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THANKS FAIR9th スクラッチ
900円(税込)以上買って、その場で当たる！

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。
写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。

9周年セット

6個入 999円（税込）

人気の定番商品プラス、季節の
限定ドーナッツが2個入ったセット。

〈はらドーナッツ／はらロール〉

田ノ水・
田ノ蓑（袋入）

1袋 702円（税込）

洋風のスパイスで味つけ
した田ノ水と、チョコの染
み込んだ田ノ蓑の両方
が楽しめるセット。

〈田ノ歩〉

対象商品1,080円（税込）以上
お買い上げの方
焼きクグロフ2個
プレゼント
※対象商品:プリン・チーズケーキ
※クグロフのお味はお選びいただけません。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

赤羽
限定

赤羽
限定

赤羽
限定

エキュート赤羽
9周年オリジナルバッグ

1個 3,850円（税込）

クッキーアソートメント18枚入りと、ロゴ入り
マグカップとクリアトートバッグのセット。

〈ゴディバ〉
赤羽
限定

限定

20個

9種のフルーツパフェ

1個 900円（税込）

新鮮な9種類のフルーツを贅沢に
盛り付けた、9周年限定のパフェ。

〈パティスリー銀座千疋屋〉

アカバネの森まんじゅう

各1個 172円（税込）

アカバネの森の仲間たちがプリント
された、かわいらしいおまんじゅう。

〈千住宿 喜田家〉 赤羽
限定

各日先着

20名様

対象期間 9/16（水）まで

999円（税込）以上お買い上げの方
メルヘンロゴ入り
ボールペンプレゼント

〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

各日先着

20名様

※組み合わせは一例です。

※限定ドーナッツは季節によって異なります。

限定5個セット

1セット 999円（税込）

9周年を記念して限定５
個セットをお得なスペシャ
ル価格でご用意しました。

〈ラップド クレープ コロット〉 赤羽
限定

お楽しみ袋

1袋 1,296円（税込）

「黒どら」や「海門最中」
など人気商品をお楽し
み袋でご用意しました。

〈京都祇園 仁々木〉

販売期間  9/13（日）まで
各日限定

20袋

販売期間  9/13（日）まで

※一部対象外ドリンクあり

対象ドリンクお買い上げの方
ミルクフォームトッピング無料

〈ゴンチャ〉

9th special!
9周年を記念して

特別にご用意しました。

9th special!
9周年を記念して

特別にご用意しました。

Present!
先着または

期間限定の

嬉しいプレ
ゼント。
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   9th THANKS FAIR
ありがとうの気

持ちを込めて、お得がいっぱいの24日間

釜だしチーズケーキ

1個 1,080円（税込）

爽やかなレモンの香りがアクセントの、
濃厚なチーズケーキ。

〈文明堂〉

販売期間 9/13（日）まで

ギャザーブラウス

4,950円（税込）

後ろにつけた華奢なリボン
が女性らしく、すっきりした
シルエットのブラウス。

〈ローリーズファームプラス〉

フレッシュキウイの
白玉しるこ

1個 572円（税込）

キウイフルーツたっぷり、
隠し味に抹茶を使用して
まろやかな味わいに。

〈船橋屋〉

販売期間 9/8（火）より
ネットでエキナカ対応

Merci Bouquet

999円（税込）

秋にぴったりのお花を感謝の気持ちを
込め、かわいらしいブーケにしました。

しっかり保温保冷してくれるTHERMOS
タイプを半額でご提供。

〈青山フラワーマーケット〉 赤羽
限定

©吾峠呼世晴／集英社・
アニプレックス・ufotable

各日限定

10個

TVアニメ「鬼滅の刃」デザインTシャツ
Tシャツの裏表で繋がるユニークなデザイン。
豊富なサイズ展開で大人から子どもまで楽しめます。

〈オジコ〉

こども 90cm‐155cm／おとな レディスM‐メンズLL
3,960円（税込）より
出店・販売期間 9/23（水）～30日（水）
出店場所 北改札ニューデイズ前

