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　ステーションルネッサンスによる大規模開発の第1号が上
野駅です。1932年完成の駅舎をお客さまの視点で全面的に見
直し、歴史的な建造物は残しながら、快適で利用しやすい駅
づくりを行いました。2005年3月に開業したecute（エキュー

　駅の可能性を100％引き出すとともにお客さまの利便性の向
上をめざした21世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサ
ンス」を実現します。具体的には、バリアフリー設備（エスカ
レーター、エレベーターなど）やコンコース拡幅、案内サイン

改良等の駅設備改良工事にあわせ、各駅における最適な事業
配置をゼロから構築、既存設備の徹底的な見直しにより、新
たな事業スペースを創出しつつ、地域に密着した駅づくりな
ど、「駅を変える」ためのさまざまな取組みを進めています。

駅名 店舗面積 開業日 開発概要

上野
5,9００m２

（アトレ上野分）
２００２.
２.	２２

（１）	人にやさしい駅づくりと駅の魅力向上　
		①	エレベーター9基（１基改修）、エスカレーター２４基設置
		②	当社初の｢ベビー休憩室（授乳室）｣を設置
		③	トイレの改装、多機能トイレの新設、女性用パウダールームの新設
		④	インフォメーションセンターの新設
		⑤	中央改札前の大空間｢グランドコンコース｣を整備

（２）	情報発信スペース｢Break｣の設置
			 駅および駅周辺を案内する｢ステーションコンシェルジュ｣を設置
（3）	｢Breakステーションギャラリー｣新設と芸術作品の再配置
		①	東京芸術大学の協力のもとで美術展を開催
		②	平山郁夫画伯作の芸術作品を中央改札付近に集約
（４）	5４店舗からなるショップストリート｢アトレ上野｣を展開

大宮

４,9００m２

（	２,3００m２	エキュー
ト大宮分、２,６００m２				
ルミネ大宮増床分）

２００5.	
3.5

（１）	駅構内開発小売業の展開　
		①	鉄道施設を含めた駅の環境計画から商業施設のMD、取引
先選定、売場マネジメント、販売促進を一貫して行う新し
いビジネスモデルを展開

		②	エキナカにマッチした新ブランド、新業態２８店を含む６８店
舗（開業時）を導入

		③	Suica決済の導入と統一システムによる営業データ収集
		④	清掃等のメンテナンスの一元的管理

　（２）	｢わかりやすく、利用しやすい｣駅空間づくり
		①	すべてのホームにエスカレーター、エレベーターの設置
		②	案内サインの整備、改札口周りのデザイン統一化
		③	トイレ増設および、多機能トイレ・女性用パウダールーム
の新設

　（3）ルミネ大宮の増床、リニューアルの実施
	 ファッション性、専門性を重視した、幅広い業種で提案性
の高いショップを新たに導入

西船橋 ２,１3０m２
２００5.	
3.２5

（１）	線路上空に人工地盤を建設、武蔵野線乗換コンコースの新
設によりゆとりある快適な移動空間を創出

（２）	エレベーター5基、エスカレーター（上下）１２基を増設

　（3）多機能トイレを駅改札内に新設、心地よい快適で清潔な環境を整備
　（４）ショッピングセンター的な運営手法を導入した商業施設
｢Dila西船橋｣を展開（２２店舗）

