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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
　		※２０１４年１０月アトレヴィ三鷹に統合

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

流通・サービス事業

■エキナカ事業の推進

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。

東京、御茶ノ水、飯田橋、日暮里、川崎など

（２０１7年3月3１日現在）

ecute大宮

（２０１7年3月3１日現在）

名称 店舗数 開業日 備考

Dila上野 ４ 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 １7 ２００１.	１２.		１ スイーツ、喫茶、リラクゼーションなど

Dila大崎 7 ２００２.	１２.	１ コンビニ、そば、喫茶など

Dila阿佐ケ谷 １１ ２０１１.	１２.	１3 コンビニ、スイーツ、喫茶、ベーカリー、惣菜など

Dila蘇我 8 ２００４.		 8.２9 コンビニ、ハンバーガー、雑貨など

Dila西船橋 ２8 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 １6 ２００５.	１１.		１ コンビニ、スイーツ、そば、喫茶、雑貨、土産など

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（73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（４8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（7０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（１５ショップ）

ecute東京 約73０m２ ２０１０.3.２8 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食など（２8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（7１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（37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（４7ショップ）

maach	ecute神田万世橋 約２,０００m２ ２０１3.9.１４ 惣菜、和洋菓子、雑貨、飲食など（１１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。

（２０１7年3月3１日現在）

（２０１7年3月3１日現在）

業種 店舗名 店舗数 運営会社 店舗概要

小売

KIOSK（New	Days	KIOSK） 3２9

（株）JR東日本リテールネット

駅でおなじみの売店

New	Days ４9４ 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 ２１ 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） 7０ 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

ベックスコーヒーショップ 8４

ジェイアール東日本フードビジネス（株）

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 １５ 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

ハニーズバー ４４ 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 ５9 6 １２ 77

新宿 3０ ５ １7 ５２

上野 3５ １４ １２ 6１

大宮 ４２ １２ 9 63

仙台 6０ ２6 １５ １０１

※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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自販機 １０,０6０ １０,１8０ １０,２２０
再掲

次世代自販機 ５００ ５００ ４００

（２０１7年3月3１日現在）

店舗名 会社 店舗数 開業日 店舗概要

プレミィ・コロミィ ㈱JR東日本リテールネット ２１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

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

駅弁屋　祭 ２店舗
（東京、仙台） ２０１２.	8 全国各地の名物駅弁など約１7０種類以上を取り揃え、

全国の味が楽しめる駅弁売店
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

（２０１7年3月3１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

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

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

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

EKI	na	CAFE ㈱JR東日本
リテールネット ２０１４.１０ アラビカ豆１００％使用の本格炭火焙煎コーヒーと“手軽に、ちょっとご褒美

”
をコ

ンセプトに開発したスイーツ

○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。

（２０１7年3月3１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

１3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
（駒込、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
野菜を食べるカレー
camp	express

㈱日本レストランエンタプライズ、
㈱バックパッカーズ

２０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

ブランジェ浅野屋 ジェイアール東日本フードビジネス㈱、
㈱浅野屋

3店舗
（池袋、東京など） ２０１１.	3 創業１933年｢美味しいパンのある生活｣をテーマとした軽井沢に

本店を構える老舗ベーカリー店
TOKYO	豚	BASE
MADE	by	博多一風堂

㈱日本レストランエンタプライズ、
㈱力の源カンパニー

５店舗
（池袋、品川など） ２０１１.	４ ｢どんな人でもどれか好き。いろいろ選べるとんこつラーメンバラエ

ティ。｣をコンセプトとした｢博多一風堂」プロデュースのラーメン店

東京じゃんがら ㈱日本レストランエンタプライズ、
㈱春秋社

４店舗
（上野、秋葉原など） 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

●グループ外企業のノウハウの活用
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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

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

次世代自販機 ０ ５０ 3４０ ５００ ５００
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　広告業は、多くのお客さまに利用されている駅構内や列車
を広告スペースとして活用することで、JR東日本単体の生活
サービス事業における全収入の約2割の収入を得ています。既
存の広告媒体の販売促進だけでなく、トレインチャンネル、

J・ADビジョンといったデジタルサイネージの積極的な導入
など新しい広告商品の開発にも取り組んでいきます。
　また今後は、エキナカ開発の計画段階からグランドデザイ
ンに組み込むなど、広告媒体価値の最大化に取り組みます。

