
楽しもう！
をイエナカ時間

※写真はすべてイメージです。 掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。　

販売期間 8/16（日）まで

〈ボビーユーハイム〉
オープストオアーゼ 
果肉がたっぷりと入った、とろける食感の
みずみずしいフルーツゼリー。

8個入 2,592円（税込）
※なくなり次第終了   ※おひとり様3点まで

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
ファンシーデザート
フルーツ本来の味や香りを生かした、
みずみずしくさわやかな味わいのゼリー。

18個入 3,240円（税込）
※アルコール香り付け程度使用販売期間 8/16（日）まで

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
凍らせてシャーベット
凍らせてからスプーンでふわりと軽くなるまで
かき混ぜて食べるシャーベット。

12個入 3,240円（税込）
※アルコール香り付け程度使用

〈船橋屋〉
くず餅 （中箱）
素敵に盛り付けておうちで
カフェ気分が楽しめる、
乳酸菌発酵スウィーツ。

36切入 895円（税込）

〈船橋屋〉
天神ぜんざい
夏の贈り物におすすめ。冷やして美味しい
ぜんざいの詰め合わせセットです。

6個入 3,450円（税込）

ネットでエキナカ対応ネットでエキナカ対応 ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカで
1点3,240円 以上お買い上げで送料無料！

ポイントプレゼントキャンペーン
店頭でのお買い上げ 　  送料無料

〈ブールミッシュ〉
ガトー・アンサンブル
いろんな風味を楽しめる、人気の焼き菓子ギフトです。

22個入 3,240円（税込）

〈モロゾフグラン トウキョウ〉
ファヤージュ
スライスナッツをしきつめ香ばしく焼き上げた
クッキーにチョコレートをサンド。

36個入 3,240円（税込）

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

期間中、ネットでエキナカの「サマーギフト」ページ掲載商品を
合計4,000円（税込）以上購入いただいたお客さまに

モロゾフグラン トウキョウ
一部地域3,240円（税込）以上で送料無料
全国5,400円（税込）以上で送料無料

文明堂
一部地域3,240円（税込）以上で送料330円（税込）
全国5,400円（税込）以上で送料無料

パティスリー銀座千疋屋
1箱3,240円（税込）以上で送料無料
※一部対象外あり

ゴディバ
4,320円（税込）以上で送料無料

ブールミッシュ
3,240円（税込）以上で送料無料
※一部地域、クール除く

※詳しくは「ネットでエキナカ」ホームページをご覧ください。

JRE POINT
400ポイント プレゼント

6/17（水）～ 8/16（日）

ネットでエキナカ  サマーギフト
条件
付き

8/31（月）まで

8/31（月）まで

8/16（日）まで

7/31（金）まで

通年
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楽しもう！
をイエナカ時間

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉
ジュレ＆ソルベ・フリュイ アソート
国産フルーツ使用のジュレと、ヨーグルトの
さっぱりとした味わいのソルベ。

