相性抜群

エキュート品川 サウス限定
【目黒東山 菓匠雅庵】
栗羽二重餅
1 個 259 円
栗を使った餡をふわふわに練り上げた
羽二重餅で包みました

エキュート品川 サウス限定
【立喰い寿司 築地魚がし日本一】
北陸三貫王
ふくらぎ（わらさ）、あおりいか、甘海老
各１貫 １セット ５９９円
北陸を代表する新鮮なにぎりの３貫セット

富山
とろろ昆布

エキュート上野限定
【みどりのキッチン】
加賀野菜のかき揚げ丼×
スモークサーモンのサラダ
味噌汁・漬物付き 1,000 円
石川県産加賀野菜のかき揚げどんぶり

エキュート上野限定
【シーズカフェ】
富山名物昆布とサーモンいくらの
和風バケットサンド
ドリンク付き 1,000 円
1 日 10 食限定の和風バケットサンド

※提供時間 AM10:00～

※提供時間 AM10:00～18:00／単品もあり

