
2003 年８月２９日 

駅のショッピングモール“Ｄｉｌａ”で 

「Ｄｉｌａでディライト! “スタンプ集めてハッピーキャンペーン”」を実施します 

 

 ＪＲ東日本では、主に首都圏の駅構内（７駅）において、当社グループ会社とともに

Dila という名称でショッピングモールを展開しています。 

“Dila”とは、駅構内にあるショッピングモールの総称で、英語の delight（大きな

喜び、楽しみ）に由来し、駅に必要な様々なお店を集積して展開しています。 

このたび、ＪＲ東日本グループの共同販促キャンペーンとして、首都圏の７つの Dila

内の各対象店舗で商品等をお買い求めいただいたお客さまに、JR 東日本グループから

素敵な賞品をプレゼントする「Dila でディライト！“スタンプ集めてハッピーキャン

ペーン”」を実施します。 

また、このキャンペーンに 合わせて“Dila”のお店を紹介 した「Dila Shopping 

Guide」を配布しますので、是非 Dila をご利用ください。 

 

１．実施時期  ２００３年９月１日（月）～９月３０日（火） 

        （応募締切：１０月１日（水）消印有効） 

 ２．対象店舗  首都圏の各Dila（東京・上野・品川・大崎・阿佐ヶ谷・津田沼・海浜 

幕張）にあるキャンペーンポスターまたはキャンペーンステッカーを 

貼っているお店（一部店舗を除く） 

        【キャンペーン対象Dila】 全８１店舗 

・Dila 東京 ９店舗 ・Dila上野 ２８店舗 ・Dila 品川 １８店舗 

・Dila大崎 ７店舗  ・Dila 阿佐ヶ谷 ８店舗 ・Dila 津田沼 ７店舗 

  ・Dila海浜幕張  ４店舗 

  ３．実施内容  ●対象店舗などで「Dila Shoppinng Guide」（綴込み応募はがき付）または専 

用応募はがきをお受け取りください 

【Dila Shoppinng Guide】 

 キャンペーン期間中、Dila の各店舗をマップとともに紹介したハ

ンディータイプのショッピングガイドを配布し、お客さまが駅を

利用されるときなどにご活用いただけます。本冊子中に、キャン

ペーン応募はがきや該当店舗でご利用いただけるサービスクーポ

ン券も綴じ込んでいます。 

●キャンペーン対象店舗でご利用金額３００円ごとに１つスタンプを押印します 

●スタンプが一定数（３個、５個、１０個、２０個）たまったら必要事項をご記入

のうえ切手を貼ってポストに投函してください 

●抽選で総計１６６名様に賞品をプレゼントします 

             （当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます） 

 
 

 



４．賞  品  Dila コース（２０スタンプ）・・・カシオペア浪漫 小樽・函館４日間（５組１０名様） 

           Ａ  コース（１０スタンプ）・・・古牧温泉２日間（１０組２０名様） 

           Ｂ  コース（ ５スタンプ）・・・下記の４つからお選びください 

★三國清三プロデュースレストランにペアでご招待（５組１０名様） 

                   ＜ｸﾞﾗﾝｶﾌｪ 新橋 ﾐｸﾆ (新橋)、東京食堂 Central Mikuni’s (東京)又は 

                  AS cafe MIKUNI (海浜幕張)＞ 

以上３店舗の中からお客さまが１店舗ご選択 

★スペイン料理 GUIN
～

O GUIN
～

O（有楽町）のディナーにペアでご招待 
（３組６名様）  

★ranｋing ranQueen の「今の旬」詰め合わせセット（１０名様） 

★本場直送・手打ち風生づくり さぬきうどん（１０名様） 

       Ｃ  コース（３スタンプ）・・・びゅう商品券 ５，０００円分（１００名様） 
総計１６６名様 

 
 ５．その他 

    ９月１日より、今回のキャンペーンに合わせて、ＪＲ東日本グループの駅ビルポータルサイト 

   「駅パラ」上で各 Dila のお店が登場し、営業時間やサービス内容などが検索できるようになる

予定です。 

アドレス：http://www.ekipara.com 
 

 

