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令和２年９月１０日(木・大安)、「日比谷OKUROJI」に㈱トッキ―が運営し、角打ちも楽しめるセレ

クトショップ「NIIGATA１〇〇（ﾆｲｶﾞﾀｲﾁﾏﾙﾏﾙ）」がオープン予定です。  

１００年以上の歴史を刻む煉瓦アーチの高架下空間で「１００年前に誕生、そして次の１００年に 

つなげる」という「日比谷OKUROJI」の開発コンセプトは、公益財団法人にいがた産業創造機構が県内 

企業と協働で推進する「百年物語」のテーマ「百年後にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、維  

持し、継承していくための道具」と親和性が高く、「百年物語」の魅力発信において、大きな一歩とな   

ります。 

 このため、「百年物語」など付加価値の高い県産品の販路拡大や新潟ブランドの浸透を目的とした、

連携協定を締結し、下記のとおり事業を推進します。 

         

１ 協定締結日 

  令和２年８月24日（月） 

 

２ 協定に基づく協力事項 

  （１）「百年物語」を中心とした付加価値の高い県産品についての情報提供・提案から商品選定

に関すること 

  （２）テストマーケティング、情報発信等に関すること 

  （３）その他、新潟ブランドの浸透等に関すること 

 

３ 連携の具体的内容 

  ＮＩＣＯと㈱トッキ―が、それぞれ得意とする分野のノウハウや情報を相互に活用することによ

り、首都圏販路開拓及び新潟ブランドの浸透を図る。 

  ●ＮＩＣＯ：「百年物語」を中心とした商品選定・調整、プロモーション活動等へのアドバイス 

  ●㈱トッキ―：「NIIGATA１〇〇」を通じた首都圏販路開拓及び新潟ブランドの情報発信 

  

４ その他 

  ㈱トッキーでは、９月７日（月）、９月８日（火）に報道機関向けの内覧会を行います。取材を

希望する方は、㈱トッキー担当までメールかFAXにて、９月３日（木）までにご連絡ください。 
【添付資料】 ㈱トッキ―、「NIIGATA１〇〇」及び「百年物語」について、取材申込書 

 

 

 

（株）トッキー 担当：直営事業部長 三九二
み く に

、天城 
〒950-0086; 新潟県新潟市中央区花園1-1-1; JR新潟支社ビル2F  

TEL：025-247-6301（代表） FAX：025-247-6304 E-mail：k-mikuni@tokky.jregroup.ne.jp 

（公財）にいがた産業創造機構 マーケティング支援グループ 担当:前田、風間 

〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号 万代島ビル9階 
TEL：025-250-6288（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：hyaku@nico.or.jp 

「日比谷OKUROJI」にオープン予定の「NIIGATA１〇〇（ﾆｲｶﾞﾀｲﾁﾏﾙﾏﾙ）」 

「百年物語」がメインブランドに決定 

NICOと株式会社トッキーは連携協定を締結しました。 

＜この件に関する問い合わせ先＞ 



１ ㈱トッキーについて 

（１）会社概要 

・名   称：株式会社トッキー 

・設   立：1989 年（平成元）年３月２日 

・資  本  金：４億円（東日本旅客鉄道㈱100％） 

・代  表  者：代表取締役社長 古川 岳史 

・本店所在地：新潟市中央区花園１-１-１ JR 新潟支社ビル２Ｆ 

※2020 年 10 月 1 日に社名を「JR 東日本新潟シティクリエイト株式会社」に変更します 

（２）会社事業 

・駅ビル管理事業（CoCoLo 新潟、CoCoLo 長岡、CoCoLo 湯沢・がんぎどおり） 

・ホテル運営（JR-EAST HOTEL METS NIIGATA、JR-EAST HOTEL METS NAGAOKA、 

ホテルファミリーオ佐渡相川） 

・飲食店業、食料品・酒類等の小売業、駐車場経営、広告代理業、 

不動産売買・賃貸・仲介及び管理業、その他 

２ 「日比谷 OKUROJI」及び「NIIGATA １〇〇」について 

（１）コンセプト 

「百年後にも大切にしていきたい生活文化を楽しみ、維持し、継承していくための、

新潟の本物の職人技の道具」をテーマに厳選した生活道具を用意。食や日本酒の楽し

み方も合せた上質な生活文化を提案する。 

（２）店舗概要 

   ・出店場所：「日比谷 OKUROJI」H05（有楽町駅・新橋駅間の内山下町橋高架下） 

         東京都千代田区内幸町一丁７番１番１号 

   ・店 舗 名：「NIIGATA １〇〇」 

   ・店舗面積：126.14 ㎡（38.15 坪） 

   ・開業時期：2020 年９月 10 日（木） 

   ・商品構成：「百年物語」商品及び関連する商品、新潟のこだわりのお酒 

及び食、角打ちスペースでの飲食営業 

【店舗イメージ】 

 

