
催事区画（食品）のご案内

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



株式会社JR東日本クロスステーションについて  ※会社概要より一部抜粋



　 

スイーツ・デリ・ベーカリー 

6支店　10店舗 

 

 

 

 

 

 

エキュート・グランスタ施設内催事  

食品・雑貨 

11施設   約40箇所で展開  

 

※箇所数は2021年8月時点JR東日本クロスステーション　エキナカ催事について 

JR東日本クロスステーションでのエキナカ催事を紹介します。  
デベロップメントカンパニーの他には、リテールカンパニーも幅広い駅のニーズに合わせながら、  
首都圏ターミナル駅以外の駅へも催事を行っています。合計すると約250箇所の駅構内催事を展開しています。  
 
※各カンパニーに担当部署があり、出店に向けての調整やご契約は各カンパニーごとです。  

 

駅コンコース催事（マート） 

雑貨・食品 

12支店　約200箇所 



エキナカニーズに幅広くお応えする、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、
「ecute」や「GRANSTA」等のエキナカ商業施設を展開する事業を行っています。

デベロップメントカンパニー　運営施設について 

「グランスタ東京」は、エキナカ初登場の店舗や駅機能の拡充により、今までにないエキナカ空間を創
造します。 
　東京駅利用者のニーズを満たすことを超えた、新たな出会いや発見を創出することにより、
今までのエキナカの概念を超える新体験を提供します。

「エキュート」は駅ごとに異なるロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅
力向上を目指します。エキナカのニーズに幅広く応える、  魅力あふれるエナカ空間をエキュートが
提供します。



　デベロップメントカンパニーエキナカ催事を担当する私たちイベントユニットは、各館の催事担当者と  
一緒に、グランスタエキュート施設内催事を企画運営しています。  
 
　イベントを通じエキナカ空間に季節感やワクワク感を演出するとともに、エキナカ価値向上を目指し、様々なテスト
マーケティングをお取引様と一緒に行っています。  

各駅の利用者のニーズ 季節・催事期 新商品・新ブランド
プロモーション

【デベロッパーエキナカ催事の特徴】 

ターミナル駅や郊外エリアの駅など 
各駅によってお客さまの求めるものは異なっ
ています。 
 
▼日暮里店 
谷根千地域のショップが日替わりで展開「お
ちこちばとん」 

毎日のように利用する駅で、変化を求め
られるお客さまに対し、季節や旬の商品
を提案します。 
コロナ禍における、おうち時間が長くな
り、催事期の需要は年々大きくなってい
ます。 

通勤通学、出張、旅行目的。 
老若男女多くのお客さまがご利用されてる
駅は、広告宣伝やテストマーケティングに効
果的です。 

催事展開箇所について エキナカ催事について  ※箇所数は2021年8月時点
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催事展開箇所について JR東京駅について  ※箇所数は2021年8月時点
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グランスタ

ス　イ　ー   ツ ：34ショップ
デ　　　　  リ：27ショップ
ベ ー カ リ ー  ：7ショップ
飲                食：34ショップ
アパレル・雑貨：24ショップ
イ　ベ　ン ト：12ショップ
そ       の      他：7ショップ

PUG　GREEN

C・D区画

PUG　RED

シーズンセレクト

プレシャススイーツ A・B

TOKYO Live! DELI

動輪の広場

スクエア　ゼロ
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営業時間

月～土・祝/8:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）
※初日11：00開店

設備
（店頭）

レジ×1台
コの字型什器 W400mm×H440mm × 1台
          同　　   W500mm×H550mm × 1台
          同　　   W600mm×H665mm × 1台
          同　　   W700mm×H790mm × 1台
          同　　   W800mm×H890mm × 1台
          同　　   W1,300mm×H850mm × 1台
引出し付什器 W940mm×H600mm × 1台
※Dは全て400mmで統一

後方設備 常温倉庫（区画外、約1坪程度）

面積 約9坪(29.6㎡)