（単位	：　百万円）

※出典	：　（株）チャネル発行｢企業と広告｣
※売上高は各社の事業年度による

売
上
高

JR広告料金（株）ジェイアール東日本企画売上高

（年度）

（百万円）
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32,43532,94433,83331,913 32,156

109,026
105,277102,05599,362

113,313

売上高 前年比

電通 １,6００,１96 １０２.6%

博報堂 699,73０ １０２.０%

アサツーディ・ケイ 3１４,389 １０２.５%

大広 １２４,3４7 １０４.3%

ジェイアール東日本企画 １１3,3１3 １０3.9%

東急エージェンシー １０3,００２ １０４.０%

読売広告社 7１,7５４ 98.１%

デルフィス 6４,9５５ 9５.3%

朝日広告社 ４０,２9５ 99.7%

■広告業

　㈱ジェイアール東日本企画は、JR東日本の広範な鉄道網を
中心とした交通広告に強みをもち、総合広告会社としては第5
位の売上高をあげています。

● ２０１6年度大手広告会社売上高

●㈱ジェイアール東日本企画売上高と
　JR広告料金の推移

トレインチャンネル
（京浜東北線）

J・ADビジョン
（品川駅）

61駅　483面（内　首都圏 21駅　347面）

２０１6年１４月 仙台駅にJ・ADビジョン　8面設置

２０１6年１０月 佐貫駅にJ・ADビジョン　１面設置

２０１6年１０月 牛久駅にJ・ADビジョン　１面設置

２０１6年１０月 勝田駅にJ・ADビジョン　１面設置

２０１6年１１月 千葉駅にJ・ADビジョン　7面設置

２０１7年１２月 東京駅にJ・ADビジョン　４面設置

●新規広告媒体の開発
○トレインチャンネル

○ J・ADビジョン、J-Spot ビジョン

9線区　約２7,０００	面

２００２年１４月 山手線に新型車両（E２3１系）登場、放映開始

２００6年１２月 中央線快速に新型車両（Ｅ２33系）登場、放映開始

２００7年１２月 京浜東北線･根岸線に新型車両（Ｅ２33系）登場、放映開始

２００9年１０月 成田エクスプレスに新型車両（Ｅ２５9系）登場、放映開始

２０１０年１7月 京葉線に新型車両（Ｅ２33系）登場、放映開始

２０１3年１6月 埼京線･川越線に新型車両（Ｅ２33系）登場、放映開始

２０１４年１２月 横浜線に新型車両（Ｅ２33系）登場･放映開始

２０１４年１０月 南武線に新型車両（Ｅ２33系）登場･放映開始

２０１５年１２月 常磐線各駅停車（Ｅ２33系）放映開始

２０１５年１１月 山手線に新型車両（Ｅ２3５系･量産型先行車）登場、放映開始

（２０１7年3月3１日現在）

名称 所在地 最寄駅 開発面積 事業規模 販売時期

パストラルびゅう桂台 山梨県大月市 中央本線	猿橋 約	73ha 99４区画 １997.１０〜

びゅうフォレスト喜連川 栃木県さくら市 宇都宮線	氏家 約	39ha ５3２区画 １999.１０〜

●主な宅地・戸建住宅分譲

■住宅分譲事業
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　J・ADビジョンは縦型のデジタルサイネージで、駅コンコースや
通路等の流動スペースに、原則複数面を設置しています。 　 　
　J-Spotビジョンは横型のデジタルサイネージで、待合室や改札周
辺等の滞留スペースに設置しています。

J–Spotビジョン
（名取駅）
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　沿線住民の健康的な都市生活の応援のために、「JEXER」（ジェクサー）を統一ブランドとするスポーツクラブ事業、「Relaxe」（リ
ラクゼ）ブランドのリラクゼーションサービス事業などを展開しています。