14個入 4,071円（税込）

〈ゴディバ〉
ムースショコラ エ ジュレ
上質なチョコレートを使用したムースショコラや、
色鮮やかなジュレのアソート。

6個入 3,240円（税込）

〈パティスリー銀座千疋屋〉
銀座フルーツジュレ
フルーツのおいしさをぎゅっと閉じ込めた、
彩りが美しい2層のゼリー。

12個入 5,400円（税込）
※アルコール香り付け程度使用
※ネットでエキナカ予約は１週間前まで

〈京都祇園 仁々木〉
夏越涼菓 詰め合わせ
（水羊羹2棹・竹懐石6個入）
北海道小豆の風味が自慢の
水羊羹と、涼やかな竹の器の
水菓子の詰め合わせ。

1箱 4,104円（税込）

〈パティスリー銀座千疋屋〉
凍らせてからシャーベット
おうちで凍らせてから食べるシャーベット。
銀座千疋屋こだわりのフルーツ使用。

9個入 3,240円（税込）
※アルコール香り付け程度使用
※ネットでエキナカ予約は１週間前まで

夏季
限定

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

〈ラップド クレープ コロット〉
ラップドクレープコロット 
10個セット
箱を開けたらカラフルで
かわいいクレープが。
ひんやり冷やして召し上がれ。

1箱 2,200円（税込）

〈田ノ歩〉
田ノ水、田ノ蓑
詰め合わせ（4号）
スパイスやチョコレートで
洋風に仕立てた、
食べ口の軽さが特徴のおかき。

54本入 3,240円（税込）

〈パティスリー銀座千疋屋〉
銀座フルーツクーヘン
フルーツ果汁を混ぜしっとりと
焼き上げた、2層のカラフルな
クーヘンです。

16個入 3,240円（税込）
※アルコール香り付け程度使用
※ネットでエキナカ予約は１週間前まで

〈ダロワイヨ〉
季節のマカロン入り詰め合わせ 
あまおうマカロンをはじめ、ダロワイヨこだわりの
マカロンを詰め合わせました。

14個入 3,240円（税込）

〈文明堂〉
カステラ巻き
（ハニー・抹茶）
カステラをどら焼き生地で
包み込んだ、二つの層から
生まれる豊かなおいしさ。

1箱 1,296円（税込）

エキュート
赤羽限定

ネットでエキナカ対応

※写真はすべてイメージです。 掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。

スウィーツがいっぱいあれば、おうちスタイルもハッピー気分。
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モロゾフグラン トウキョウ
一部地域3,240円（税込）以上で送料無料
全国5,400円（税込）以上で送料無料

文明堂
一部地域3,240円（税込）以上で送料330円（税込）
全国5,400円（税込）以上で送料無料

パティスリー銀座千疋屋
1箱3,240円（税込）以上で送料無料
※一部対象外あり

ゴディバ
4,320円（税込）以上で送料無料

ブールミッシュ
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※一部地域、クール除く
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楽しもう！
をイエナカ時間

〈ほんのり屋〉
風セット
おむすび2個に唐揚げと玉子が付いた、
この夏のおすすめセット。

1セット 620円（税込）

〈パオパオ〉
3種シューマイセット
定番人気のもち豚、エビ、黒豚シューマイが
４個ずつ入ったお得なセットです。

1セット 1,188円（税込）

〈ローリーズファームプラス〉
selfcutプリーツパンツ
ウエストがゴム仕様なので、
おうちでもゆったりリラックス
できるカットパンツ。

各色 4,400円（税込）

〈グリーンデリ〉
❶水彩スティック 各 1,650円（税込）

❷大人の水彩パステル 1,540円（税込）
描いた箇所をみず筆でなぞると鮮やかに溶け、
さまざまな描法を手軽に楽しめます。

❶

❷

※写真はすべてイメージです。 掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。　※同一商品でも店内飲食とテイクアウトで消費税率が異なる商品がございます。

おうちで快適に過ごすリラックスアイテム。

〈ル ビアン〉
ミッシェルさん家のギュッとリンゴパイ
シロップでじっくり漬け込んだリンゴを
ギュッと詰め込んで焼き上げました。

1本 1,080円（税込）
※アルコール香り付け程度使用

〈やなか珈琲店〉
ハワイコナブレンド
アイスコーヒーリキッド
ハワイ島コナエリアの良質な豆を
30%使用して丁寧に抽出した、
極上のアイスコーヒー。

720ml 1,380円（税込）
※なくなり次第終了

〈パンチャンとジョン〉
お家でユッケジャン麺セット
人気のユッケジャン麺、ポッサムユッケジャン麺が
おうちで楽しめるセット。

1食入 830円（税込）

〈イーション〉
手羽唐揚げ～黒胡椒風味～
暑い季節にぴったりな、ピリッとスパイシーな唐揚げ。

6本入 540円（税込）

販売期間 7/24（金・祝）～7/30（木）

エキュート
赤羽限定

１本増量
サービス

お好みのデリやドリンクも、テイクアウトで楽しもう。

※仕上がりイメージ


