
当リリースは9月30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。

大変お手数ですがご紹介の際は、PR事務局（サニーサイドアップ内）にご一報お願いいたします。
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2021年9月30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、運営するエキナカ商業施設エキュート日暮里で地域
連携プロジェクト「ひぐらし おちこち」の取組みの一環である『ようこそ。ひぐらし商店
の世界へ』キャンペーンを開催します。

もし、エキュートで日暮里の地元のお店の味を楽しめたら・・・。日暮里にこんなお土産
があったらいいな・・・。そんな想いをカタチにしました。
地元日暮里に店舗をかまえる創業80年の鮮魚店「冨じ家」と創業70年の食肉専門店「千駄
木腰塚」がコラボレーションした、老舗の味を一度に楽しむことができるお弁当をはじめ、
「塩とオリーブオイル」の専門店として2015年「上野桜木あたり」にオープンした「おし
おりーぶ」厳選の調味料とエキュート日暮里内のショップ自慢の素材がコラボレーションし
たお惣菜や、地元ゆかりの食材である「谷中生姜」を使用した焼菓子など、地元のお店や食
材とコラボレーションした、ここでしか味わえない商品を販売します。さらに、地元のお店
がエキュート日暮里に期間限定でやってきます。

●報道関係者からのお問合せ●

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PR事務局（サニーサイドアップ内）

担当：戸田、王

MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

開催期間：10月4日(月)～24日(日)

『ようこそ。ひぐらし商店の世界へ』
キャンペーン開催

日暮里エリアの魅力を発信！地元コラボ限定商品が続々登場！！

日暮里の魅力を知ることができる架空の街「ひぐらし商店」の世界へ、さぁいらっしゃい。

キャンペーンビジュアル

mailto:jr-crossdvl@ssu.co.jp


（価格は全て税込）
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コラボが実現！日暮里の商店×エキュート日暮里

「ひぐらし おちこち」について

かつて見晴らしの良い庶民の憩いの場として人気の景勝地であった「ひぐらしの里 日暮里」。
現在もこの街の「あちらこちら」には、どこか懐かしく温かな下町情緒と新しさがゆるく溶け合っている
魅力があります。
「ひぐらし おちこち」は、そんな日暮里の現在・過去・未来の魅力を
お届けするプロジェクトです。これまで、エキュート日暮里のアイコ
ンである日暮里繊維街の「のれん」、フリースペースの昔の日暮里周辺
の地図が描かれた「てーぶる」、JR日暮里駅コンコースにある荒川区
の産業で作られた「べんち」を設置しています。

※「おちこち」＝「遠近」「あちらこちら」「昔と今」「現在と未来」

■エキュート日暮里Instagram： https://www.instagram.com/ecute_nippori/

コンビーフと沖めだい西京焼き
のり弁
千駄木腰塚×冨じ家
1,380円
日暮里の老舗同士の珠玉のコラボ
。創業80年の鮮魚店「冨じ家」の
自家製西京漬と創業70年の食肉専
門店「千駄木腰塚」の自家製コン
ビーフ、それぞれの人気商品を一
つのお弁当で。

さんま塩焼 ガーリックソルト
てとて×おしおりーぶ
1尾 540円
日本発の「塩とオリーブオイル」
の専門店「おしおりーぶ」が厳選
したガーリックソルトの風味が、
脂ののったさんまの味を惹き立て
、食欲をそそります。
エキュート日暮里限定

フィセルサンド・ジューシー
フランク
ル ビアン×千駄木腰塚
486円
エキュート日暮里でも人気の千駄木
腰塚のジューシーフランクを、ル ビ
アン自慢のフランスパンでサンドし
焼き上げた一品。噛み応えと旨味の
ある肉汁が自慢のフランクに合うよ
う、ハードパンをチョイス。
エキュート日暮里限定

鹿児島芋焼酎のサバラン
パティスリー アンドゥ×伊勢五
本店
756円
老舗酒屋「伊勢五本店」が厳選した芋
焼酎「フラミンゴオレンジ」を使用し
たサバラン。芋焼酎とは思えない柑橘
系の爽やかな香りを活かし、オレンジ
とも相性の良いチョコクリームを添え
ています。

