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JR 東⽇本グループの「プレミアムフライデー」 
仕事帰りに⽴ち寄りやすい駅ビル・エキナカで開催！ 

 

 
JR 東⽇本グループでは、「プレミアムフライデー」の趣旨に賛同し、8 ⽉ 25 ⽇（⾦）のプレミアムフライデーに
合わせて以下のような取組みを実施します。 

● 東⽇本エリアの魅⼒を発信！「プレミアムマルシェ」 

● ⾃動販売機や JRE POINT などがオトクに！「プレミアムキャンペーン」 

● 仕事帰りにプレミアムな商品をお買い物！「『プレミアムな商品』の販売」 
 
 

１．８ヶ所同時開催！各地の“ちょっといいもの”を集めた「プレミアムマルシェ」 

東京駅・上野駅・品川駅・新宿駅・⼤宮駅・⾼崎駅・仙台駅の７
駅８ヶ所にて、東⽇本エリアを中⼼とする各地の“ちょっといいもの”を
集めた「プレミアムマルシェ」を開催します。（別紙１） 

マルシェでのお買い物を通じて、まるで東⽇本各地を旅しているよ
うな気分をお客さまに感じていただきます。 

 

２．JRE POINT や⾃動販売機などがオトクになる「プレミアムキャンペーン」の開催 
 （１）JRE POINT プレミアムポイントキャンペーン 
    8 ⽉ 25 ⽇（⾦）〜8 ⽉ 27 ⽇（⽇）の期間中に、WEB からエントリーの

上、JRE POINT 加盟店（駅ビル・エキナカ）で、合計 5,400 円（税込）以
上お買上げの⽅に、もれなく、JRE POINT500 ポイント（500 円相当）をプ
レゼントします。 

  ※ 期間中の複数店舗の合算可。 
※ ポイント対象外商品及び 1 回のお買上げ⾦額がポイント対象⾦額に満たない場合は合計⾦額には 

含まれません。 
      ※ 付与されるポイントの有効期限は 2017 年 10 ⽉ 31 ⽇（⽕）となります。 

（詳細は、8 ⽉ 15 ⽇に公開される「JRE POINT」サイト内のキャンペーンページでご確認ください。） 
 
 
 
 

2017 年 2 ⽉開催の様⼦ 



（２）イノベーション⾃動販売機プレミアムフライデーキャンペーン (株式会社 JR 東⽇本ウォータービジネス) 
    8 ⽉ 25 ⽇（⾦）〜8 ⽉ 27 ⽇（⽇）の

期間中に、 「acure pass」アプリをご利⽤の
お客さまに限り、お得な価格にてお買い求めい
ただけるセット商品をご⽤意します。 

    「acure pass」アプリをダウンロードの上ご購
⼊いただき、イノベーション⾃動販売機にてお
受け取りください。 

    「acure pass」について詳しくはこちら 
    https://www.acurepass.co.jp/ 
 

（３）＜ＪＲ東⽇本発⾜ 30 周年記念＞ 
「プレミアムフライデー＆レイトサマーはビューカードで！」キャンペーン（株式会社ビューカード） 

    8 ⽉ 25 ⽇（⾦）〜９⽉ 18 ⽇（⽉・祝）の期間中に、JR 東⽇本グルー
プの主な駅ビル・エキナカ等の商業施設及びホテルでビューカードをご利⽤いただ
くと、抽選で旅⾏商品等があたるキャンペーンを実施します。 

・期  間：2017 年 8 ⽉ 25 ⽇（⾦）〜9 ⽉ 18 ⽇（⽉・祝） 
・内  容：WEB からキャンペーンにエントリーの上、期間中にＪＲ東⽇本グループの主なエキナ

カ・駅ビル等の商業施設及びホテルでビューカードをご利⽤いただくと、ご利⽤⾦額合
計 10,000 円（税込）を⼀⼝として、抽選で合計 90 名様に賞品をプレゼント。 

