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京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下、「京王電鉄」）と、ReGACY 

Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、「ReGACY」）は、

２０２２年７月より開始した、スタートアップ企業をはじめとした外部企業との共創によるオープン

イノベーションの実現を目指す「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」の採択企業である株式会社 KOMPEITO

（本社：東京都品川区、代表取締役：渡邉 瞬、以下「KOMPEITO」）と共同で実施する実証実験の第二弾

として、２月２７日（月）から、京王線仙川駅に新鮮なサラダなどが並ぶ自動販売機「ＳＡＬＡＤ Ｓ

ＴＡＮＤ（サラダスタンド）ｂｙ ＯＦＦＩＣＥ ＤＥ ＹＡＳＡＩ」（ 以下、「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮ

Ｄ」）を設置します。 

 

今回は、採れたて・新鮮なうちにカットした産直野菜を使用したサラダなどを販売する自動販売機

「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」設置の実証実験第二弾として、京王線仙川駅の駅構内に設置します。通

勤通学やお出かけ等のお客さまに多くご利用いただいている第一弾の渋谷駅に続き、駅周辺にお住ま

いの方や通学の方にご利用いただいている仙川駅でも販売することで、商品の販売動向の分析や付帯

設置するＡＩカメラで収集するマーケティングデータの蓄積にもつなげます。さらに今回は、既存イ

ンフラである鉄道を活用し商品配送を行います。 

 

今後も「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」では、鉄道・駅の利用体験向上による顧客サービスの進

化や鉄道・駅の新たな用途開発による新たな存在価値の創出を目指してまいります。 

 

詳細は下記の通りです。 

 
 

  

京王線仙川駅に自動販売機「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」を設置し 

鉄道を活用して配送する実証実験を実施します！ 

≪サラダ自動販売機≫ ≪鉄道車両イメージ≫ 

京王井の頭線渋谷駅に続く第二弾！ 



１．「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」について 

（１）概要 

採れたて・新鮮なうちにカットした産直野菜を使用したサラダ等、バランスのとれた商品を冷

蔵販売できる自動販売機。サラダやコールドプレスジュースなど、健康にこだわった商品を手

軽に手に取ることができます。また、ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤには「ダイナミックプライシン

グ機能」も搭載しており、フードロス削減に向けて、設置後の販売動向などのデータをもとに

最適な価格を導き出して販売することも今後検討していく予定です。 

（２）実証実験開始日時 

２月２７日（月）１５：００から 

※「コールドプレスジュース」については 

２月２８日（火）１５：００から販売 

（３）利用可能時間 

初電から終電まで 

（４）設置場所 

京王線仙川駅 １番線ホーム上 

  

 

 

（５）販売商品 

サラダ コールドプレスジュース 

 

 

 

 

 

【特徴】 

「サラダ専門店の味を

自販機で」をコンセプ

トに、こだわりの産直

野菜を使用。１食で、栄

養をバランスよく摂取

できます。 

「低温熟成紅はるかと

アーモンドのファイバ

ーサラダ」、「キハダマ

グロの彩りツナサラ

ダ」、「スモークサーモ

ンとチーズの贅沢サラ

ダ」、「スモーク合鴨と

アーモンドの美サラ

ダ」、「ズワイガニ風"

香り箱"とおじゃこの

サラダ」、「国産丸大豆

の島豆腐とお豆のプロ

テインサラダ」、「蒸し

鶏とキヌアの栄養サラ

ダ」の７種類を販売し

ます。（週替わりで２〜

３種類の販売） 

 

【販売価格】 

８８０円（税込み） 

 

 

 

 

 

【特徴】 

1本約１ｋｇ～１．５ｋ

ｇの野菜と果物を専用

のスロージューサーで

水分だけを絞った、何の

混じり気も無いジュー

スです。 

「アサイーブラウン」、

「バンブーブラック」、

「エナジーイエロー」、

「ラブパープル」、「ピ

ーターオレンジ」、「ス

イスチャード」、「ダー

クレッド」、「リコピン

ク」の８種類を販売しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【販売価格】 

１，２００円（税込み） 

 

≪設置場所≫ 



ハンディスープ しっとりなめらか焼きいも 

 

 

 

 

 

【特徴】 

コンパクトな飲み口付

きパウチに美味しさが

詰まった冷製スープで

す。 

「ピュアホワイトのコ

ーンポタージュ」、「雪

人参と甘夏のスムー

ス・ラペ」、「フルーツ

トマトのガスパチョ」

の３種類を販売しま

す。（週替わりで２～３

種類の販売） 

 

 

【販売価格】 

５００円（税込み） 

 

 

【特徴】 

収穫後、長期低温貯蔵す

ることで甘さが増した

国産の紅はるかをじっ

くりと焼き上げた焼き

いもです。冷やしても温

めてもおいしくお召し

上がりいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

【販売価格】 

３００円（税込み） 

カップフルーツ（マンゴー） 燻製たまご 

 【特徴】 

産地採れたてのマンゴ

ーをライトシロップで

漬けました。爽やかな

甘さと酸味、とろける

果肉のマンゴーをお楽

しみいただけます。 

 

 

 

 

【販売価格】 

２５０円（税込み） 

 【特徴】 

山形県にある契約農家

の若鶏が産むこだわり

の卵を塩だけで味付け

しました。本格燻製した

後、卵の中までしっかり

香りを浸透させるため

に３日間熟成していま

す。 

 

 

【販売価格】 

１５０円（税込み） 

ラ・フランスジュース 飲むヨーグルト 

 