クラブ名 最寄駅 施設面積 開業日 トレーニ
ングジム

スタ
ジオ プール スパ ゴルフ

レンジ その他

ジェクサー・
フィットネスクラブ四谷

四ツ谷駅 １,２93.8５m２ １979年	7月	9日 ◯ １面 ２５m×6コース、ジャグジー、サウナ
ドライ
サウナ

× 整体マッサージ

ジェクサー・
フィットネス＆スパ戸田公園

戸田公園駅 3,４86m２ １99０年１２月　５日 ◯ 3面
２５m×6コース、１５m×４コース、ジャ
グジー

サウナ等
温浴施設

× テニスコート２面

ジェクサー・
フィットネスクラブ大井町

大井町駅 3,４9２.１9m２ １993年		3月１１日 ◯ ２面
２５m×５コース、ダイビングプール、
ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

× エステ

ジェクサー・
フィットネスクラブ大宮

大宮駅 ４,737.63m２ ２００3年	3月	１０日 ◯ 3面
２５m×6コース、２０m×４コース、マッサージ
プール、野外ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

２打席 アリーナ、エステ

ジェクサー・フィットネス
クラブ赤羽

赤羽駅 		４,7２3.3m２ ２００５年	7月	１１日 ◯ 3面
２５m×５コース、２０m×４コース、マッサージ
プール、野外ジャグジー、スチームサウナ

サウナ等
温浴施設

４打席
スカッシュコート
２面、エステ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ上野

上野駅 	５,５6４m２ ２００6年	7月	１9日 ◯ 3面
２５m×５コース、ウォーキング＆マッ
サージプール、ジャグジー

サウナ等
温浴施設

４打席 エステ

ジェクサー・フィットネス
クラブメトロポリタン池袋

池袋駅 １,１78.9m２ ２００8年	４月	１日 ◯ １面 １8m×２コース、ジャグジー
スチーム
サウナ

×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraグランデュオ蒲田店

蒲田駅 ２8５.63m２ ２００8年	４月	１6日 × １面 × × ×

ジェクサー・フィットネス
ガーデンsopraリリア川口店

川口駅 76２m２ ２００8年１２月	１日 ◯ １面 × サウナ ×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraセレオ武蔵小金井店

武蔵
小金井駅

3４9,33m２ ２００9年	9月	１7日 × １面 × × ×

ジェクサー・フィットネス
クラブ東神奈川

東神奈川駅 3,１０２.66m２ ２００9年１０月２０日 ◯ ２面 ２５m×7コース、ジャグジー
サウナ等
温浴施設

× エステ

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraビーンズ西川口店

西川口駅 3４3.４7m２ ２０１０年	４月１6日 × １面 × × ×

ジェクサー・リフレッシュ
スタジオsopraアトレ秋葉原1店

秋葉原駅 6０6.79m２ ２０１０年１１月１9日 × １面 × × 6打席
リラクゼーション
施設併設

ジェクサー・フィットネス
＆スパ亀戸

亀戸駅 ２,４88.５５m２ ２０１１年１１月１6日 ◯ ２面 ２５m×４コース、マッサージプール
サウナ等
温浴施設

7打席 エステ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ新宿

新宿駅 ４,４7２.２6m２ ２０１２年	7月１3日 ◯ ４面 ２５m×５コース、マッサージプール
サウナ等
温浴施設

× エステ

Fitness	Lounge
THE	JEXER	TOKYO

東京駅 ５４２.１7m２ ２０１２年１０月	3日 ◯ × × サウナ等
温浴施設

× エステ施設併設

ジェクサー・フィットネス
＆スパ大塚

大塚駅 ２,6５２.9２m２ ２０１3年	9月１２日 ◯ ２面 × サウナ等
温浴施設

５打席
エステ、
マグマヨガ

ジェクサー・フィットネス
＆スパ新川崎

新川崎駅
鹿島田駅

４,０97.０3m２ ２０１５年	４月１6日 ◯ ２面 ２５m×7コース、採暖室
サウナ等
温浴施設

×
エステ、
マグマヨガ

Fitness	Lounge
THE	JEXER	TOKYO	Annex

東京駅 ５83m２ ２０１５年１２月１４日 ◯ × × × × ミニバー

ジェクサー・フィットネスガーデン
sopraモザイクモール港北店

センター北
駅

66４m２ ２０１6年	6月	１日 ◯ １面 × × ×

（２０１7年3月3１日現在）

●スポーツ・健康事業

■スポーツ・レジャー事業

●ジェクサー・フィットネスクラブ主要施設概要

ジェクサー・フィットネスクラブ
四谷、戸田公園、大井町、大宮、赤羽、上野、池袋、東神奈川、亀戸、新宿、大塚、新川崎
Fitness	Lounge
THE JEXER TOKYO　THE JEXER TOKYO Annex
ジェクサー・リフレッシュスタジオ/フィットネスガーデンsopra
蒲田、武蔵小金井、西川口、秋葉原、川口、港北
ジェクサー・ライトジム
保土ヶ谷、新宿
ジェクサー・フットサルクラブ
大井町、立川、大宮、相模原、蒲田、八王子