＜以下のいずれかに該当する場合は抽選⼝数最⼤ 5 倍＞ 
・プレミアムフライデー初⽇から 3 ⽇間（8 ⽉ 25 ⽇〜8 ⽉ 27 ⽇）の決済 
・ビューゴールドプラスカードでの決済 

          ※ ⼀部、対象外のカード、施設、店舗がございます。 
※ エントリーは 8 ⽉ 24 ⽇（⽊）より受け付け開始予定です。 

             （詳細は 8 ⽉ 16 ⽇（⽔）に公開される「ビューカード」サイト内のキャンペーンページでご確認ください。） 

 
 
３．JR 東⽇本グループが運営する商業施設で「プレミアムな商品」を販売    

JR 東⽇本グループが運営する駅ビル・エキナカの商業施設にて、
プレミアムフライデーに合わせた、⽉末⾦曜⽇を豊かに過ごすのに
ぴったりの商品を販売します。（別紙２） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

セット商品 ※イメージ 

イノベーション⾃動販売機と「acure pass」アプリ 



別紙１ 

「プレミアムマルシェ」開催について 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は全てイメージです 

東京駅「プレミアムマルシェ with 信州」 

場所：東京駅丸の内地下南⼝改札外 動輪の広場
運営：株式会社鉄道会館 
営業時間：8 ⽉ 25 ⽇(⾦)〜27 ⽇(⽇)10：00〜20：00

東京駅「信州マルシェ」 

信州デスティネーションキャンペーンに合わせ、信州
の旬の採れたて野菜やフルーツ、名産品・特産品を豊
富に取り揃えたマルシェです。 
場所：東京駅多⽬的スペース 

（エキュート東京⼋重洲側エントランス脇） 
運営：株式会社ＪＲ東⽇本ステーションリテイリング 
営業時間：8 ⽉ 24 ⽇(⽊)〜26 ⽇(⼟) 9:00〜21:00 
            27 ⽇(⽇)  9:00〜20:00 

⼤宮駅「群⾺・栃⽊産直市」 

雄⼤な⾃然や新鮮な野菜など魅⼒がいっぱいの群⾺・栃
⽊。野菜・特産品の販売やイベントを実施し、まるで群
⾺・栃⽊にいるかのような「空間」を演出します。 

場所：⼤宮駅⻄⼝イベントスペース  
運営：株式会社ＪＲ東⽇本リテールネット 
営業時間：8 ⽉ 25 ⽇(⾦)  13：00〜21：00 
        26 ⽇(⼟)  10：00〜20：00 

    27 ⽇(⽇)  10：00〜18：00

新宿駅「ココルミネマルシェ meets 信州」 

旬の野菜や果物、加⼯品などの美味しいものが並ぶ、緑
あふれるマルシェを中⼼に、信州の魅⼒をお届けしま
す。⽇本の地域の魅⼒を発信するプロジェクト、“ココ
ルミネ”がプロデュースします。 
場所：新宿駅 新南改札外 
運営：株式会社ルミネ 
営業時間：8 ⽉ 25 ⽇(⾦)        12:00〜19:00 
        26 ⽇(⼟)、27 ⽇(⽇)   10:00〜16:00 

⾷に対する美味しさ・安⼼・安全を追求する「伊⾖・村
の駅」が、地域の伝統的な⾷材と料理を提供するととも
に、失われつつある伝統・歴史を伝えるマルシェを展開
します。 

場所：品川駅中央改札内イベントスペース 
運営：株式会社ＪＲ東⽇本ステーションリテイリング
営業時間：8 ⽉ 24 ⽇(⽊) 11：00〜20：00 
        25 ⽇(⾦)  11：00〜20：00 
        26 ⽇(⼟)  11：00〜18：00

品川駅「伊⾖・村の駅」 

上野駅「やまなし産直市」 

⼭梨のぶどう（シャインマ
スカット、巨峰など）や⼋
ヶ岳⼭麓で栽培された新
鮮な野菜、⼤⼈気の「桔梗
信⽞餅」の他、⼭梨で⼈気
の洋菓⼦や和菓⼦、ワイ
ン、お⼟産など、⼭梨の魅
⼒たっぷりの商品を販売
します。 

