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2022年3月3日(木)
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 デベロップメントカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カン
パニー長：杉村 晶生）は、2022年3月24日(木)11：00に新橋駅の新たな商業空間『エキュートエディ
ション新橋』をオープンします。

既に営業を開始している6ショップに、鮮魚専門店が展開する海鮮弁当屋や、缶詰専門セレクトショ
ップなど、新たに7ショップが加わります。中でも、エキナカフードホール「HORA ANA table」は、
「食を楽しみながら、人、街、時間をつなぐ」をテーマに、味と技術にこだわりを持つ「とっておき」
のショップが揃い、新橋駅の象徴である高架下アーチを活かした空間で1日を通して様々なシーンでご
利用いただけます。また、当施設限定のメニューや商品も多数ご用意しております。

『エキュートエディション新橋』の新しい展開にご注目ください。

2022年3月24日(木) 11：00オープン

人、街、時間をつなぐエキナカフードホールが誕生

JR新橋駅の新たな商業空間

『エキュートエディション新橋』詳細決定！

画像はイメージです

掲載情報は3月3日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。
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コンセプト

日常にある駅で、ココロとカラダのスイッチをON/OFF。
ビジネスパーソンの毎日をサポートする前哨基地

【施設全体コンセプト】

【施設全体デザインコンセプト】

無理なく、負荷なく、心地よく使える、豊かなワークスタイルへの架け橋となる場を目指
してnew「最新」・scene「場面」・quality「資質」を用いて定めました。

【フロアマップ】

施設のコアターゲットである「時間とコスパは大事にしながらも日々の生活にこだわりを
持つ３０～４０代の男女ビジネスパーソン」を中心に、新橋で働くビジネスパーソンがリ
ラックス・気合い入れ・テンションＵＰなど、ポジティブな方向に気持ちが切り替えられ
るよう、１日中様々なシーンで利用でき、「気持ちの良い質の高いサービス」「本当にお
いしいもの」「居心地の良い空間」を提供する施設づくりを目指します。

「しんばし 新・場・資」

 

 HORA  ANA table 〈フードホール〉  

Ｈ１ サザコーヒー（新規ショップ） 

Ｈ２ 伊勢角屋麦酒（新規ショップ） 

Ｈ３ <２０２２年秋以降開店予定> 

Ｈ４ 立食い寿司 根室花まる（新規ショップ） 

★ ToMoRrow Gallery 
  

０１ カンダフル（新規ショップ） 

０２ FANS.（靴磨き＆修理） 

０３ FUKAHIRE fin-fin（フカヒレ麺・飯） 

０４ Truffle mini（ベーカリー） 

０５ 刷毛じょうゆ 海苔弁山登り（弁当） 

０６ NewDays（コンビニエンスストア） 

０７ KENELESTAND（カプセルトイ専門店） 

  

０８ コレもう食べた？（新規ショップ） 

０９ Sakana bacca（新規ショップ） 

１０ <２０２２年夏以降開店予定> 

１１ ミスターミニット（新規ショップ） 

地下１階

※   ０２ ～ ０７ については現在営業中 
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新規開業ショップのご紹介

（価格は全て税込）

（ホラ アナ テーブル）

食を楽しみながら、人、街、時間をつなぐエキナカフードホール

【1階（北改札外）】

「日常的に使う駅に食を通じて人を、街を、時間をつなぐ“居場
所”をつくりたい」 —そんな想いを込めて、新橋駅の象徴である高
架下アーチ空間を活かして作ったフードホールです。

新橋のオフィスワーカーが同僚と、大切な人と、そしておひとりでも、
1日中様々なシーンで利用できる空間と、味と技術にこだわりを持
つ「とっておき」のお店を集めました。

新橋に働きに来ることが楽しみになる、ひとつのきっかけになる場
所になれれば幸いです。

H1 サザコーヒー

H2 伊勢角屋麦酒（エキナカ初出店）

H3 Coming Soon
＜2022年秋以降開業＞

H4 立食い寿司 根室花まる（エキナカ初出店）

★ ToMoRrow Gallery

★ToMoRrow Gallery（トゥモローギャラリー）

参考 ToMoRrow Gallery 高田馬場

＜フロアマップ＞

エキナカでアートの買える「ToMoRrow Gallery」が
新橋駅に誕生。
店内壁面をアーティストが“ギャラリー”として使用。
不定期にアーティストが入れ替わり、訪れるごとに新しい
アートとの出会いを愉しめるスペースを提供します。
気に入った参加アーティストの展示作品は、その場の
二次元コードを読み込むと、JRE MALL内「東京感動線」
ショップにて購入いただけます。

2つの穴は「入口」と「出口」を表し、ここを利用した人の、心と体が切り替わる場である事を表現しました。
また、多くの人が行き来する駅というニュートラルな場で、人を、街を、時間をつなぐ意味も込められています。
新橋の歴史を汲み、今後も耐久性のあるようベーシックな書体を選定しています。