品川
１,６００m２

（	エキュート品川分）
２００5.	
１０.１

（１）	線路上空に人工地盤（3層）を新設し、新幹線および在来線
の乗換アクセス向上のためのコンコース整備ならびに店
舗スペースを拡大

（２）	明るい駅空間の提供
		①トイレの増開設
		②	連絡通路のリニューアル
（3）	｢エキュート品川｣を展開（４６店舗）

大船

１,5８5m２

（１,39０m２ Dila大船
分、１95m２ルミネ大
船増床分）

２００６.	
２.２

（１）	お客さまの利便性向上のため、北口に改札口を新設、あわ
せて南北改札を結ぶ連絡通路を新設

（２）	すべてのホームにエスカレーター、エレベーターを設置。また、
多機能トイレも駅改札内に新設

　（3）ショッピングセンター的な運営手法を導入した商業施設
｢Dila大船｣を展開（２６店舗）

　（４）ルミネ大船の増床（１１店舗）

拝島 ６６０m２
２００7.
８.	２４

（１）	南北自由通路の新設にあわせ駅舎の橋上化
		①	各ホームにエスカレーター（計６基）、エレベーター（計3
基）の設置

		②	混雑緩和のための改札内コンコース通路幅の拡幅
		③	わかりやすい案内サインの整備、多機能トイレの設置
（２）	｢Dila拝島｣の展開（８店舗）

立川
４,3００m２

（エキュート立川分）
２００7.
１０.5

（１）	｢わかりやすく利用しやすい駅｣づくり、｢地域の皆さまに親
しまれる駅空間｣づくり　

		①	線路上空に人工地盤（3層）を新設し、ゆとりのある空間を
創出

		②	新コンコースへのエスカレーター（６基）の整備
		③	お客さま用トイレ（１カ所）、多機能トイレ（１カ所）の増設、

				女性用パウダールームの設置（１カ所）
		④	新しい｢びゅうプラザ｣の整備
（２）	｢エキュート立川｣の展開（9４店舗）	
駅直結型の｢保育施設｣｢ベビー休憩室｣の展開

（3）		ホテルメッツ立川の展開

三鷹
１,3８０m２

（Dila三鷹分）
２００7.
１２.１６

（１）	人工地盤（２層）を新設し、各ホームにエレベーター１基（計3
基）、エスカレーター各２基（計６基）を設置

（２）	駅案内サインの整備などにより、お客さまにわかりやすく
使いやすい駅づくり、店舗部分とあわせて明るく開放感の

ある空間の創出
（3）	｢Dila三鷹｣の展開（２６店舗）
（４）	駅設備改良・みどりの窓口・びゅうプラザの改良

田端 １,7６０m２
２００８.
7.3０

（１）	バリアフリー設備の整備	
エスカレーター４基、エレベーター２基

（２）	トイレ改修

（3）	アトレヴィ田端の展開（１3店舗）
（４）	エキナカ店舗の展開（４店舗）

巣鴨 １,9１０m２
２０１０.
3.２5

●ステーションルネッサンス

駅スペース活用事業（小売・飲食業）

　１日１,7１０万人のお客さまが移動し交流する｢駅｣は、JR東日本グループの最大	
の経営資源です。この｢駅｣を利用されるお客さまに便利で快適なサービスを提供するた
め、小売、飲食などさまざまな店舗を営業しています。また、お客さまの多様なニーズに
お応えするため、駅構内の新規開発や新業態店舗の展開に積極的に取り組んでいます。

■ステーションルネッサンスの推進

ト）大宮は、「駅構内開発小売業」という新たなビジネスモデル
で、新たな価値創造と徹底した顧客志向の深度化をはかりま
した。

（１）	分散配置されている駅業務施設を一部新設人工地盤上に２層
構造として集約し、コンコースの美化により駅イメージを
改良

　（２）旅客トイレ改修、サイン整備などにより、お客さまにわか
りやすい駅づくり

　（3）アトレヴィ巣鴨（２２店舗）、構内営業店舗（3店舗）の展開
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注）：店舗数には、宝くじ
						含む。ATM除く。

日暮里、柏、川崎、船橋、熱海など

（２０１5年7月１日現在）

ecute大宮

（２０１5年7月１日現在）

名称 店舗数 開業日 備考

Dila上野 5
3F改札外	２００１.１２.	7
１F										２００２.	 3.１４

そば、洋食、イタリアンなど

Dila仙台 １６ ２００１.	１２.		１ スイーツ、喫茶、リラクゼーションなど

Dila津田沼 １9 ２０１１.		 3.	２０ コンビニ、スイーツ、喫茶、ベーカリー、そば･うどん、惣菜など

Dila大崎 7 ２００２.	１２.	１ コンビニ、そば、喫茶など

Dila阿佐ケ谷 １3 ２０１１.	１２.	１3 コンビニ、スイーツ、喫茶、ベーカリー、惣菜など

Dila西荻窪 １１ ２００3.	１１.	3０ コンビニ、スイーツ、ベーカリー、惣菜など

Dila蘇我 3 ２００４.		 ８.２9 コンビニ、ハンバーガー、雑貨など

Dila西船橋 ２7 ２００5.		 3.	２5 コンビニ、スイーツ、喫茶、書店、雑貨、リラクゼーションなど

Dila大宮 １5 ２００5.	１１.		１ コンビニ、スイーツ、そば、喫茶、雑貨、土産など

Dila大船 3０ ２００６.		 ２.		２ コンビニ、そば、スイーツ、喫茶、書店、惣菜など

Dila高円寺 3 ２００６.		 3.	１5 スイーツ、喫茶、ベーカリーなど

Dila拝島 ８ ２００7.		 ８.	２４ コンビニ、スイーツ、書店、ドラッグストアなど

Dila小山 7 ２０１２.	１２.	１5 コンビニ、書店、喫茶など

名称 店舗面積 開業日 業種構成

ecute大宮 約２,3００m２ ２００5.3.5 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食、サービスなど（7８ショップ）