エキュート日暮里限定

味噌ざらめ
富士見堂×味噌商 秋田屋
420円
味噌専門店「味噌商 秋田屋」がこ
だわり抜いた合わせ味噌「みちの
く味噌」を使用し、本来の味や香
りが引き立つよう、シンプルな調
味料とザラメで味付け。塩味と甘
味のコントラストを感じる一品。

エキュート日暮里限定

酒蒸し饅頭
深川伊勢屋×伊勢五本店
1個 170円
お饅頭の皮に、老舗酒屋「伊勢五
本店」で扱う、酒粕と日本酒を練
り込みました。お酒の芳醇な香り
と、濃厚な味わいが口の中に広が
ります。自慢のこし餡とも相性抜
群です。

エキュート日暮里限定

谷中・根津・千駄木（通称：谷根千）エリアで営む老舗や新進気鋭のショップとエキュート日暮里の
ショップがコラボレーション！現地に足を運んでみたくなるような、そんな商品をご用意しました。
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地元食材「谷中生姜」のアイテム

谷中生姜の焼きいなりセット
すしべん
695円
オリジナルの甘酢に漬け込んだ出
汁シャリが入った焼いなりに細か
く刻んだ谷中生姜がアクセント。

エキュート日暮里限定

谷中生姜の肉巻き
鶏と玉子 太郎
1本 194円
ピリッと辛い谷中生姜に豚バラ肉
を巻いた、お酒のお共にぴったり
な一品。谷中生姜の美味しさを活
かすため、シンプルに塩味で仕上
げました。

エキュート日暮里限定

谷中生姜のチョコレートフィ
ナンシェ
オーヴォ
1個 240円/3個入 700円
極上たまごを使用したしっとり生
地のチョコフィナンシェと生姜の
意外な組み合わせ。細かく刻んだ
谷中生姜の風味が活きています。

エキュート日暮里限定

江戸東京野菜の一つである、谷根千ゆかりの食材「谷中生姜」。爽やかな辛みや風味を活かしたお惣菜
からスイーツまでご用意してます。

新・定番『日暮里すーべにーる』

エコトート 大「にゃっぽりの
日常」グリーン
濱文様
1,320円
JR日暮里駅の人気者「にゃっぽ
り」のエコトートに新色が登場！
落ち着いたグリーンの色合いが秋
らさを演出します。
エキュート日暮里限定
JR東日本商品化許諾済

①<黒糖バームクーヘン>くろの
き ホール
②<黒糖キャラメルサンドクッキ
ー>くろまるまる
くろいちや
①1,382円 ②10個入 1,890円
谷中の猫達が集まるレトロな喫茶店や日
暮里の代名詞である夕焼けだんだんをイ
メージした日暮里限定のパッケージ。

エキュート日暮里限定

ポケットサンド（ヒレかつ・
たまご)
とんかつ まい泉
1個 450円
まい泉のヒレかつと中からトロっ
とこぼれるほどの玉子を挟んでい
ます。日暮里だけのオリジナル絵
柄で販売。

エキュート日暮里限定

こんなのあったらいいな♡から生まれた企画。JR日暮里駅の公式キャラクター「にゃっぽり」の
新商品をはじめ、日暮里ならではの風景や猫をイメージした商品を取り揃えています。

あきしば漬け
穂まれや×やなぎに桜
1個 200円
約40種類取り揃える漬物専
門店「やなぎに桜」が自信
をもってお届けする広島菜
のしば漬け「安芸しば漬け
」を混ぜ込みました。酸味
が少なく、しっかりとした
塩味はおにぎりにぴったり
です。

エキュート日暮里限定

もちあげ＆にっぽりん
コラボ人形
をかし楽市×繊維街
1セット 955円
「をかし楽市」のオリジナ
ル柄に変身した日暮里繊維
街のゆるキャラ「にっぽり
ん」が登場！繊維街の方々
にご協力いただき、オリジ
ナル柄のにっぽりん人形も
できました！

エキュート日暮里限定

①

②
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TAYORI BAKE

地元商店がバトンをつなぐ『おちこち ばとん』

地元商店によるエキナカへの期間限定出店が決定！大正時代より営む
佃煮屋さんから最近オープンしたカフェまで、様々なお店を「ばとん」
で繋ぐように、お互いのお店を紹介しながら出店をします。
それぞれのお店の商品を少しずつ味わえる「おちこちばとん セット」や、
実際のお店で楽しめる特典もご用意しております。

