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1. JR東京駅グランスタ東京内にベルメゾンの新業態リアルショップがオープン 

丸の内に通うオフィスワーカーをターゲットに、カスタムオーダーによるパンプス（37 色）やフラットシュ

ーズ（31 色）などを扱うほか、足の３D 計測器によりお客さまにぴったりなシューズを提案します。また、

通勤に便利なバッグや天候対応商品を扱うほか、ディズニーコーナーも設けて、毎日立ち寄りたくなるシ

ョップにします。 

さらに、専用アプリ「JRE MALL MY LIST SHOPPING」で気になった商品のバーコードをスキャンして、

お手持ちのスマホに「マイリスト」をつくることができます。「マイリスト」から好きな時に JRE MALL でご

購入いただけます。 

（１）ショップ名 

BELLE MAISON 

（2）場所 

JR 東京駅構内 地下１階 グランスタ東京内（改札内 丸の内坂エリア） 

(３)開業日時 

2021 年 5 月 21 日（金） 10 時 

（４）通常営業時間 

９:00～2２:00（日・連休最終日の祝日～21:00） 

※コロナウィルスの感染状況により当面の間、10:00～20:00 を予定しております。 
※営業時間を変更する可能性がございます。最新の営業時間は施設 HP をご確認ください。 

（https://www.gransta.jp/news/info/20200601eigyousaikai/） 

（５）取扱商品 

シューズ、バッグ、ファッション雑貨、ディズニー グッズほか 

〇東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：深澤 祐二、以下「JR 東日本」）と

株式会社千趣会（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梶原 健司、以下「千趣会」）、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、代表取締役社長：西野 史尚）は、JR 東日本グルー

プが推進する「Beyond Station 構想」における、駅の“つながる”「暮らしのプラットフォーム」への

転換を目指し、JR 東京駅構内エキナカ商業施設グランスタ東京内に BELLE MAISON のリアルシ

ョップをオープンします。 

〇リアルショップでは、3D 計測器によるカスタムオーダーのシューズを中心に、オフィスや通勤に便利

なアイテムを揃えます。専用アプリ「JRE MALL MY LIST SHOPPING」を活用してエキナカと

JRE MALL（EC サイト）をシームレスにつなぎ、より快適にお買いものをお楽しみいただけます。 

 

JR 東京駅構内「グランスタ東京」に「BELLE MAISON」の新業態オープン！ 

リアルショップと専用アプリ「JRE MALL MY LIST SHOPPING」を通じ新しいお買いもの体験を！ 

https://www.gransta.jp/news/info/20200601eigyousaikai/


取扱商品一例 

※ディズニー がま口ポーチ画像掲載の際は、必ず下記版権表示を入れて頂きますようお願いいたします。 

ⓒDisney 

ⓒDisney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

 

専用アプリ「JRE MALL MY LIST SHOPPING」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開発に至る背景 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

３１パターン 

甲深バレエシューズ 

［日本製］（べネビス） 

雨にも負けない 

美人フラットシューズ

［日本製］（べネビス） 

バッグホルダーリング付き 

フォルムチェンジメッシュ 

2WAY バッグ 

（アンディマンシェ） 

ディズニー 

がま口ポーチ 

（選べるキャラクター） 

各 8,4０0 円 各 8,490 円 各 6，９９０円 各３，６３０円 

いつでも好きな時に 

好きな場所で 

店頭で計測・試着して 

商品をチェック！ 

アプリを起動してログインし、 

商品のバーコードをスキャン 

JRE MALL で購入 商品が自宅に届く powered by inspiring dots inc. 

「JRE MALL MY LIST SHOPPING」は、駅をはじめとしたリアルの顧客接点と JRE MALL の

相乗効果を発揮するため、エキナカという生活動線上の多くの人が行き交うオフラインの場 と 

JRE MALL をシームレスにつなぐ連携システムとしてお客さまの利便性向上を目的に開発しました。 

店頭で見て・触って・試した商品の情報を自分だけの「マイリスト」に入れて持ち帰ることで、店頭を離

れた後でも商品を確認することができます。「マイリスト」の商品は、いつでも好きな時に店頭でお試し

いただいた商品を安心して JRE MALL でご購入いただけます。 

また、アプリを介してお客さまニーズを把握することで、よりお客さまに寄り添ったサービスの提供と

快適なお買いもの体験を実現いたします。 

 

※価格は全て税込みです。 



 

２.開業記念特典！店頭・アプリ・JRE MALL でお得なプレゼントやキャンペーン 

 

（１）店頭限定！カスタムシューズ 2,000 円 OFF  

・期間：2021 年 5 月 21 日（金）～6 月 30 日（水） 

・対象商品：カスタムオーダーシューズ 全 4 種 

※７月１日（木）から通常価格で販売 

 