【シーズンセレクト（改札内B1）　区画概要】
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営業時間
月～土・祝/8:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
クローズ冷ケース×2台
※W1,600mm・1,450mm各1台）ずつ
店内CTあり（w900㎜）

後方設備
常温倉庫（区画外、1坪程度）
W1,800mmの冷蔵冷凍庫の内、
冷蔵×2扉、冷凍×1扉の使用が可能

面積 約1.78坪

営業時間
月～土・祝/8:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
クローズ冷ケース×2台
※W1,600mm・1,450mm各1台）ずつ
店内CTあり（w1,200㎜）
庫内800・センターピーラーあり

後方設備
常温倉庫（区画外、1坪程度）
W1,800mmの冷蔵冷凍庫の内、
冷蔵×2扉、冷凍×1扉の使用が可能

面積 約2坪

【プレシャススイーツA（改札内B1）　区画概要】

【プレシャススイーツB（改札内B1）　区画概要】



10

営業時間

月～土・祝/8:00～22:00 
＊時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
平台×2台（w1,800）

後方設備 厨房

面積 約1.2坪

【TOKYO Live! DELI（改札内B1）　区画概要】

営業時間
10:00～20:00又は11:00～21:00
＊内容により変更有
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
レジ台×1台

後方設備 常温倉庫（区画外、面積は応談）

面積 約30坪

【動輪の広場（改札外B1）　区画概要】
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営業時間
月～土・祝/8:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
レジ台×1台
二槽シンク×1台
手洗い×1台
（衛生区画）
スポットライト
内照式ポスターボード×1（B1）

後方設備 倉庫×1か所（区画外、約5㎡）

面積 約18坪

営業時間

月～土・祝/8:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～21:00
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
レジ台×1台
手洗い×1台
スポットライト
内照式ポスターボード×1（B1）
壁面吊り棚×21枚

後方設備
倉庫×2か所
（区画内約2.6㎡、区画外約5㎡）

面積 約8.4坪

【POP UP GRANSTA GREEN（改札内1F）　区画概要】

【 POP UP GRANSTA RED（改札内1F）　区画概要】
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営業時間

月～土・祝/8:00～21:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～20:00
＊3連休等の繁忙期は7:00～
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
レジ台×1台

後方設備
無し
※什器残置可能

面積 約6坪

営業時間

月～土・祝/8:00～21:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/8:00～20:00
＊3連休等の繁忙期は7:00～
※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台
レジ台×1台
※①・②共に各1台ずつ

後方設備
無し
※什器残置可能

面積
約4.35坪（①・②共）
※基本は分割して使用するが、一体利用も可
能。

【C区画（改札内1F）ー ①・②　区画概要】

【 D区画（改札内1F）　区画概要】
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営業時間

7:00～22:00（基本）
※上記時間帯の内、営業時間を設定
※基本出店期間：なし(数日～2週間等)
※繁忙期は利用スペース制限あり

設備

レジ×3台
レジ台×2台
手洗い(2槽シンク)×2台
天井吊下げ用丸環
常温販売什器(1500w×6台、750w×12台)
スピーカー付特殊型サイネージ(要相談)
スポットライト×5台
イーゼル看板×3台（B1）

後方設備 倉庫×2か所（区画外約71㎡×2か所）

面積
イベントスペース：約82坪
吹抜スペース：約62坪

【スクエア ゼロ（改札内B1）　区画概要】



エキュート京葉ストリート・エキュート東京

【JR東京駅マップ】 【フロアマップ】

ス　イー   ツ ：11ショップ
デ　　　　  リ：10ショップ
ベ ー カ リ ー  ：2ショップ
飲                食：2ショップ
アパレル・雑貨：3ショップ
イ   ベ   ン  ト：3ショップ

そ       の      他：1ショップ

旬
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営業時間
月～土/8:00～22:00 （※繁忙時変更あり）
日・祝/8:00～21:30
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】

正面：W1985×D415×H585（Gケース部分）

側面：W1750×D415×H585（Gケース部分）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
冷蔵：4～6扉
冷凍：6～8扉
【常温倉庫】：0.74坪
冷凍ストッカー有