ecute品川 約１,６００m２ ２００5.１０.１ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食、サービスなど（5２ショップ）

ecute立川 約４,3００m２ ２００7.１０.5
惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食、サービス、保育園、複合ク
リニックなど（9２ショップ）

ecute日暮里 約3８０m２ ２００9.６.２０ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食など（１８ショップ）

ecute東京 約73０m２ ２０１０.3.２８ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食など（3２ショップ）

ecute上野 約４,８００m２ ２０１１.3.3１ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食、サービスなど（7６ショップ）

ecute品川		South 約１,８００m２ ２０１１.5.１６ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食など（39ショップ）

ecute赤羽 約１,６００m２ ２０１１.9.２3 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食、アパレルなど（53ショップ）

　 駅の魅力向上とさらなる高収益化をめざし、駅をご利用に
なられるお客さまのニーズや駅の立地にあわせて「Dila」や

●「Dila」「ecute」の展開

○ Dila

○ ecute

●今後の開発予定駅

「ecute」等のブランドで、エキナカ商業施設を展開してい
ます。

（２０１5年7月１日現在）

（２０１5年7月１日現在）

業種 店舗名 店舗数 運営会社 店舗概要

小売

KIOSK 3４４

（株）JR東日本リテールネット	等

駅でおなじみの売店

New	Days 5０7 JR東日本グループが展開するコンビニエンスストア

ブックエキスプレス ２４
新刊やビジネス書をはじめ、立地条件やお客さまのニーズに合わ
せた本格書店

飲食

駅そば
（いろり庵きらく		等）

１４9

（株）日本レストランエンタプライズ

自社工場で製造されたオリジナル麺を使用した駅そば店
※いろり庵きらく、そばいち、あじさい、大江戸そば	等のブランド
　で首都圏を中心に展開しております。

駅弁売店
（駅弁屋祭		等）

7８

定番駅弁から新作駅弁まで地域の魅力が詰まった名物駅弁を取り
揃えた駅弁専門店
※「駅弁屋祭」「駅弁屋旨囲門」など一部店舗では、日本各地の駅弁
　		を幅広く取り揃え毎日が駅弁祭りのような品揃えしております。

ベックスコーヒーショップ ８9

ジェイアール東日本フードビジネス（株）等

香り高いコーヒーとこだわりの手作りサンドイッチでおもてなし
する｢駅カフェ｣

ベッカーズ １7
バラエティ豊かなこだわりのハンバーガーを提供するハンバー
ガーレストランチェーン

ほんのり屋 １１ こだわりの米、海苔、塩、具材を使用した｢おむすび｣専門店

ハニーズバー ４１ はちみつやフルーツを使った駅のジューススタンド

サービス QBハウス １８ （株）JR東日本リテールネット 駅の需要に合わせたクイック対応のヘアカット専門店

駅名 小売店舗 飲食店舗 その他店舗 合計

東京 ６６ ６ １２ ８４

新宿 3４ 5 １０ ４9

上野 37 １3 １０ ６０

大宮 ４２ １４ ８ ６４

仙台 5２ ２０ １3 ８5
※自販機、ロッカー除く
※その他店舗…QBハウス、ミスターミニット、ビューアルッテ等

●主要店舗一覧

●主要駅における駅構内店舗数
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　㈱ＪＲ東日本ウォータービジネスは、グループ向け
清涼飲料の卸売事業、エキナカを中心とする飲料自販
機事業、谷川連峰の湧水を活用したオリジナル商品開
発事業に取り組んでいます。また、デジタルサイネー
ジを搭載した次世代自販機を開発・設置するととも
に、各地の優れた果物を使用した地産飲料を地元飲料
メーカーと共同開発し、首都圏で販売すること等によ
り地域の活性化にも取り組んでいます。

●飲料事業の展開●コンビニエンスストア事業の展開

○ NewDays 店舗数の推移 ○ NewDays の売上推移

※（株）JR東日本リテールネット運営店舗のみ ※（株）JR東日本リテールネット運営店舗のみ
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店舗名 2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末 2013年度末 2014年度末