（２）専用アプリ「JRE MALL MY LIST SHOPPING」ログインで JRE MALL クーポンプレゼント 

・配信期間：2021 年 5 月 21 日（金）～6 月 20 日（日） 

・概要：期間中、アプリにご登録いただくと先着 500 名様に 1,000 円（税込）以上の購入でご利用可能 

な JRE MALL２00 円クーポンプレゼント！（クーポン有効期限：2021 年 6 月 30 日（水）） 

 

（３）JRE MALL 限定！ベルメゾン全商品「JRE POINT10 倍キャンペーン」 

・期間：2021 年 5 月 21 日（金） ０時～5 月 24 日(月) 1４時 59 分 

・内容：JRE MALL ベルメゾンでお買いもの通常 100 円（税抜）1 ポイントのところ 10 倍貯まります。 

 

  ＜同時開催中キャンペーン＞ 

 ◆店頭限定：JRE POINT プレミアムポイントキャンペーン 

期間：2021 年 5 月 28 日（金）・29 日（土）・30 日（日） 

内容：ＷＥＢエントリーの上、JRE POINT 加盟店(カード提示で貯まる加盟店）にて、 

期間中合計 5,000 円(税抜)※以上お買上げの方にもれなく、JRE POINT を 

500 ポイントプレゼント！ 

エントリー期間：5 月 13 日(木)～５月３０日(日) 

 

 

 

 

参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各種企画は予告なく変更になる可能性がございます。＜クーポン＞※1 会計につき合計金額（送料を除く）が 1,000 円（税込）以上の購入でご利用いただけるクーポンです。※先着

500 名様に達し次第終了となります。※他のクーポンとの併用はできません。※返品・取り消しがあった場合、クーポンのお戻しはできません。※一部ご利用いただけない商品がござい

ます。<JRE POINT>※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から 8％分を差し引いて税抜金額相当といたします。＜プレミアムポイントキャンペーン＞※ポイント対象

外商品は、お買い上げ金額の合計には含まれません。※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、合計金額に含まれません。※JRE POINT WEB サイトへの会員登録

とプレミアムポイントキャンペーンのエントリーが必要です。※ポイントの付与は 2021 年 6 月中旬頃の予定です。※ポイントの有効期限は 2021 年７月末までの期間限定ポイントです。 

●「Beyond Stations 構想」が目指す姿について 

   駅を「交通の拠点」から「暮らしのプラットフォ

ーム」へと転換します。ヒトの生活における「豊か

さ」を起点として駅空間の配置と機能を変革す

るとともに、JRE POINT 生活圏の拡充を通じ、

お客さまや沿線のみなさまのくらしとつながっ

ていきます。お客さまと、暮らしを支えるサービ

ス、地域・地方、デジタル、安全安心をつなぎ、さ

らにお客さま同士のつながりを創発すること

で、お客さま一人ひとりの可能性を拡げ、私たち

だからこそ提供できる「心豊かな生活」を実現し

ていきます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道機関お問合せ先】 

東日本旅客鉄道株式会社・・・・・・・・・・・・・・・広報部 報道グループ       ＴＥＬ03-5334-1300 

株式会社千趣会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・経営管理部 IR・広報チーム   ＴＥＬ06-6881-3220 

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  

営業部 販促・メディアユニット（担当：石川、鍛治、御囲）    TEL03-6212-1734 

●ベルメゾンについて 

千趣会が 1976 年にスタートした通販ブランドです。オンラインシ

ョップのベルメゾンネット（https://www.bellemaison.jp/）で

は、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・ディズニー グッズなど、

オリジナル商品を常時 3 万点以上展開しています。 

●JRE MALL（https://www.jreastmall.com/）について 

JR 東日本と株式会社 JR 東日本ネットステーションが共同運営

するネット通販、エキナカ商品の事前注文およびふるさと納税な

どを提供する EC サイトです。JRE POINT が 100 円(税抜）毎

に 1 ポイント貯まり、1 ポイント（＝1 円）単位でお買いものにご利

用いただけます。 

また、ビューカード決済で最大 3.5 倍の JRE POINT が貯まり

ます。2021 年 5 月 1 日現在 190 ショップが出店しています。 

●グランスタ東京について 

「TRY NEW TOKYO ST.」  －今までにないエキナカ空間で新

たな出逢いを提供－ 

「グランスタ東京」は、「 TRY NEW TOKYO ST. 」（トライニュート

ーキョーステーション）をコンセプトとして、エキナカ初登場の店舗や

駅機能の拡充により、今までにないエキナカ空間を創造します。東

京駅利用者のニーズを満たすことを超えた、新たな出会いや発見を

創出することにより、今までのエキナカの概念を超える新体験を提

供します。 

 

 

 

https://www.bellemaison.jp/
https://www.jreastmall.com/