開催期間：10月4日（月）～ 24日（日）
開催場所：イベントスペース「ヒメクリ」

店舗名 出店期間 商品ジャンル エリア 店舗プロフィール

おしおりーぶ
（0shi 0live） 全日

オリーブオイル／
塩

谷中

昭和13年築の日本家屋「上野桜木あたり」にて2015年3月に日本初の塩とオリーブ
オイルの専門店としてオープン。「塩で遊び、オリーブオイルを楽しむ！」をコン
セプトに、世界中からセレクトした商品を全てご試食でき、お客様のお好みの組み
合わせをご提案いたします。

Caple Ville Photo 
Studio＆Cafe 全日 焼菓子 千駄木

ケープルヴィルは古き良き下町文化の味わいが残る谷根千の古民家を改装し、欧州
の文化を感じるお料理やスイーツ、ワインなどお楽しみいただけます。材料や食材
にこだわり、体を守り健康のサポートができるようなお食事をご提供しています。

COUZT CAFE ＋ SHOP 10月21日
スコーン／
瓶もの

谷中

ハンドドリップ珈琲やポットティー、自家製ジュース、オーガニッククラフトビー
ル等の豊富なドリンクと、自家製にこだわったスイーツや食事。ついついゆっくり
してしまう空間を目指し、スタッフ共々カフェづくりを日々楽しんでいます。心身
ともに居心地良く過ごしていただけますように…

SPICESH 全日
レトルトカレー／

スパイス
西日暮里

西日暮里駅徒歩30秒のスパイスカレーのおみせ。オリジナルレシピのスパイスカレ
ーで気軽にスパイスを「摂取」。自家製のアチャールやスパイスに漬け込んだドリ
ンクやスイーツでも「摂取」。今回はおうちでSPICESHを楽しめるレトルトカレー
やスパイスを販売します。

TAYORI 10/11-10/17 お惣菜/お弁当 谷中

谷中銀座商店街の細い路地を入った先にひっそりと佇むお惣菜屋さんです。
食の郵便局 TAYORI は、みなさまと生産者の方々が「お便り」を交わすようにつな
がる場を目指したお店です。生産者の想いがつまった食材をお惣菜やお弁当にして
、みなさまにお届けします。

TAYORI BAKE 10/4-10/10 焼き菓子 千駄木

たった5坪のお菓子工場。甘さ控えめの素朴な味で、スパイスやハーブ、リキュール
などの遊び心も忘れずに、しっかりとした食材の風味や味わいが楽しめます。みな
さまの日々に寄り添える場になれることを願っています。出店では、季節の焼き菓

子やクッキー缶や生菓子などを販売いたします。

道灌山ベイクショップ 10/13-10/15 パン/焼き菓子 西日暮里

Boulangerie ianak!の姉妹店として2020年7月に西日暮里・道灌山の地にオープン
しました。素材にこだわり、小麦は全て国産。卵は那須の御用卵を使用しています
。添加物も極力使用せず、お子様からお年寄りまで安心してお召し上がりいただけ
るお菓子作りを目指しています。

中野屋 10/4-10/10 佃煮 西日暮里
創業大正12年。中野屋は、どの世代のお客様にも愛される味を目指しております。
日暮里・谷中の寺町情緒溢れるこの街のお土産に、またご家庭用に自信をもってお
勧め出来る商品です。是非ご賞味下さいませ。

HAGISO 10/15-10/21
コーヒー／
ハーブティー

谷中

HAGISOは築60年の木造アパートを改修した「最小文化複合施設」です。1階の
HAGI CAFEではハンドドリップコーヒー、季節のメニュー、自家製ケーキや人気の
パフェなどが楽しめます。今回は、お店のオリジナルブレンドコーヒーやハーブテ
ィーを販売いたします。

MOTHER HOUSE 10/18-10/24 チョコレート 谷中

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、バッグなどの
製造販売を行うマザーハウスから生まれた食のブランドです。途上国には豊かな食
素材、農家さん、食文化があります。そんなバトンリレーで生まれた「食」に光を
あてた商品を展開します。

百舌珈琲店 全日 コーヒー 西日暮里
夕焼けだんだんから1本隣の七面坂にある小さな珈琲店です。急須で淹れる珈琲体験
をご提案しています。スイーツは全て店内で作った自家製です。モーニング(8～10
時)、ランチ(11～14時)もやっています。