面積（坪） 1.9

【イベントスペース旬　区画概要】
写真差替え
お願いします
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エキュート品川

ス　イ　ー   ツ ：14ショップ
デ　　　　　　  リ：15ショップ
ベ ー カ リ ー  ：3ショップ
飲                食：4ショップ
アパレル・雑貨：4ショップ
イ　 ベ　　ン 　ト：5ショップ

そ       の      他：8ショップ

【JR品川駅マップ】 【フロアマップ】

プレミアムセレクト

マーケットスクエア

ひとめぼれシアター
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営業時間
平日・土　  10：00～22：00
日・祝　10：00～20：30（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【ショーケース】W1800×D780が2本
【平台】W600×D600が3個のセパレート

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
ご用意あり、使用時都度調整
【常温倉庫】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 1.78

【プレミアムセレクト　区画概要】

営業時間
平日・土　  10：00～22：00
日・祝　10：00～20：30（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

備え付け什器なし
【ショーケース】都度発注のため要相談
【平台】W1500什器は弊社負担
コールドテーブル（サイン下・W1500）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
ご用意あり、使用時都度調整
【常温倉庫】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 2.86

【マーケットスクエア　区画概要】

写真差替え
お願いします

写真差替え
お願いします
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営業時間
平日・土　  8：00～22：00
日・祝　8：00～21：00（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【ショーケース】W2400×D800
【平台/ひな壇】W1430×D800

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
ご用意あり。冷蔵4扉・冷凍2扉
【常温倉庫】
ご用意あり。棚2段分。

面積（坪） 1.68

【ひとめぼれシアター　区画概要】

写真差替え
お願いします

写真差替え
お願いします
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エキュート上野
ス　イ　ー   ツ ：13ショップ　　　デ　　　　リ：16ショップ
ベ ー カ リ ー  ：3ショップ　　　　飲 　　　　食：15ショップ
アパレル・雑貨：13ショップ　　　イ ベ　ン ト：6ショップ

そ       の      他：6ショップ

【JR上野駅マップ】
【フロアマップ】

イベントAイベントB

イベントC

セ・アルチザン

イベントD

イベントE
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営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】W1500×D800×H1150
【平台】Ｗ1500×D450×H1100
（ヨーカン棒W1160×D300×H300）

【冷凍ストッカー】

W750×D662×H893（上開き）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】W1800×D800×H1890
（冷蔵：扉4扉、冷凍：扉2扉）
【常温倉庫】W2300×D1550（金網仕切り）

面積（坪） 0.3

【イベントA　区画概要】

【イベントB　区画概要】

営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】W1500×D800×H1150
【平台】Ｗ1500×D450×H1100
（ヨーカン棒W1160×D300×H300）

【冷凍ストッカー】

W750×D662×H893（上開き）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】W1800×D800×H1890
（冷蔵：扉4扉、冷凍：扉2扉）
【常温倉庫】W2300×D1550（金網仕切り）

面積（坪） 0.3
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営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）
※出店最終日のみ閉店一時間前倒し

設備
（店頭）

備え付け什器なし
区画面積　W4000mm×D3220m
デジタルサイネージ
フルハイビジョン（1920×1080px）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
W1800×D800×H1890
【常温倉庫】
W2330×D1550　（金網仕切り）

面積（坪） 4.5

【イベントC　区画概要】

営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【ショーケース】
W2000×D800×H1100（外寸）
保冷材用縦型冷凍ストッカー

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】W1800×D800×H1890
（冷蔵：4扉、冷凍：2扉）
【常温倉庫】
W2330×D1550　（金網仕切り）

面積（坪） 1.8

【セ・アルチザン　区画概要】
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営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）
※厨房機器持ち込みの場合のみ、出店最終日　
閉店一時間前倒し

