2017 年 9 月 29 日

10 月 14 日は「鉄道の日」
エキナカで鉄道イベントや限定アイテムを楽しもう！
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 2-3-1／代表取締役社長：高橋 眞）が運営する
品川駅「エキュート品川 サウス」、上野駅「エキュート上野」、東京駅「京葉ストリート」や、「ブックエキスプレス」、「ラッキードロ
ップ」で、鉄道イベントや限定の鉄道アイテムを展開し、「鉄道の日」を盛り上げます。

1．エキュート品川 サウス（JR 品川駅構内）
「SHINAGAWA CROSSING」
エキュート品川 サウス・エキュート品川（株式会社 JR 東日本ステーションリテイリング運営）・品川駅合同で、“伝統と新し
さが交差する場所・品川” をテーマに品川エリアの魅力を紹介するキャンペーン「SHINAGAWA CROSSING」を開催してお
ります。
「発祥・復刻・限定」をテーマに、こだわりの詰まった様々な期間限定商品をご用意しております。
実施期間：9/25（月）～10/15（日）

●イベント
①抽選プレゼントキャンペーン
9/25（月）～10/15（日）のフェア期間中、エキュート品川 サウス・エキュート品川の各ショップにてお買い上げいただいた
レシートを、必要金額（レシート合算可）を満たすように専用応募用紙に貼り付けて、館内の応募 BOX に投函すると、抽
選で素敵な賞品が当たります。
【3,000 円(税込)以上のレシートで応募】
A 賞：品川プリンスホテル メインタワーツインルーム宿泊券（1 組 2 名様）
B 賞：品川プリンスホテル 味街道五十三次 「寿司 日本橋」 ペアディナー招待券（1 組 2 名様）
【2,000 円(税込)以上のレシートで応募】

写真はイメージです

C 賞：アクアパーク品川 入場券（5 組 10 名様）
【1,500 円(税込)以上のレシートで応募】
D 賞：福島牛ギフト 5,000 円分（6 名様）
E 賞：品川縣ビール 2 本セット（10 名様）

A 賞 品川プリンスホテル メインタワーツインルーム

応募 BOX 設置場所： エキュート品川 「1F 水の音広場」
エキュート品川 サウス 「レストスペース サニーコート」「イーション横」

株式会社 JR 東日本リテールネット HP

http://www.j-retail.jp/

②「ホリプロ鉄道クラブ」トークショー
鉄道ファンとして著名なアナウンサー・久野知美氏、ホリプロマネージャー・南田裕介氏、芸人「ななめ 45°」岡安章介氏が、
鉄道とエキナカの魅力をテーマに進行する、楽しいトークセッションがお楽しみいただけます。
日時：10/9（月・祝） 14:00～ ※40 分程度
場所：エキュート品川 サウス レストスペース「サニーコート」

●限定商品

京橋千疋屋

品川 ひおき

サンドイッチハウス メルヘン

「フルーツケーキサンド」 1 個 594 円(税込)

「九州の彩定食」 1 食 1,000 円(税込)

「ヨード卵光の玉子焼＆だし焼のペアサンド」

千疋屋のロングセラー、フルーツサンドをケーキ風

薩摩屋敷があった品川駅を起点に大正時代より

1 パック 756 円(税込)

にアレンジ。果物のおいしさをしっかりと味わえる。

商いをしてきた歴史に想いを馳せ、九州の旨いもの

深いコクが特長の日本初のブランド卵“ヨード卵・

※ｴｷｭｰﾄ品川 ｻｳｽ限定、1 日限定 48 個

を集めて定食にしました。

光”。甘めの玉子焼とだし焼の 2 種類が味わえる。

※ｴｷｭｰﾄ品川 ｻｳｽ限定、提供時間 11:00～

※ｴｷｭｰﾄ品川 ｻｳｽ限定、1 日限定 30 点

2．エキュート上野（JR 上野駅構内 3F）
「AUTUMN WEEK」
「芸術の秋」「食欲の秋（秋の収穫祭・ハロウィン）」「鉄道の日」をテーマにした、この時期しか味わえない限定商品をご紹
介します。また、鉄道の日にあわせて限定ショップの出店をはじめ、鉄道シミュレーター体験イベントやワークショップを開催しま
す。上野公園や美術館で上野を満喫した後は、エキュート上野に是非お立ち寄りください。
実施期間：10/2（月）～10/31（火）

●イベント
①「岩倉高等学校」による鉄道シミュレーター体験・プラレール鉄道模型展示
鉄道の日特別企画！ 運転台を使用した鉄道シミュレーター体験やプラレールが走る模型展示を行います。
日時：10/15（日）11:00～16:00
場所：「キノクニヤ アントレ」前
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②電車のスタンプを押してオリジナル巾着を作ろう！（先着 100 名様）
うえきゅんのイラストが入った、エキュート上野オリジナルの巾着に、電車のスタンプを押して世界に 1 枚だけのオリジナル巾着が
作れるワークショップです。
日時：10/15（日）12:00～ なくなり次第終了
場所：「キノクニヤ アントレ」前
参加条件：当日、エキュート上野のショップでお買上げ頂いたレシートを会場にお持ちください