谷中せんべい 10/6-10/7 せんべい 谷中

大正2年創業の日暮里駅谷中口徒歩2分の場所にある手焼きせんべい専門店です。国
産米のみを使用し一枚一枚丁寧に焼いています。定番の堅丸(しょうゆ)をはじめ、
ほどよい甘みが楽しめるザラメや風味豊かな胡麻など、色々な種類のお味をご用意
しています。

Lebage 全日 ベーグル 谷中
北海道産の小麦粉を独自にブレンドし、厳選素材でベーグルを作っています。シン
プルなものから季節限定まで取り揃え、様々なベーグルを食べて頂けるよう大きさ
はあえて小さめに。ぜひ一度お召し上がり頂きモチモチ体験してみて下さい。

Lebage 谷中せんべいSPICESH
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HAGI STUDIO×エキュート日暮里

<エキュート日暮里企画担当者の本キャンペーンへの想い>
お客さまが日暮里へ足を運び、日暮里を好きになるきっかけになればと
いう想いで、2006年の開業以来、私たちは「街と駅をつなぐフィルタ
ー」として日暮里のエリアの魅力を発信するなど、様々な取り組みを行
っており、その想いは今も変わっていません。
2021年のリニューアル後も街の魅力を発信するにあたり、日暮里の谷
中を拠点に活動する「HAGI STUDIO」と一緒に取り組みを行うことで
、より深い日暮里の魅力をご紹介、また楽しいコンテンツをお届けでき
ると感じ、コラボレーションが実現しました。

さらに、『おちこち ばとん』出店ショップをめぐる動画を10月6日（水）・10日（日）・14日（木）
各日16時頃に配信予定！
■エキュート日暮里 公式instagram（＠ecute_nippori）

『ばとんカード』
「おちこち ばとん」で出店しているお店に行くと使えるお得なクーポンを、お買い物していただいた
方に先着でお渡しいたします。「ばとんマップ※」を手に取り、駅から各店舗までの道のりもお楽し
みください！（お使いの端末やブラウザによっては閲覧できない可能性がございます）

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1zCld_CxFQE0FyEvYRox-fZgh-
OCTmc5Q

株式会社HAGI STUDIO
建築設計・デザイン
（一級建築士事務所）

HP:https://studio.hagiso.jp/

instagram:https://www.instagram.com/hagistudio_inc/

facebook:https://www.facebook.com/studio.hagiso/

<株式会社HAGI STUDIOご担当者様からのコメント>
「HAGI STUDIO」は、日暮里に近い谷中にて2013年3月に「最小文化
複合施設」としてHAGISOをオープンしました。以降、谷中を中心に建
築設計、飲食事業、宿泊事業を行っています。本キャンペーンでは、こ
の街を拠点に活動する各部門のスタッフがそれぞれの特徴を生かして取
り組んでいます。
「エキュート日暮里」との交流の中で、担当スタッフの方の街に対する
熱い想いに衝撃を受けると同時に、とても嬉しく感じました。一歩踏み
込んだ、新たな街の魅力を共に発信していきます。
本キャンペーンのビジュアルイメージは、「ひぐらし おちこち」の意
味合いから、古い路地や昔ながらの建物や商店が多く残っており、さま
ざまな文化が存在してきた日暮里界隈の風景を表現しております。
駅から街へ、さまざまなアプローチで発信してまいります。

「ようこそ。ひぐらし商店の世界へ」キャンペーンでは、キービジュアルの制作や前ページでご紹介
した『おちこち ばとん』など地元・日暮里の魅力を伝えるパートナーとして、千駄木に事務所をか
まえる「HAGI STUDIO」とのコラボレーションが実現しました！

『おちこち ばとんセット』
「おちこち ばとん」で出店するお店の商品たちを詰め合わせ
たボックス。お家で広げて日暮里の雰囲気を楽しめるセット
になっております。ちょっとした手土産にもどうぞ。

まだまだ楽しいイベントがもりだくさん！！

キャンペーンビジュアル

代表取締役 宮崎様

※写真はイメージです。

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1zCld_CxFQE0FyEvYRox-fZgh-OCTmc5Q
https://studio.hagiso.jp/


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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