場所：上野駅中央改札外コンコース 
運営：株式会社ジェイアール東⽇本商事 
営業時間：8 ⽉ 24 ⽇(⽊)  11：00〜20：00 
        25 ⽇(⾦)  11：00〜20：30 

    26 ⽇(⼟)   11：00〜17：00

信州産の⾷材を使⽤したお酢や南相⽊村特産の野菜等
を販売いたします。お酢は試飲も可能ですので、ぜひ信
州の⾃然の豊かさを味わってください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台駅「北海道・⻘森フェア」 

 

北海道新幹線で結ばれて、より近くなった⻘森県と北
海道の各地から、スイーツや⽔産加⼯品、⼯芸品など
の商品を取り揃えて販売いたします。 
場所：仙台駅 2 階中央改札前コンコース
運営：株式会社 JR 東⽇本リテールネット 
営業時間：8 ⽉ 21 ⽇(⽉)〜23 ⽇(⽔)10：00〜20：00

24 ⽇(⽊)〜26 ⽇(⼟)10：00〜21：00
27 ⽇(⽇)〜30 ⽇(⽔)10：00〜20：00
31 ⽇(⽊)       10：00〜19：00

⾼崎駅「タカサキエキビレッジ」 

スイーツや特産品など群⾺県の魅⼒あふれる商品をギ
ュっと集めた贅沢なマルシェです。今回は「夏バテ気味
のアナタへ」をテーマに開催します。 

場所：⾼崎駅東⼝びゅうプラザ横  
運営：⾼崎ターミナルビル株式会社 
営業時間：8 ⽉ 25 ⽇(⾦)   11：00〜18：00 
        26 ⽇(⼟)   11：00〜18：00 



別紙２ 

「プレミアムな商品」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京駅 

東京駅 エキュート東京
ル ビエ〜プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ〜

「ガトー・マンゴー」※エキュート東京限定
1 カット 940 円（税込）

 
宮崎マンゴーとアップルマンゴーを使⽤したショートケーキ。
みずみずしい果⾁と⽢さ控えめのクリームが⾃慢の限定品。

品川駅 

品川駅 エキュート品川
煙事 銀座

「燻製ハンバーグ」 
1,350 円（税込） 

※ 20 ⾷限定、8 ⽉ 25 ⽇（⾦）のみ販売 
銀座のレストランのランチで⼤⼈気の A５ランク仙台⽜を 100％使⽤
した「燻製ハンバーグ」をご家庭でもお楽しみいただけます。 

品川駅

品川駅 エキュート品川
銀座若菜

「プレミアム チーズの味噌漬 ースモークー」
  ※エキュート品川限定     1,188 円（税込）

 
特製味噌床に北海道産クリームチーズを漬け込み、さらに桜のチップで
燻しました。⼤⼈の味わいの逸品です。 

品川駅 エキュート品川・⽇暮⾥駅 エキュート⽇暮⾥
⼩⻨と酵⺟ 満

「シトラス＆ジンジャーシュトーレン」 
1,000 円（税込）

 
※エキュート品川では 10 個限定販売 
紅茶リキュール漬けのドライフルーツや⽣姜を、たっぷりのバターで仕上
げた、夏のさっぱりシュトーレンです。 

⽇暮⾥駅

⽇暮⾥駅 エキュート⽇暮⾥
深川伊勢屋

「あんずもち」
※エキュート⽇暮⾥限定    190 円（税込） 

 
信州産のあんずを相性の良い⽩あんと合わせました。⾃慢の
味をお楽しみください。 

※写真は全てイメージです 

東京駅

東京駅 グランスタ
駅弁屋 祭 グランスタ店

「プレミアムフライデー特製おつまみ弁当」
1,300 円（税込）

 
15 マスに⼩鯛の⼀⼝ちらし寿し、グリ茶の⽺羹などを詰めまし
た。プレミアムフライデー限定のちょっと贅沢な特製おつまみ
駅弁です。 

品川駅 
⽇暮⾥駅 