設備
（店頭）

【ショーケース】
W2400×D750×1150（外寸）分割
【併設厨房】
二層シンク・コールドテーブル（冷蔵2扉）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
W1800×D800×H1890
【常温倉庫】
W2330×D1550　（金網仕切り）

面積（坪） 1.9

【イベントD　区画概要】

営業時間

月～土　8：00～22：00　
日・祝　8：00～21：00
（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【ショーケース】
W3000×D800×H1100（外寸）
【併設厨房】
コールドテーブル（冷蔵3扉・冷凍4扉）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】W1800×D800×H1890
（冷蔵：4扉、冷凍：2扉）
【常温倉庫】
W2330×D1550　（金網仕切り）

面積（坪） 1.8

【イベントE　区画概要】
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エキュート大宮

【JR大宮駅マップ】

ス　イ　ー   ツ ：21ショップ　　デ　　　　　リ：１８ショップ
ベ ー カ リ ー  ：５ショップ　　　飲 　　　　食：７ショップ
アパレル・雑貨：６ショップ　　イ ベ　ン ト：４ショップ

そ       の      他：７ショップ

【フロアマップ】

イベントボックス

ツツウラウラ シーズンコレクト

ベイクスタジオ



24

営業時間
月～土/8:00～22:00（※繁忙時変更あり）
日・祝/8:00～21:30（※最終日20:30閉店）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】W1580×D810×H1100×3台

【平台】Ｗ763×D810×H1100
（※変形のためおおよそサイズ）

【冷蔵コールドテーブル】

Ｗ1200×D800×H600（冷蔵2扉）

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】W1200×D800×H1890
（冷蔵：扉4扉、冷凍：扉4扉）

面積（坪） 2.6

【ツツウラウラ　区画概要】

営業時間
月～日/7:00～22:30 （※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：1か月間

設備
（店頭）

【ショーケース】

W1500×D750×H1200
W900什器（写真右側）はパートナー手配

設備
（後方）

【冷蔵コールドテーブル】
W1200×D800×H600（冷蔵2扉）
コンベクションオーブン、ドゥコン、シンク完備

面積（坪） 3.8

【ベイクスタジオ　区画概要】

写真差替え
お願いします

写真
後日差替予定
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営業時間
月～土/9：30～22：00（※繁忙時変更あり）
日・祝/9：30～21：30（※最終日20:30閉店）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

備え付けショーケースなし
什器パートナー手配

可動式レジ台、テーブル什器あり
平台W1500×3台、W1200×1台あり

設備
（後方）

【【冷蔵冷凍庫】
ご用意あり、使用時都度調整
【常温カゴ台車】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 8

【イベントボックス　区画概要】

営業時間
月～土/9：30～22：00（※繁忙時変更あり）
日・祝/9：30～21：30（※最終日20:30閉店）
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

①W1200×D400　棚　２台
②大：W1500×D700、小：W1200×D600
　ネストテーブル　各２台
※ネスト小に関しては、ストックボックス付き
③W1200×D460×H2100
　ウィンドウ用棚（背面無しも可）　２台
他、パートナー手配

設備
（後方）

【常温倉庫】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 7.4

【シーズンコレクト　区画概要】

イベントボックス①

イベントボックス②
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エキュート大宮ノース

【JR大宮駅マップ】 【フロアマップ】 ツイツイA・B
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営業時間
月～土/8：00～22：00（※繁忙時変更あり）
日・祝/8：00～20：30
※基本出店期間：2～3週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

①W1500×D750　冷蔵ショーケース　２台
②W1200×D750　可動平台　1台
③W1800×D600　コールドテーブル冷凍1台
④W1800×D600　コールドテーブル冷蔵1台

設備
（後方）

【冷蔵冷凍庫】
ご用意あり、使用時都度調整
【常温倉庫有】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 4.02

【ツイツイA　区画概要】

営業時間
月～土/10：00～22：00（※繁忙時変更あり）
日・祝/10：00～20：30
※基本出店期間：2～3週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