自販機 9,４００ 9,9８０ 9,97０ １０,０６０ １０,０００ １０,０６０

再掲
次世代自販機

０ 5０ 3４０ 5００ 5００ 5００

（２０１5年7月１日現在）

店舗名 会社 店舗数 開業日 店舗概要

親父の製麺所

㈱日本レストラン
エンタプライズ

６店舗
（上野、大崎、田端、浜松町、武蔵小杉、秋葉原）

２０１０.	3
本場香川から直送の麺を使用したNREオリジナルさぬ
きうどん店

Tokyo	Food	Bar
２店舗

（秋葉原、成田空港）
２０１０.	４

｢スマートスタイル｣をコンセプトとしたフードコート
＆カフェ

博多らーめん四神
２店舗

（金町、TX守谷）
２０１１.	9

早い、旨い、安いを追求するエキナカの博多ラーメン
店

プレミィ・コロミィ ㈱JR東日本リテールネット
１８店舗

（恵比寿、上野、横浜など）
２００7.	６

オリジナル雑貨や輸入雑貨、洋服などを展開するJリ
テールの雑貨店

Cup&Crop
ジェイアール東日本
フードビジネス㈱

２店舗
（八王子、武蔵小金井）

２０１４.	４
地元の生産者が作る旬の朝採れ野菜や果物などを提供
するスープ＆ジュースキッチン

KINOKUNIYA	
vino	kitchen

ジェイアール東日本フードビ
ジネス㈱、㈱紀ノ國屋

１店舗
（三鷹）

２０１４.１０
“紀ノ国屋初の飲食ブランド”として生まれた、食を通
じて食文化を発信するワインバール＆カフェ

　グループ会社ではこれまで蓄積したノウハウを活用し、積
極的に業態開発、商品開発を行っており、その数も年々増え
つつあります。

●グループ会社による業態開発･商品開発の取組み例

○業態開発

（２０１5年7月１日現在）

商品名 会社 発売開始 概要
純米大吟醸酒
｢大人の休日｣

㈱ジェイアール
東日本商事

２００２.	４ 銘酒｢久保田｣を手掛ける朝日酒造とのタイアップによる限定製造の純米大吟醸酒

東京弁当
㈱日本レストラン
エンタプライズ

２００２.１０ 東京の老舗の味を詰め込んだ日本を代表するこだわりの駅弁

東北福興弁当
㈱日本レストラン
エンタプライズ

２０１１.１０
東日本大震災からの復興に向けて頑張っている東北六県の美味しい味をお届けす
る駅弁

Panest
㈱JR東日本
リテールネット

２００６.	7 最上級のパン（Pan+est）を目指したJリテールオリジナルの菓子パンシリーズ

Eki	Rich
㈱JR東日本
リテールネット

２００9.１１
「いつもの駅で、リッチなデザートを味わってほしい」という想いから生まれた
エキナカスイーツ

朝の茶事
㈱JR東日本
ウォータービジネス

２００7.	5
JR東日本グループがもつエキナカのデータと、伊藤園がもつ技術を活かして共同
開発した緑茶

FROM	AQUA
㈱JR東日本
ウォータービジネス

２００7.	7
谷川岳直下の上越新幹線のトンネル内で取水される天然水を活用したミネラル
ウォーター

仙臺驛政宗
JR東日本東北総合
サービス㈱

２０１０.１２
仙台の生産者、製造者と連携して米・水・酒造元など全て「仙台づくし」にこだ
わった純米吟醸酒

○商品開発

　構内営業店舗は原則としてグループ会社が営業しています
が、多様化するお客さまのニーズへの対応と、グループ会社

によるノウハウの吸収を目的として、グループ外企業と連携
した店舗展開も行っています。

（２０１5年7月1日現在）

店舗名 会社 店舗数 営業開始 概要

ユニクロ
JR東日本、JR東日本リテールネット、
ファーストリテイリング

１４店舗
　　（東京、品川、上野など）

２０００.１０ シーズンごとのキャンペーン商品を中心に販売

リトルマーメイド
ジェイアール東日本フードビジネス㈱、
㈱マーメイドベーカリーパートナーズ

１3店舗
（渋谷、高円寺、川口など）

２００5.１０
バラエティブレッドなど｢本物の味、焼きたてのおい
しさ｣をコンセプトとしたベーカリーショップ

東京じゃんがら NRE、九州じゃんがら
２店舗

（上野、東京）
２０１5.	3

｢うまか、楽しか、じゃんがらWORLD｣をテーマ
に、あっさりマイルドな豚骨ラーメンを提供

野菜を食べるカレー
camp	express

NRE、バックパッカーズ
１3店舗

（池袋、品川など）
２０１０.	８ 新鮮野菜を使ったアウトドア感たっぷりのカレー店

●グループ外企業のノウハウの活用

生
活
サ
ー
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事
業