ジェクサー・テニススクール
戸田公園、大宮、大井町
ジェクサー・ゴルフカレッジ
秋葉原、亀戸、錦糸町、上野、赤羽、大塚
ジェクサー・プラチナジム
南浦和、武蔵境、赤羽、国立
ジェクサー・フィットネスガーデン
赤羽

JEXER

Relaxe
リラクゼーションスポット・リラクゼ
錦糸町、東京、西船橋、北千住、稲毛、三鷹、大宮、国分寺、川崎、津田沼、駒込、大船、秋葉原、上野（2店舗）、御徒町、大井町、
西国分寺、目白、鶴見、大塚、東小金井、武蔵浦和、町田
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　リゾート事業の第1号として、1990年12月に「GALA湯沢ス
キー場」と、これに直結する「ガーラ湯沢駅」（東京駅から約80
分）が開業。上越新幹線を降りてすぐゲレンデに直行できるス
キー場です。雪遊びからエキスパートモデルまでレンタル用
具も充実し、併設のスパ施設「SPAガーラの湯」とともに、毎

（２０１7年3月3１日現在）

●GALA湯沢スキー場

○ GALA湯沢スキー場施設概要

リラクゼ錦糸町 リラクゼ東京 リラクゼ西船橋 リラクゼ北千住 リラクゼ稲毛 リラクゼ三鷹 リラクゼ大宮

場　所 テルミナ	４階 PCP丸の内ビル
グランアージュ	地下１階 ディラ西船橋	3階 ルミネ北千住	7階 ペリエ稲毛	

コムスクエア ディラ三鷹	４階 ルミネ大宮　１　　3階

床面積 99.66㎡ 98.０㎡ 99.86㎡ 6４.63㎡ 69.3㎡ 78.8㎡ 87.０㎡

開業日 ２００２年４月４日 ２００3年１０月１４日 ２００５年１月１５日 ２００6年４月２7日 ２００7年４月3日 ２００7年１２月１6日 ２００8年9月１２日

（２０１7年3月3１日現在）
●リラクゼ主要施設概要

リラクゼ国分寺 リラクゼ川崎 リラクゼ津田沼 リラクゼ駒込 リラクゼ大船 リラクゼ秋葉原 リラクゼ上野
（リフレッシュアトリエ）

場　所 セレオ国分寺	４階 アトレ川崎	２階 ホテルメッツ津田沼	
3階

ホテルメッツ駒込
	１階 ルミネ大船	４階 アトレ秋葉原	１　５階 エキュート上野

床面積 9０.４㎡ 8５.１㎡ 9４.２㎡ 8０.9４㎡ 86.１５㎡ １４7.9㎡ １０５.５3㎡

開業日 ２００8年9月２５日 ２００8年１１月１４日 ２００8年１２月１０日 ２００9年9月１１日 ２０１０年3月５日 ２０１０年１１月１9日 ２０１１年3月3１日

リラクゼ御徒町 リラクゼ大井町 リラクゼメイト
西国分寺 リラクゼ目白 リラクゼ鶴見 リラクゼ大塚 リラクゼ東小金井

場　所 JR御徒町駅構内 アトレ大井町	6階 nonowa西国分寺 ＪＲ目白駅構内 シァル鶴見	４階 アトレヴィ大塚	４階 nonowa東小金井

床面積 7４㎡ 8５.４8㎡ １9.93㎡ １7１.２㎡ 93.79㎡ 8４.3㎡ ４6.3５㎡

開業日 ２０１１年４月１１日 ２０１１年7月１日 ２０１１年１０月１１日 ２０１１年１２月２6日 ２０１２年１１月１日 ２０１3年9月１２日 ２０１４年１月２7日

年、春先まで多くのお客さまでにぎわっています。　
　また、近年では、外国人旅行者の増加に伴い、東京から日
帰りで行くことのできる雪遊び施設として外国人のお客さま
にも多く利用されています。