出店・販売期間 9/14(月）～27（日）

抹茶W(ダブル）

2個入 972円（税込）

宇治抹茶のほろ苦さをと濃厚なチーズ
の味わいを感じる、2層のチーズケーキ。

〈京都ヴェネト〉

LIMITED SHOP

LIMITED SHOP

39セール開催
9周年の感謝を込めて、
ハーバリウムなど対象
商品が39％OFF。

〈グリーンデリ〉

※写真は背面です。

シャインマスカットと
ナガノパープルのタルトレット

1個 777円（税込）

香りの良いシャインマスカットと、ジューシーな
ナガノパープルを飾りました。

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉
赤羽
限定

もちもちごまあんドーナツ

通常価格1個 130円 → 99円（税込）

粒あんをもちもちの生地でつつみ、
白ゴマをまぶしさっくり揚げました。

〈赤羽あんこ〉

エキソトSHOP 赤羽駅南改札前

クルミマカロン

1個 280円（税込）

パイ生地にクルミを敷き詰め、ラムレーズン、マカロン生地、
アーモンドスライス、粉糖をふって焼き上げました。

〈ル ビアン〉 赤羽
限定

Sweets!
おすすめ

スウィー
ツを

ほんの
少しご紹

介。

Goods!
探してみませんか、
お気に入りのアイテム。

9周年特別価格

9周年特別価格

9.17 thu 9.25 fri

友だち登録キャンペーン ゴディバのショコリキサー1個
無料クーポンプレゼント！

エキュート赤羽LINE公式アカウントエキュート赤羽LINE公式アカウント

アルファベットタンブラー
HANAMIコップボトル
(350～400ml)

通常価格1個 3,740円 → 1,870円（税込）

〈ブルーノ〉
1

1

2

2

販売期間 9/14（月）～9/27（日）

39%
OFF

期間中、新規に友だち登録された方の中から抽選で300名様に
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持ちを込めて、お得がいっぱいの24日間

エキュート赤羽毎月26日は        の日
エキュート赤羽のお友だち限定で、毎月1回クーポンを配信。

対象ショップでクーポン画面を見せると、お得な特典がゲットできます！

友だち登録で
エキュート赤羽の
お得な情報をGET!

ネットでエキナカ対応

9周年ビリヤニセット

1セット 999円（税込）

旨みたっぷりキノコのビリヤニに、
選べる本格カレーがついた満足セット。

〈シターラ ダイナー〉

ドリップバッグ ギフトボックス

10個入 900円（税込）

いつでもどこでも手軽に本格コーヒーが
楽しめる、便利なドリップバッグ。

〈ベックスコーヒーショップ〉秋の幕ノ内弁当

1折 900円（税込）

さんまの有馬煮、きのこのおひたしなど
秋の味覚をたっぷり詰め込みました。

〈おこわ米八〉

お好きなお弁当＋
サラダor生春巻きセット

1セット 999円（税込）

お好きなお弁当に、お好きなサラダ
または生春巻きが選べるセット。

〈チョップスプーン ガパオキッチン〉

もち豚ロースカツ

1枚 880円（税込）

しっとりやわらかい肉質、豚肉本来
のコクがしっかりと味わえる一品。

〈とんかつ和幸〉

みちのく育ちの
ハンバーグ御膳

1折 899円（税込）

こだわりの東北産牛豚を使
用、塩ソースがハンバーグ
の美味しさを引き立てます。

〈イーション〉

北海道素材入り緑の
30品目サラダ
北海道産人参のすりおろしドレッシング
または、和風ガーリックドレッシングで。

〈アール・エフ・ワン〉

十穀米むすび
博多辛子明太子
もっちりプチプチ食感が楽し
める、10種類の雑穀をバラ
ンス良く混ぜ合わせました。

〈ほんのり屋〉

1個 200円（税込）

塩バターフランス

通常価格1個 110円 → 99円（税込）

スイス発酵バター入り油脂を使用し、
岩塩をかけ風味豊かに焼き上げました。

〈ヴィドフランスエクスプレス〉

〈四季の味 献心亭・匠〉

銀鮭と南蛮鶏竜田の2段弁当

1折 980円（税込）

見た目も味も豪華な人気の2段弁当で
ちょっと贅沢感を味わってみませんか。

銀鮭の塩焼き弁当・
銀鮭の西京焼き弁当

各1折 900円（税込）

脂ののった銀鮭をじっくり焼き上げました。
塩焼き・西京焼きの2種類からお好みで。

〈ナチュラル ひなの〉
赤羽
限定

エキソトSHOP 赤羽駅南改札前

9周年特別価格

[普通盛り]
テイクアウト 590円（税込）
イートイン 690円（税込）
[大盛り(200g）]
テイクアウト999円（税込）
イートイン 1,090円（税込）

焼肉重
ジューシーに焼き上げた焼肉が
のった、ボリューム満点のお重。

〈ローカルスタンド 東京バル〉 赤羽
限定

9周年特別価格

9周年特別価格

彩り野菜のチキンロール

1個 378円（税込）

ごぼう、いんげん、にんじんを柔らかな
むね肉で巻いたチキンロールです。

〈鶏三和〉

通常価格100g 420円 → 399円（税込）

やなか珈琲店
オリジナルブレンド

200g 900円（税込）

バランスの良いブラジルにニカラグアとペル
ーを加えた満足感の高いブレンドコーヒー。

〈やなか珈琲店〉
赤羽
限定

※焙煎にお時間をいただく場合がございます。

Deli!
お弁当もお惣菜も、
ラインナップいろいろ。