 

 

 

 

 

３ 「百年物語」について 

「百年物語」は、新潟県内の企業と工房と NICO が協働で進めているブランドです。「百年後

にも大切にしていきたい生活文化を、楽しみ、維持し、継承していくための道具」を基本テ

ーマとして、商品開発を行っています。 



取材申込書（   年  月  日申請）              承認番号       

 
 
 

 
 
株式会社トッキー 殿 

会社名：                
TEL：                
FAX：                
Mail：                

●下記により、取材・撮影（写真・テレビ・VTR・映画）を計画しておりますので、承認を願います。 
●内覧会会場への交通及び内覧会入退場案内図は次のページをご参照ください。 

希望日時 
・９月７日（月）13:00～15:00   ※いずれかの日に〇印をお付けください。 
・９月８日（火）10:00～12:00  （到着予定時刻      時頃） 

タイトル  

企画内容 
 
 

（放送・掲載日  月  日予定） 

取材内容 
 
 
 

取材場所 新潟セレクトショップ「NIIGATA１〇〇」 

責任者 
 

㊞  （他    名） 

確認事項 下記の注意事項に同意し、厳守します。（ はい ・ いいえ ） 

備考欄 
 

※注 意 事 項 
１、取材に際しては、御社の腕章を着用の上、本書を持参してください。 
２、係員から提示を求められた際には、本書をお見せください。 
３、お客さまのご迷惑になる行為は禁止します。 
４、危険個所や立ち入り禁止箇所に立ち入るなどの行為は禁止します。 
５、現地では NIIGATA１〇〇スタッフの指示に従ってください。 
６、注意事項に従わなかった場合、または、業務上支障が生じた場合は、直ちに取材を中止させていただきます。 

                                                          

取材申込請書                                                  株式会社トッキー 
新潟県新潟市中央区花園一丁目１番１号 

                   御中                                TEL：025-247-6301 
                                        FAX：025-247-6304 
上記取材の申込を確かに承りました。               Mail：yuya-amaki@tokky.jregroup.ne.jp 

 【「NIIGATA 1○○」報道関係者内覧会のご案内】 
■日 時：９月 7 日(月) 13 時～15 時、 ９月 8 日(火) 10 時～12 時 
■要 領：上記、各日、時間帯に上限人数を設定しますが、本「取材申込書」に希望日時等必要事項をご記入 

           のうえ、9 月３日(木)までに FAX かメールでお申し込みください。 
           取材時は、コロナウィルス感染防止のためマスク着用を必須とします。 



■日時  2020 年 9 月 7 日（月）13:00～15:00 

     2020 年 9 月 8 日（火）10:00～12:00 

     ※内覧会各日・各時間帯ごとに上限人数を設定いたしますので申込多数の場合には 

希望日、時間帯の変更をお願いする可能性があります。 

 

■場所  有楽町駅～新橋駅間「日比谷 OKUROJI」内 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町１丁目７番１号 H05 

TEL 03-6910-2058   FAX 03-6910-2059 

 

■交通  【電車をご利用の方】 

JR 有楽町駅 日比谷口 徒歩 6 分 

JR 新橋駅 日比谷口 徒歩 6 分 

東京メトロ銀座駅 徒歩 6 分 

東京メトロ日比谷駅 徒歩 6 分 

都営地下鉄内幸町駅 徒歩 5 分 

【お車をご利用の方】 

駐車場はございません。 

■感染症防止対策 

・内覧会ご参加者は新型コロナウイルス感染防止のためお越しの際、マスクの着用を必須とします。 

■お申込み 

・取材申込書に必要事項をご記入頂き、9 月３日（木）までにメールまたは FAX にて 

お申し込みください。 

■当日受付のご案内   

・日比谷側エントランス第 11 径間に専用受付がございますのでお申し出ください。 

・受付は内覧会終了時間の 30 分前までに手続きしてください。 

・入場時にお名刺２枚を頂戴させていただきます。 

・受付後スタッフが店舗にご案内いたします。 

・他店舗の取材はできません。 

入退場口案内図 

 
 

担当：三九二、丸山、天城 
TEL：025-247-6301(代表) 

Mail：yuya-amaki@tokky.jregroup.ne.jp 

専
用
出
口 

入口第 11 径間 

（受付） 

案内図 