                             

´

http://www.ekipara.com


キャンペーン対象店舗一覧

Ｄｉｌａ名 位置 店舗名称 取り扱い商品・営業内容 営業者名

春夏秋冬ディラ上野店 弁当、寿司、おにぎり 東日本キヨスク㈱

ブックガーデンディラ上野店 書籍 東日本キヨスク㈱

タイラックディラ上野店 ネックウェア、ファッション小物 東日本キヨスク㈱

ミニプラディラ上野店 コスメ、雑貨、菓子 東日本キヨスク㈱

ＣＤガーデンディラ上野店 ＣＤ 東日本キヨスク㈱

NEWDAYS上野浅草口店 雑貨（コンビニエンスストア） 東日本キヨスク㈱

無印良品ｃｏｍKIOSKディラ上野店 コスメ、文具、日曜雑貨 東日本キヨスク㈱

Ｈ＆Ｂガーデンディラ上野店 薬、コスメ、サプリメント 東日本キヨスク㈱

ユニクロキヨスクディラ上野店 カジュアルウェア 東日本キヨスク㈱

リミックスオリジンディラ上野店 ＦＵＮグッズ 東日本キヨスク㈱

ザ・スタディルームディラ上野店 教育雑貨 東日本キヨスク㈱

ＱＢハウスディラ上野店 ヘアカット 東日本キヨスク㈱

あじさい茶屋上野 そば、うどん ㈱日本レストランエンタプライズ

サンディーヌエクスプレス上野店 フードコート（カレー、丼、麺類など） ㈱日本レストランエンタプライズ

あ文字屋 弁当、おにぎり、サンドイッチ ㈱日本レストランエンタプライズ

タイム上野店 カレーショップ ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ベックスコーヒーショップ上野ディラ店 コーヒー、手作りサンド ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

うず潮上野店 回転寿司 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ブラボー上野店 イタリアンレストラン ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

カフェ・デンマルク上野店 ベーカリーカフェ 東日本キヨスク㈱

NEWDAYS上野新浅草口店 雑貨（コンビニエンスストア） 東日本キヨスク㈱

アイリッシュパブスタシェ－ン上野店 アイルランド風パブ ㈱日本レストランエンタプライズ

かよい路上野店 和食居酒屋 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

スープストックトーキョー上野店 スープ 東日本キヨスク㈱

NEWDAYS上野中央口店 雑貨（コンビニエンスストア） 東日本キヨスク㈱

喜多そば上野駅２号店 そば、うどん、おにぎり ㈱ジェイアール東京企画開発　　　　

いろり庵 そば、居酒屋 ㈱日本レストランエンタプライズ

ブラボー上野中央口店 イタリアンレストラン ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

小計 28

あずみ野ディラ品川店 そば、うどん 東日本キヨスク㈱

Ｆｅｒｒｏ　Ｖｉｅディラ品川店 ベーカリーカフェ 東日本キヨスク㈱

NEWDAYSmini品川13号店 雑貨（コンビニエンスストア） 東日本キヨスク㈱

薩摩屋敷ディラ品川店 居酒屋 東日本キヨスク㈱

ブックガーデンディラ品川店 書籍 東日本キヨスク㈱

ＣＤガーデンディラ品川店 ＣＤ 東日本キヨスク㈱

Ｈ＆Ｂガーデンディラ品川店 薬、コスメ、サプリメント 東日本キヨスク㈱

タイラックディラ品川店 ネックウェア、ファッション小物 東日本キヨスク㈱

弁当コーナーディラ品川店 弁当 東日本キヨスク㈱

あじさい品川 そば、うどん ㈱日本レストランエンタプライズ

あじさい品川弁当売店 弁当 ㈱日本レストランエンタプライズ

サンディーヌエクスプレス品川店 フードコート（カレー、丼、麺類など） ㈱日本レストランエンタプライズ

オレンジアベニュー品川店 弁当 ㈱日本レストランエンタプライズ

うず潮品川店 回転寿司 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

タイム品川店 カレーショップ ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

多謝 らーめん、中華料理 東京ｱｰﾙﾋﾞｰ商事㈱

品川ダイナー アジアンカフェ 東京ｱｰﾙﾋﾞｰ商事㈱

改札内（東京方） ベックスコーヒーショップ品川店 コーヒー、手作りサンド ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

