
催事区画（雑貨）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



㈱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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大丸

KITTE

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

↑ 丸の内側

八重洲側 ↓

北南
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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

PUG RED

シーズンセレクト

雑貨催事小②

動輪の広場

スクエア ゼロ

雑貨催事小①
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営業時間
月～土・祝/9:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/9:00～21:00

※基本出店期間：2週間～（月曜日開始）

設備
（店頭）

レジ×1台

設備
（後方）

希望に応じて手配可能（区画外）

面積 4.3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）
※初日11：00開店可

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 無し

面積 約9坪(29.6㎡)

【シーズンセレクト（改札内B1） 区画概要】

【丸の内地下/雑貨催事小①（改札内B1） 区画概要】
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営業時間
月～土・祝/9:00～22:00 ※時期により変更有
日・連休最終祝日/9:00～21:00

※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

後方設備 希望に応じて手配可能（区画外、1坪程度）

面積 約5.2坪

営業時間
10：00～20：00※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 倉庫×1か所（区画外）

面積 約30坪

【動輪の広場（改札外B1） 区画概要】

【丸の内地下/雑貨催事小②（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
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
壁面吊り棚 × 21枚
内照式ポスターボード×1（B1）

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

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

イベント
スペース

イキスイ
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営業時間
月～土/9:00～22:00 （※繁忙時変更あり）
日・祝/9:00～21:30

※基本出店期間：3か月（月曜日開始）

設備
（店頭）

可動式棚（ハンガーラックに差し替え可能）

ショップサイン（マグネットシート貼付式）

試着室兼倉庫

姿見（備え付けのため移動不可）

設備
（後方）

無し

面積（坪） 7.3

【イベントスペース 区画概要】

営業時間
月～土/9:00～22:00 （※繁忙時変更あり）
日・祝/9:00～21:30

※基本出店期間：2～3週間（月曜日開始）

設備
（店頭）

平台（W900×D550）×5

平台（W2000×D900）×1

平台（W1550×D600）×1

ストック台（W820×D500）×3

ストックボックス（W400×D300×H320）×23

ポスターホルダー（B2サイズ×2、A3サイズ
×2）

姿見×1

3段ラック（W950×D400×H1000）×1

可動式棚有

後方設備 無し

面積（坪） 7.4

【イキスイ 区画概要】
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エキュート品川・エキュート品川サウス

【JR品川駅マップ】 【フロアマップ】

レターズフロム
エキュート

エキュートギャラリー
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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）

【棚】W3300×2本
【平台】W1250×2本
【レジ台棚什器】W3050x1本

設備
（後方）

倉庫あり

面積（坪） 5.8

【レターズフロムエキュート 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）

レジ台、ガラス壁面棚、ハンガーラック
もろもろあり

設備
（後方）

倉庫あり

面積（坪） 1.3

【エキュートギャラリー 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



16

エキュート上野

【JR上野駅マップ】 【フロアマップ】

イベントC
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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時間一時間前倒し

設備
（店頭）

備え付け什器なし
区画面積 W4,000mm×D3,220m

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】
W2,330×D1,550 （金網仕切り）
（区画によって若干の差異あり）
鍵付き倉庫あり （2.7坪）

面積（坪） 4.5

【イベントC 区画概要】
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エキュート大宮

【JR大宮駅マップ】 【フロアマップ】

シーズンコレクト
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【シーズンコレクト 区画概要】

写真差替え
お願いします

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
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エキュート立川

【JR立川駅マップ】 【フロアマップ】

タマリバ
【３階】
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営業時間
月～土 10:00～21:30

日・祝 10:00～21:00

設備
（店頭）

6.5坪
テーブル W1800×D900× H700（2台）
ガラス棚 W1800×D450×H550 （1台）

引出付きBOX W550×D550×H550（10台）

トルソー 2台

姿見 2台

設備
（後方）

【常温倉庫】
かご台車のご用意あり、使用時都度調整

面積（坪） 6.5

【タマリバ 区画概要】

※ワークショップイベントの開催も可能。（ＰＲイベントはＮＧ）

エキュート立川では、お買物を楽しんでいただくだけでなく、
さまざまなライフスタイルのカタチに色々な角度から出会い、学び、知ることで、

お客さまのこれからの暮らしにプラスとなるような
ワークショップイベントを開催しています。

ワークショップイベント 8910部（エキュート部）