＜ロゴデザインについて＞
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新規開業ショップのご紹介

（価格は全て税込）

NEW サザコーヒー【スペシャルティーコーヒー専門店】

茨城県ひたちなか市で１９６９年から長年愛され、全国のコーヒー通
の間で常に高い評価を得る自家焙煎コーヒー専門店。
コロンビアの自社農園で丹精込めて栽培すると共に、世界の生産地で
直接買いつけた「逸品」を店内でもテイクアウトでも楽しめます。
「コーヒーってこんなに美味しいんだ」初めて飲んだ時の感動を忘れ
ることができない、そんな理想の深煎りコーヒーを追い続けています。

【エキュートエディション新橋限定商品】

「ゲイシャ」の華やかな香りで新橋のSLをイメージしたボディ
感を合わせた甘さの余韻が長く続くブレンドコーヒー。

新橋SLブレンド カップオン単品：250円/豆：200g  1,800円

NEW 伊勢角屋麦酒（いせかどやびーる）【クラフトビール居酒屋】

“伊勢から世界へ”を合言葉に、国内外に熱狂的なファンを持ち、
世界中のビールコンペティションで金賞の常連である「伊勢角屋麦
酒」の樽生ビールを味わえる「クラフトビール居酒屋」。

伊勢角屋麦酒の定番から限定商品まで、常に樽生10タップを揃え
たこだわりのクラフトビールと、100年前から木樽で作り続けてい
る角屋の味噌・醤油、三重県の旬の食材を使ったお食事とのペアリ
ングをぜひエキナカでもお楽しみください。

【エキュートエディション新橋限定商品】 4月中～下旬発売予定

「旧新橋停車場」近くの「ボケの実」から採取した酵母を使っ
た「新橋オリジナルビール」を醸造中！

新橋オリジナルビール（仮称） 価格未定

NEW 立食い寿司 根室花まる 【立食い寿司】

北海道・根室発の寿司店、花まるがご提供するのは鮮度と活気。
「ほたて」「時知らず」「さんま」「真だち(真だらの白子)」
など、地元北海道から旬の食材を厳選しています。

漁師町・根室の匂いを感じるような、活気あふれる雰囲気が
素材だけでは生み出すことのできない鮮度感を作り上げます。

目の前のカウンターで職人が握ったお寿司を北海道根室唯一
の地酒『北の勝（きたのかつ）』と共にお楽しみください

出店ショップ
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新規開業ショップのご紹介

【1階（北改札外）】

缶詰専門セレクトショップ カンダフル、初の直営店オープン！
蓋を開けるまでのわくわく感と、開けてしまったちょっとの罪悪感と満
足感。中身を口に運ぶまでの期待感と、食した時の幸福感。
そう、缶にはたくさんの感が詰まっています。
缶詰って、ワンダフル！！

日本中のローカル缶詰４００種類以上をそろえた缶詰売場で、
オドロキの缶詰との出会いを楽しんでください。

カンダフル 【缶詰専門セレクトショップ】NEW

コレもう食べた？

【イベントショップ（スイーツ・フーズ）】

【地下1階（汐留地下改札外）】

NEW

新しい「おいしさ」に出会う場所―。
スイーツやパン、惣菜など、人に教えたくなるような、いま食べたい
「食」の ショップを半月単位で入れ替えます。
食を通じて忙しい毎日に「彩」を提供します。

パティスリー「エスリエール」は品川区・新馬場駅近くに店を構える
洋菓子店。
フランスで約10年間修業した経験を持つエグゼクティブシェフの土谷
豪氏が考案したオリジナルケーキは見逃せません！

＜初回出店ブランド＞ 出店期間：3月24日(木)～4月15日(金)

【エキュートエディション新橋限定商品】

＜プティガトー＞
・桜ストロベリー 620円
・苺バニラタルト 610円
・苺とホワイトチョコレートのオペラ 640円

＜アントルメ＞
・モンブランホール（桜ストロベリー)  2,800円

旬の素材スイーツ各種
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新規開業ショップのご紹介

日本の風景から失われつつある街の魚屋を「毎日の食卓に感動と
冒険を」をコンセプトにアップデートした、鮮魚専門店が手掛ける
海鮮弁当屋です。

旬の魚を使った海鮮丼をはじめとして、東京ではあまり流通して
いない珍しい魚を使ったお造り、おもたせやお酒に最適な珠玉のお
つまみをラインナップ。また、魚を楽しむために作られたビールや
日本酒、魚に合うオリジナル調味料も取り揃えています。

sakana bacca（サカナバッカ）【海鮮丼・寿司】

【エキュートエディション新橋限定商品】

しっとり柔らかなあん肝とマグロに、歯ごたえの良い奈良漬の
アクセントが効いた、新橋限定・大人の巻寿司です。

あん肝マグロ巻き 780円

NEW

ミスターミニット 【リペアサービス】NEW

靴修理、靴みがき、バッグ修理、合カギの作製、時計電池交換、
印鑑の 作製など幅広いサービスをスピーディにご提供します。

また、当店舗には「メルカリステーション」を設置。梱包資材の
販売、梱包代行に加え、店内に設置されたメルカリポストへの投函
で発送までスムーズに行えます。

2020年夏に開業したショップもエキュートエディション新橋に加わります。

FUKAHIRE fin-fin
【フカヒレ麺＆飯専門店】

FANS.
【靴磨き＆修理】

Truffle mini
【ベーカリー】

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り
【弁当】

NewDays
【コンビニエンスストア】

KENELESTAND
【カプセルトイ専門店】
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グランドオープン記念キャンペーン