①W1600×D600　棚　2台
②常温ストック

設備
（後方）

【常温倉庫】
ご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 1.63

【ツイツイB　区画概要】

ツイツイA

ツイツイB
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エキュート立川

【JR立川駅マップ】

ス　イ　ー   ツ ：14ショップ　　デ　　　　　リ：17ショップ
ベ ー カ リ ー  ：4ショップ　　　飲 　　　　食：７ショップ
アパレル・雑貨：5ショップ　　　イ ベ　ン ト：3ショップ

そ       の      他：16ショップ

【フロアマップ】

ハレメグリ

HITO-TOKItamatebaco
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営業時間
月～土　9:00～22:00
日・祝　9:00～21:00
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】
W1800mm　D750mm　H1100mm
（常温展開可）
【平台】
W1240mm　D750mm

設備
（後方）

売場脇に倉庫あり。
区画専用業務用冷凍庫4扉、冷蔵庫4扉あり

面積（坪） 3.4

【HITO-TOKI　区画概要】

営業時間
月～土　10:00～22:00
日・祝　10:00～21:00
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】

W1800mm　

【平台】

W600mm （DPスペース＋常温商品展開）  

設備
（後方）

後方4階に設備あり。
【冷蔵冷凍庫】
W510mm D700mm H650mm
【常温倉庫】
W1300mm D900mm H2050mm(金網仕切り)

面積（坪） 1.6

【ハレメグリ　区画概要】

写真差替え
お願いします
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営業時間
月～土　10:00～22:00
日・祝　10:00～21:00
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

備え付け什器無し（1500ｗ、1800ｗのテーブル
の貸出可※要相談）

設備
（後方）

後方4階に設備あり。
【冷蔵冷凍庫】
W510mm D700mm H650mm
【常温倉庫】
W1300mm D900mm H2050mm（金網仕切り）

面積（坪） 6.6

【tamatebaco　区画概要】

写真差替え
お願いします
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営業時間
月～土　10:00～22:00
日・祝　10:00～21:00
※基本出店期間：2週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

備え付け什器無し

設備
（後方）

後方厨房有（資材置き場として使用可）
後方4階に設備あり。
【冷蔵冷凍庫】
W510mm D700mm H650mm
【常温倉庫】
W1300mm D900mm H2050mm（金網仕切り）

面積（坪）

【t312区画スイーツイベント　区画概要】

写真差替え
お願いします
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エキュート日暮里

【JR日暮里駅マップ】 【フロアマップ】

ヒメクリ
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営業時間

9:30～22:00（平日）
9:00～20:30（土日祝）
※基本出店期間：2週間

設備
（店頭）

冷蔵ショーケース　Ｗ3,000×D800
コールドテーブル   Ｗ1,500

設備
（後方）

■後方倉庫
　冷蔵・冷凍庫
H1,800×Ｗ1,200×D800
（冷蔵5扉、冷凍1扉）

　常温倉庫
　0.15坪（ラック有）

面積（坪） 1.8

【ヒメクリ　区画概要】
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エキュートエディション　渋谷

【アクセス】 ス　イ　ー   ツ ：１２ショップ
ベ ー カ リ ー  ：１ショップ
珈琲：１ショップ
イベ　ン ト：１ショップ

【フロアマップ】

オカシコネクト

※渋谷スクランブルスクエア１階
　渋谷駅直結

銀座甘楽

治一郎

船橋屋

バターバトラー

フランセ

ルコント

資生堂
パーラー

丸山珈琲

ベーカリー
サンチノ

堀内果実園 coneri

フラクタス
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営業時間
10：00～21：:00（※繁忙時変更あり）
※基本出店期間：2週間（木曜日開始）

設備
（店頭）

【冷蔵ショーケース】W3600×D700×H1100
（※変形のためおおよそサイズ）

【コールドテーブル】Ｗ1200×D600×H800

設備
（後方）

【冷蔵庫】W1200×D800 4扉
【冷凍庫】W1200×D800 4扉
【常温倉庫】W2100×D750×H1960 （物置型）

面積（坪） 2.21

【オカシコネクト　区画概要】