●期間限定ショップ
東日本の駅弁を一同に 「駅弁まつり」を開催！
JR 東日本主催の「駅弁味の陣」と連動し、東日本の駅弁を一同に集めて、
鉄道ファンや行楽、旅行で上野駅をご利用のお客さまへ“駅弁の魅力”を発信します。
日時：10/14（土）～10/15（日）8:00～20:00
場所：エキュート上野内「イベントスペース」
取扱商品： 牛肉どまん中（画像左）
えび千両ちらし（画像右）
ほか 約 40 アイテム

3．京葉ストリート（JR 東京駅構内・八重洲南口改札すぐ）
「AUTUMN HOLIDAY」
秋の食材と鉄道をテーマにした「行楽の秋」にぴったりなお弁当・スイーツが登場します。さらに東京駅で、10/7（土）～
10/9（月・祝）に開催される「東京鉄道祭」に合わせて、限定ノベルティをプレゼントします。
実施期間：9/11（月）～10/15（日）

●イベント
使える！遊べる！「しんかんせんデザインお子さまフォーク」プレゼント（先着 2,000 名様）
期間中、対象ショップで 1,500 円（税込）以上お買い上げのお客さまにオリジナルの「しんかんせんデザイン
お子様フォーク」をプレゼントします。お弁当を食べ終えたら、台紙の線路で遊んで電車の旅を満喫しよう！
日時：10/7（土）～10/9（月・祝） 各日 10:00～
対象ショップ：東京駅「京葉ストリートショップ」「南通路エリアショップ」「動輪の広場 とれたんずショップ」
日比谷公園 第 24 回日比谷公園鉄道フェスティバル 「JR 東日本リテールネットブース」 ※10/8(日)まで
配布場所： 東京駅「京葉ストリート 八天堂 前イベントブース」「動輪の広場 とれたんずショップ」
日比谷公園 第 24 回日比谷公園鉄道フェスティバル 「JR 東日本リテールネットブース」 ※10/8(日)まで
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●限定商品

東京 京鳥

魚力海鮮寿司

おむすび 百千

「よいとこ鶏弁当」 1 折 1,280 円(税込)

「いろどり弁当」 1 折 1,200 円(税込)

「かがやき 1100E」 １箱 890 円(税込)

名物鶏飯をベースに鶏づくしの贅沢な逸品を

ちらし・巻物・手まり寿司を彩り良く詰合せました。

お子様が大好きなおかずがギッシリ詰まった

わっぱに盛りこみました。

鮮やかな見た目がお出かけにピッタリです。

楽しい新幹線のお弁当です。

※京葉ストリート限定

※京葉ストリート限定

※京葉ストリート限定

４．東京駅「動輪の広場」 鉄道イベントショップ出店
限定の鉄道グッズや、大人も子供も楽しめる鉄道ワークショップをご用意しています。大人気の鉄道キャラクター「とれたんず」
の期間限定ショップも登場します。
日時：10/7（土）～10/9（月・祝） 各日 10:00～18:00 ※一部の店舗は 20:00 まで営業
場所：JR 東京駅地下 1F 丸の内地下中央改札外 「動輪の広場」

５．日比谷公園 鉄道イベントショップ出店
第 24 回日比谷公園 鉄道フェスティバル
24 回目を迎える「日比谷公園鉄道フェスティバル」。鉄道グッズの販売はもちろん、親子で楽しめる鉄道イベントも開催されま
す。鉄道ファン必見の限定商品も登場します。
日時：10/7（土）～10/8（日） 各日 10:00～17:00
場所：日比谷公園 第 24 回日比谷公園鉄道フェスティバル内
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６．「BOOK EXPRESS」
「山手線御朱印帳」限定販売！

JR 東日本東京支社のキャンペーン「FUN!TOKYO!～ココロも動かせ！山手線～」と連動し、山手線古地図散歩モバ
イルラリーとあわせてお楽しみいただけるオリジナル商品「山手線御朱印帳」を 10/1（日）より限定販売いたします。
場所： 首都圏の「BOOK EXPRESS」
東京駅 「HINT INDEX BOOK」
新宿駅 「bookshelf」
大宮駅 「GENERAL STORE RAILYARD」
価格： 648 円(税込)

７．「ラッキードロップ」
「山手線さんぽフィギュアみやげ」スペシャルアイテム仲間入り！
国内及び海外からの観光客をターゲットとしたオリジナルカプセルフィギュア「LuckyDrop（ラッキードロッ
プ）」。ＪＲ東日本東京支社の沿線ブランド戦略プロジェクト「FUN!TOKYO!」と連動した東京の新みや
げとして発売中の「山手線さんぽフィギュアみやげ」に、10/1（日）より数量限定のスペシャルアイテムとし
て「ゴールドパンダ」が仲間入りします。
発売エリア： 首都圏の主要駅
販売価格： 400 円(税込)
ラインナップ： 6 種＋シークレット

前列左から：上野動物園「ジャイアントパンダ」・東京駅「丸の内駅舎」・新橋駅「SL 広場」

10/1（日）より仲間入り！

後列左から：上野「あんみつ みはし」・渋谷駅「ハチ公」・秋葉原駅「秋葉原電気街」

スペシャルアイテム「ゴールドパンダ」

株式会社 JR 東日本リテールネット HP

http://www.j-retail.jp/