■エキュートエディション新橋 グランドオープン記念特典

3月24日(木)～3月31日(木)の8日間限定でグランドオープンを記念した限定商品やお得なサービス
を各ショップで提供いたします。

サザコーヒー 伊勢角屋麦酒 立食い寿司  根室花まる

限定商品・ゲイシャ、定番商品も入った

「カップオン詰合せ」を特別価格で

ご提供 ※なくなり次第終了

「伊勢角屋麦酒ペールエール」

ハーフパイント180円引き

知る人ぞ知る「【羽幌・苫前産】

かじかの子醤油漬け軍艦」を特別価格で

ご提供

カンダフル FANS. FUKAHIRE fin-fin

「開業限定缶詰BOX」2,808円(税込)

ご飯のおとも、おつまみ、フルーツ缶な

ど人気の缶詰をお得に詰合せ

※なくなり次第終了

「カカト交換」の際に当店

Instagram(@fans_shinbashi)フォロー

画面提示で「靴磨き」サービス

990円(税込)以上お食事いただいたお客さ

まへ、次回からご利用いただける

「100円値引券」プレゼント

Truffle mini 刷毛じょうゆ 海苔弁山登り コレもう食べた？

新橋の店舗で200円(税込)以上お買上げの

上、会計時に「トリュフベーカリー公式

アプリ」ご提示でトリュフベーカリーポ

イント2倍付与

店舗限定【海苔弁 揚げの「山」】

人気の海苔弁「山」をベースに、鶏の塩

こうじ焼を衣たっぷりの竜田揚げにしま

した

※毎日14:00～/※数量限定

1,000円(税込)以上お買上げのお客さま先

着300名に「水平持ちできる2WAYオリ

ジナルエコバッグ」プレゼント

※なくなり次第終了

sakana bacca ミスターミニット

お買上げ金額に応じて「サカナバッカ

オリジナル商品」をプレゼント

2,000円(税込)以上：トーキョーサカナポンズ

（300個限り）

3,000円(税込)以上：オリジナル保冷バッグ

（50個限り）　※なくなり次第終了

「クイック靴磨き」を

　特別価格100円(税込)でご提供

 　※一部対象外あり



グランドオープン記念キャンペーン

■JRE POINT キャンペーン
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商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

デベロップメントカンパニーについて：

エキナカニーズに幅広く応える、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。

各駅の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。

また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。

主な運営施設：エキュート、グランスタ

株式会社JR東日本クロスステーションについて
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■エキュートエディション新橋 ショップ一覧

ショップ名 業種 営業時間 備考

H1 サザコーヒー　New スペシャルティーコーヒー専門店
（平日）　7:00～20:00

（土日祝）9:00～19:00

H2 伊勢角屋麦酒　New クラフトビール居酒屋
（全日）11:00～15:00

　　　／16:00～23:00
エキナカ初

H3

H4 立食い寿司　根室花まる　New 立食い寿司 （全日）11:00～23:00 エキナカ初

01 カンダフル　   New 缶詰専門セレクトショップ
（平日・土）11:00～20:00

（日祝）11:00～19:00

エキナカ初

常設店初

02 FANS. 靴磨き＆修理
（平日）11:00～20:00

（土日祝）11:00～19:00

03 FUKAHIRE fin-fin ふかひれ麺・飯専門店
（平日・土）11:00～23:00

（日祝）11:00～22:00

04 Truffle mini ベーカリー （全日）8:00～20:00

05 刷毛じょうゆ 海苔弁山登り 弁当
（全日）8:30～20:00

　　  ※ｲｰﾄｲﾝ11:00～19:30

06 NewDays コンビニエンスストア
（平日）7:00～22:30

（土日祝）7:00～19:00

07 KENELESTAND カプセルトイ専門店 （全日）10:00～21:00

08 コレもう食べた？ New イベントショップ
（スイーツ・フーズ）
（平日）10:00～21:00

（土日祝）10:00～20:00

09 sakana bacca   New 海鮮丼・寿司 （全日）9:00～21:00

10

11 ミスターミニット New リペアサービス
（平日）8:00～21:00

（土日祝）10:00～20:00

Coming Soon　<２０２２年夏以降開店予定>

Coming Soon　<２０２２年秋以降開店予定>

HORA ANA table

※状況により、営業時間を変更する場合がございます。最新の情報は公式ホームページでご確認ください。

■エキュートエディション新橋HP
https://www.ecute.jp/edition_shimbashi