・面　　　　積：２9２ヘクタール	
・コ ー ス 数：１6コース（下山コース含む）	
・リ フ ト 数：１１基	
・総滑走距離：１3,５００m	
・最長滑走距離：２,５００m	
・施 設 等：スキーセンター１棟、レストハウス２棟、温浴施設、駐車場

１988年　　上信越高原リゾート開発株式会社設立

１99０年　　GALA湯沢スキー場営業開始

１999年　　株式会社ガーラ湯沢設立
　　　　上信越高原リゾート開発株式会社解散

２０１０年　　下山コース「ファルコン」新設

２０１１年　　人工スノーマットによるサマーゲレンデの営業開始
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リラクゼ武蔵浦和 リラクゼ町田 リラクゼメイト
インターンテラス上野

場　所 ビーンズキッチン
武蔵浦和 ルミネ町田 ジェクサー・フィッ

トネススパ上野	脇

床面積 ５４.５㎡ ４9.５０㎡ ４9.５０㎡

開業日 ２０１４年１２月１１日 ２０１５年7月１５日 ２０１6年7月１２日

○ GALA湯沢スキー場主要経緯
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⇒JR東日本の指針に基づき、JRE物流がグループ内物流共有システムを活用した物流に関する分
析を行い、取引先や構内営業者、物流者と協働し、①在庫削減　②作業生産性改善　③納品頻度
や配送ルート等配送条件の見直しなどに取り組み、物流コスト全般の削減をめざしています。

　駅構内の店舗や自動販売機をご利用いただいているお客さ
まの視点から、グループSCM（サプライチェーン・マネジメン
ト：供給連鎖を最適化する継続的取組み）体制の構築をめざし
ています。

　具体的には、これまでグループ内外の関係各社と協業し取
り組んできた物流拠点の見直し、在庫圧縮、作業手順や配送
頻度等の諸条件の見直しを徹底し、物流コストのさらなる低
減をめざします。

　関東エリアに散在している飲料物流拠点（13カ所）の統合（在
庫拠点1カ所、配送拠点3カ所程度）や、1台のトラックに飲料
と酒類の混載を進めていくことによって、グループ全体の在
庫量圧縮や配送コストの削減を実現していきます。
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■グループSCMの構築

●これまでの取組み ●グループSCMのイメージ図

２００２年	 １０月	 	市川商品センターに最新式デジタルピッキングシステムを導入
２００２年	 １２月	 	レッツKIOSKとNEWDAYS店舗の物流配送体制を市川商品セ

ンターに集約
２００3年	 3月	 	グループSCMの推進母体として㈱ジェイアール東日本ロジス

ティクスプラットフォーム（以下、JRELP）を設立｡物流実績
データの集約、分析による改善提案・指導を行う

２００４年	 ４月	 	グループの飲料物流を西日暮里飲料センターに集約稼働。従来
の飲料物流の拠点倉庫１3カ所を１カ所へ集約

２００7年	 ２月	 	KIOSKの駅構内配送を担っていた東日本駅配送サービスを㈱
ジェイアール東日本物流（以下、JRE物流）に統合

２００7年	 ４月	 	JRELPをJRE物流に合併しJRELPの機能をJRE物流に統合
２００8年	 １０月	 	関東地区における飲料と酒類の混載配送拡大（代納商社の整

理、オンライン環境の整備）仙台地区における物流体制の見直
しを開始（代納商社の整理、オンライン環境の整備）

２００9年	 ４月	 	東北地区における物流体制の見直しを開始（代納商社の整理、
オンライン環境の整備）

２００9年	 １０月	 	東北キヨスクサービス㈱の駅構内配送等の物流機能を東北鉄道
運輸㈱に統合（仙台、盛岡駅など）

２０１０年	 １０月	 	市川商品センター、西日暮里飲料センターなどの機能を「京葉
流通センター」（JRE物流運営）へ順次統合

２０１０年	 １２月	 東京、品川、上野駅での大規模店舗開発にあわせ、「物流駐車
　　　　　　　場管理マニュアル」を導入し、指定納品代行制度等、物流効率
　　　　　　　化を開始
２０１２年	 １０月	 長野エリアにおける物流体制の見直しを開始（代納商社の整
　　　　　　　理、オンライン環境の整備）
２０１3年	 １２月	 新潟エリアにおける物流体制の見直しを開始（代納商社の整
　　　　　　　理、オンライン環境の整備）
２０１6年	 ４月	 神奈川エリアにおける低温度帯の物流体制を見直し、「京浜
　　　　　　　チルドセンター」（JRE物流運営）を設立
　　　　　　　JRE物流、東北鉄道運輸㈱、ジェイアールバス東北㈱の3社に
　　　　　　　て地域活性化物流LLP（有限責任事業組合）を設立