小計 18

グットタイムスベーカリー ベーカリー、菓子 ㈱日本レストランエンタプライズ

チャイナエクスプレス 弁当（中華） ㈱日本レストランエンタプライズ

グッドタイムスチャイナグリル 中華料理 ㈱日本レストランエンタプライズ

うず潮東京本店 回転寿司 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ブラボー東京店 イタリアンレストラン ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ミニプラ　ディラ東京店 雑貨、コスメ、菓子 東日本キヨスク㈱

ブックガーデン　ディラ東京店 書籍 東日本キヨスク㈱

東京カフェグラン アジアンカフェ ㈱鉄道会館　　　　　　　　　　　

東京カフェビス スタンドカフェ、バー ㈱鉄道会館　　　　　　　　　　　

小計 9

あずみ海浜幕張店 そば 京葉企画開発㈱

ブラボー海浜幕張店 イタリアンレストラン 京葉企画開発㈱

ベッカーズ海浜幕張店 ハンバーガー 京葉企画開発㈱

吉野家海浜幕張店 牛丼 京葉企画開発㈱

小計 4

改札外（北口改札付近） サラダバッグベジテリア大崎店 サラダ、ジュース 東日本キヨスク㈱

NEWDAYS大崎店 雑貨（コンビニエンスストア） 東日本キヨスク㈱

スープストックトーキョー大崎店 スープ 東日本キヨスク㈱

リトルマーメイド大崎店 ベーカリー 東日本キヨスク㈱

時間工房ディラ大崎店 ヘアカット、マッサージ、ＤＰＥ、靴修理 東日本キヨスク㈱

あずみ大崎店 そば ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ベックスコーヒーショップ大崎店 コーヒー、手作りサンド ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

小計 7

クレームパフ津田沼店 シュークリーム 東日本キヨスク㈱

らぽっぽディラ津田沼店 さつまいも菓子 東日本キヨスク㈱

あじさい茶屋津田沼中央店 そば、うどん ㈱日本レストランエンタプライズ

かよひ路津田沼店 和食居酒屋 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

ベッカーズ津田沼店 ハンバーガー ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

うず潮津田沼店 回転寿司 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞビジネス㈱

改札外 サンピエロｂｙドミニクドゥーセ津田沼店 ベーカリー ㈱日本レストランエンタプライズ

小計 7

改札内外 くくるディラ阿佐ヶ谷店 たこ焼き 東日本キヨスク㈱

らーめん粋家阿佐ヶ谷店 らーめん ㈱日本レストランエンタプライズ

スターバックスコーヒー阿佐ヶ谷駅前店 コーヒー ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

エディーズ・ブレッド ベーカリー ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

パスタフローラ阿佐ヶ谷駅前店 パスタ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

できたて惣菜　くいしん坊万才！ 惣菜 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

NEWDAYS阿佐ヶ谷店 雑貨（コンビニエンスストア） ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

炭火串焼　庖坊主　阿佐ヶ谷店 串焼き居酒屋 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発（テナント営業）

小計 8

計 81

Ｄｉｌａ津田沼
改札内

Ｄｉｌａ阿佐ヶ谷 改札外

Ｄｉｌａ海浜幕張
改札外

Ｄｉｌａ大崎 改札内
（南北連絡通路沿い）

Ｄｉｌａ品川
改札内（横浜方）

Ｄｉｌａ東京

改札内ダイニングコート
（新幹線中央乗換口付近）

改札内メディアコート
（新幹線南乗換口付近）

Ｄｉｌａ上野

３階改札内
（入谷口改札付近）

３階改札外
（入谷口改札付近）

１階改札外
（中央改札付近）

１階改札内
（中央改札付近）