 

【特徴】 

品質の良い国産ラ・フ

ランスのみを使用した

果汁１００％の贅沢な

フルーツジュースで

す。ラ・フランスのとろ

ける甘さと芳醇な香り

が楽しめます。 

 

 

【販売価格】 

２５０円（税込み） 

 【特徴】 

北海道産乳原料を１０

０％使用したのむヨー

グルトに、ぶどう果汁と

いちじくの果肉が入り

ました。 

 

 

 

 

【販売価格】 

２５０円（税込み） 

 



マンゴー蒟蒻ゼリー 

 【特徴】 

沖縄県産マンゴーの濃厚な甘さとフルーティさが味わえるゼリーで

す。スパウトタイプなので、忙しい時にもワンハンドで手軽にお召し

上がりいただけます。 

 

【販売価格】 

２００円（税込み） 

※販売商品と価格は変更する場合があります。 

 

（６）決済方法 

・交通系ＩＣカード 

・電子決済アプリ「ＹＡＳＡＩ ＰＡＹ(ヤサイペイ)」 

・クレジットカード 

・各種ＱＲコード決済 

※現金での購入はできません。 

※「ＹＡＳＡＩ ＰＡＹ」とは、KOMPEITOが運営・展開する電子決

済アプリです。クレジットカードを事前に登録することで、ＹＡ

ＳＡＩ ＰＡＹをダウンロードしたスマートフォン・タブレット

をサラダ自販機にかざすだけで決済が完了します。また、定期的

にお得なキャンペーン商品の購入も可能です。 

 

（７）ＡＩカメラでの情報取得について    

・取得する情報：性別、年代、購入データ、「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」前の往来データ 

・目的：適正な商品ラインナップ・販売方法の構築、駅構内のテナント誘致等への活用 

 ※個人が特定できないよう統計データを取得します。 

 

２．鉄道を活用した配送について 

京王線仙川駅に設置の「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」販売商品について、専用

（冷蔵）のキャリーケースを用いて鉄道を活用し配送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．お客さまのお問い合わせ先 

（１）本実証実験に関するお問い合わせ 

京王お客さまセンター TEL .０４２－３５７－６１６１ 

平日・土休日９：００～１８：００ 

（２）「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」および販売商品に関するお問い合わせ 

   株式会社 KOMPEITO お問い合わせフォーム 

https://forms.gle/LJ5vxEoiGLmBpBCy8  

以 上 

≪ＹＡＳＡＩ ＰＡＹイメージ≫ 

≪キャリーケース≫ ≪配送ルート（イメージ）≫ 

https://forms.gle/LJ5vxEoiGLmBpBCy8


【参考１】「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」について 

コロナ禍において鉄道事業は事業そのもののあり方を見直す時期に来ており、自社だけでなくスタ

ートアップ企業をはじめとした外部企業との共創によるオープンイノベーションにより新たな人流を

生み出す事業への変革に挑戦します。１０月に実施した最終審査会にて７件の提案を採択し、実証実

験を順次開始しており、事業化を目指しています。 

 

公式サイト（https://keio.regacy-innovation.com） 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（https://www.facebook.com/KEIO-OPEN-INNOVATION-PROGRAM-100163496088563/） 

 

【参考２】株式会社 KOMPEITO について 

（１）会社名   株式会社 KOMPEITO  

（２）代表者   渡邉 瞬 

（３）所在地    東京都品川区西五反田２丁目２８番５号 

（４）ＵＲＬ   https://www.officedeyasai.jp/ 

（５）事業内容  置き型健康社食「日本のオフィスを健康にするＯＦＦＩＣＥ ＤＥ ＹＡＳＡ

Ｉ」、サラダの自動販売機「ＳＡＬＡＤ ＳＴＡＮＤ」の企画・運営 

（６）設 立   ２０１２年９月３日 

 

【参考３】ReGACY Innovation Group 株式会社について 

（１）会社名   ReGACY Innovation Group 株式会社 

（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.） 

（２）代表者   成瀬 功一 

（３）所在地   東京都千代田区大手町２－７－１ 

（４）ＵＲＬ   https://regacy-innovation.com/ 

（５）事業内容  イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、ＣＶＣ設立、 

新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・Ｍ＆

Ａ、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業 

（６）設 立   ２０２２年２月２日 

 

【参考４】鉄道を活用した配送について 

１．飛騨高山の農産物配送（２０２１年７月から開始） 

京王線新宿駅京王モールの観光案内所「中部地方インフォメーションプラザ in 京王新宿」で

販売する飛騨高山の農産物を、飛騨高山から高速バスと京王線に積載して配送する。 

２．レンタル商品・ＥＣ商品の返却、返品商品の集荷（２０２１年１１月から開始） 

レンタル・ＥＣ商品の返却、返品が可能なスマリボックスを複数駅に設置し、ボックス内に投

函された返却、返品商品について、鉄道を活用して集荷する。 

３．LINE 上の専用ＥＣモール「トレくる by KEIO」商品の配送（２０２２年８月から開始） 

LINE 上の専用ＥＣモール「トレくる by KEIO」で注文した商品を鉄道を活用して配送し、駅

にある専用ロッカーで受け取れるサービス。 

専用ホームページ：https://www.keio.co.jp/life/torekurubykeio/index.html 

https://keio.regacy-innovation.com/
https://www.facebook.com/KEIO-OPEN-INNOVATION-PROGRAM-100163496088563/