物流インフラ整備例
グループ会社後方施設の整備例

従業員寝室

従業員更衣室従業員休憩室
物流用駐車場 物流用エレベーター

■物流インフラおよび後方施設の整備

　駅構内物流専用の駐車場や荷捌場、通路、エレベーターお
よび倉庫などを総称して物流インフラといいますが、それら
の整備に関しては、駅をご利用になるお客さまや配送に従事
する作業員の安全確保はもとより、配送業務の効率化や配送
コスト削減、コンプライアンス（特に、改正道路交通法）など
の観点から、当社にとって重要な課題と認識しています。新
規、既存の開発案件を問わず、機会をとらえ、着実に整備を
行っています。

●物流インフラの整備について
　近年、サービス産業全体がホスピタリティ産業に向かってい
る中、そこで働く従業員一人ひとりの満足（従業員満足＝ES＝
Employee Satisfaction）の度合いを向上させることが真の顧客
満足（CS＝Customer Satisfaction）につながる、との考え方に
基づき、ES視点の環境づくりに力を入れています。具体的に
は、休憩室や更衣室などのスペース確保や共用化の推進、後
方施設周辺（通行部分など）の“危険”、“汚い”などの環境改
善を行っています。物流インフラと同様、新規、既存の開発
案件を問わず、機会をとらえ、着実に整備を行っています。

●グループ会社後方施設の整備について
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　2005年より、従来からの映像制作ニーズにお応えするため
に、映画やTVドラマ、CM等の撮影のロケ地として、駅や
鉄道等の施設を提供するロケーションサービスを開始しまし
た。㈱ジェイアール東日本企画が運営会社となり、企画内容
や撮影の方法などについて検討したうえでロケ地の提供を行

い、その対価を得ています。メディア等を通じて、当社の施
設がより多面的・魅力的に紹介されることにより、営業エリ
ア内のイメージアップがはかられ、地域の活性化や旅客増が
期待できると考えています。

商品ジャンル 主な商品

鉄道関連商品 鉄道グッズ、DVD、模型等

地方特産品・お土産 東京土産等、各地の銘菓・名産品

その他 Suica のペンギングッズ

企画名 撮影場所 主な出演者（敬称略） 撮影日

NHK	BSプレミアム
「にっぽん縦断	こころ旅	山梨編」 大月駅〜勝沼ぶどう郷駅、春日井駅〜竜王駅 火野　正平 ２０１6年 ４月１3日･１４日

内閣府「山手線マイナンバーPR報道公開」 東京総合車両センター ALLOVER ２０１6 年 ４月 １５日

山陽放送「全国縦断！新幹線グルメ」 はやぶさ 33 号（東京〜新青森） あばれる君 ２０１6 年 ４月 １8日

NHK	BSプレミアム
「ニッポンぶらり鉄道旅（JR中央線）」

中央線車内（八王子〜新宿）、八王子駅、日野駅、
国立駅、武蔵小金井駅、三鷹駅 内海　啓貴 ２０１6 年 ５月 9日

テレビ東京
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」 やまびこ ２１3 号（上野〜那須塩原）、那須塩原駅 スギちゃん ２０１6 年 6月 ２7日･２8日

NHK	BSプレミアム「新日本風土記（秋葉原駅）」 秋葉原駅 黒瀬　サラ ２０１6 年 8月 9日

アーティスト写真「SHISHAMO」 海芝浦駅 ＳＨＩＳＨＡＭＯ ２０１6 年 8月 ２6日

映画「光」 鶴見駅、鶴見線車内（新芝浦〜海芝浦）、
海芝浦駅 橋本　マナミ ２０１6 年 9月 １日

TWENTY	FIRST	CITY「Apple	Pay	TV-CM」 田町駅 — ２０１6 年 １１月 １3日

週刊ヤングジャンプ １０ 号「表紙＆巻頭グラビア」 根府川駅 ｍｉｗａ、真野　恵里菜 ２０１6 年 １１月 ２7日

NHK	BSプレミアム
「ニッポンぶらり鉄道旅（京浜東北線）」

京浜東北線車内、大井町駅、蒲田駅、
川崎駅、鶴見駅、横浜駅 五十嵐　健人 ２０１6 年 １２ 月 6日

テレビ朝日「最後の同窓会」 神田鍛冶町高架下 片岡　鶴太郎 ２０１6 年 １２ 月 １１日

東北新社「ＧａｌａｘｙＳ７ＴＶＣＭ」 角館駅 山﨑　賢人、飯豊　まりえ ２０１6 年 １２ 月 ２２日

テレビ東京「いい旅・夢気分スペシャル」 熱海駅、伊東線車内（熱海〜伊東） 太川　陽介、蛭子　能収 ２０１7 年 １月 １9日

NHK	BSプレミアム
「ニッポンぶらり鉄道旅（埼京線・川越線）」

埼京線車内（板橋〜大宮）、十条駅、
戸田公園駅、中浦和駅、大宮駅、
川越線車内（大宮〜川越）、川越駅

堀井　新太 ２０１7 年 １月 ２５日

「acure	pass」紹介ムービー＆スチール 大崎駅
森　博章、大石　唯介、
秋山　美帆、筒井　美華子、
原田　ゆう、福島　彩子

２０１7 年 ２月 １１日

フジテレビ「４月期連続ドラマ
『人は見た目が１００パーセント』」 東京駅 桐谷　美玲 ２０１7 年 3月１２日

テレビ東京
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」 北陸新幹線車内（東京〜佐久平） Wエンジン・チャンカワイ ２０１7 年 3月１3日

小学館「Domani	6 月号」 東京駅 小濱　なつき ２０１7 年 3月１５日

■えきねっとショッピング

　「えきねっとショッピング」は、鉄道や旅に関するJR東日
本グループならではの特徴ある商品を取り扱っています。
「Train Shop」など、グループ各社の通販事業との連携を深
め、より魅力あるショッピングサイトを展開しています。　
http://www.eki-net.biz

●概要

■ロケーションサービス

○ロケーションサービス　２０１6 年度の代表的な作品
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（２０１6年度）

雑誌名 発行頻度 発行部数 雑誌内容

オレンジページ 月２回 3２.５万 創刊3１周年を迎えた料理と暮らしの情報誌

オレンジページ	Cooking 季　刊 １7万 より食を楽しみたい料理上級者向け専門誌

おとなの健康 季　刊 ５万 健康寿命をのばすためのおとな世代の健康情報誌

■その他の事業
●㈱オレンジページの主な刊行物一覧

　JR東日本グループでは、個人のお客さま向けに旅行傷害保
険（海外旅行保険、国内旅行保険など）を、企業向けに工事保
険などを取り扱っています。
　また、グループ各社の社員とその家族向けには一般で加入
するより割安な保険料で加入できる自動車保険、火災保険、
傷害保険などを扱っており、グループ企業向けには各社で

個々に契約していた火災保険、賠償責任保険、個人情報漏え
い保険をひとまとめにして加入することで保険事務の効率化
と保険料の低廉化をはかっています。
　保険代理業を通じて、企業の経営上のリスクや個人の生活
設計を考慮した的確な契約のアドバイスを行うことで、お客
さまや社員、家族の「安心」をサポートしています。

●損害保険代理業

商品化許諾している商品一例

　当社の車両や建造物、キャラクターなどをモチーフに制作
された模型や玩具、運転台から撮影した展望映像などをメー
カー等が商品化する際に、メーカー等との間で商品化許諾基
本契約を締結し、ロイヤリティ（使用許諾料）を収受するとい
う事業「プロパティライセンス事業」を、㈱ジェイアール東日

■プロパティライセンス事業
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本企画と共同で展開しています。
　また、ロイヤリティ収入のみならず、これらの商品を通じ
てお子さまや鉄道ファンなど幅広い層に鉄道の魅力をアピー
ルすることで、鉄道利用促進や当社のブランド価値向上に寄
与しています。
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