
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。

9.1wed~9.30thu

ハッピープライス

10周年スペシャル

Sweets

おすすめスウィーツ

各1個 216円（税込）

エキュート赤羽のオリジナルキャラクターを
プリントした、可愛いらしいおまんじゅう。

赤羽の森まんじゅう
〈千住宿 喜田家〉 赤羽

限定

赤羽
限定

エコバッグ付 3,360円（税込）

人気のクッキー アソートメント8枚、ゴールド コレクション
7粒を詰め合わせた特別なセットです。

ゴディバ オリジナルバッグ
〈ゴディバ〉

赤羽
限定

赤羽
限定

たっぷりの甘さ控えめクリームと
フルーツ等を、一つ一つ丁寧に
包み込んだふわもちクレープ。

お好きなクレープ
5個セット

〈ラップド クレープ コロット〉

10個入 1,080円（税込）

バターたっぷりのサクサクパイに、３種類のクリーム
をサンドして、チョコレートでコーティングしました。

ミルフィーユ
〈ボビーユーハイム〉

はらドーナッツ2個、いちごホワイト1個、
サクサクチョコ1個、オススメ2種類入り。

10周年お得セット
〈はらドーナッツ／はらロール〉

5個入 1,080円（税込）

ジョセフィーニャがデザインされたバック型BOX
に、人気のマカロン5種類を詰め合わせました。

ニャカロン詰め合わせ
〈ダロワイヨ〉

1個 500円（税込）

うさぎ形のくず餅入り。
エキュート赤羽10周年
イベント限定パッケージ
のカップくず餅です。

うさぎ
カップくず餅

〈船橋屋〉

12種類入 702円（税込）

一粒一粒ふっくらと
焼き上げ、洋風に仕
立てた、食べ口の
軽さが特徴のおか
きです。

田ノ水田ノ蓑
詰め合わせ［袋］

〈田ノ歩〉
赤羽
限定

1個 650円（税込）

フレッシュなフルーツをふんわりしっとりと
したスポンジで巻き上げ、ベリーをトッピング。

10種のフルーツロールケーキ
〈パティスリー銀座千疋屋〉 赤羽

限定

［販売期間］ 9/21（火）～9/30（木）
ネットでエキナカ対応

1個 378円（税込）

コーヒーソースにマスカルポーネを使
ったなめらかなプリン生地を合わせ、ほ
ろ苦いココアパウダーで仕上げました。

ティラミスプリン
〈モロゾフグラン トウキョウ〉 赤羽

限定

赤羽
限定

1個 240円（税込）

エキュート赤羽10周年
を記念して作った可愛ら
しい特別限定オリジナル
クッキーです。

みちうさクッキー
〈ヴィドフランスエクスプレス〉

エキソトSHOP
赤羽駅南改札前

10周年特別価格
6個入 1,000円（税込）

10周年特別価格
1箱 1,000円（税込）

爽やかな香りのシャインマスカットと甘
酸っぱいいちごを、スポンジとホイップ
クリームで包み込みました。

季節のたっぷりフルーツ
ショートケーキタルト

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

赤羽
限定

10周年特別価格
1ピース 1,000円（税込）

10日
間の限

定販売

赤羽
限定

限定

30個

※5種はそれぞれのお味をお選びください。
　同じお味はお選びいただけません。

※写真はイメージです

アカバネの森の
仲間が大集合

6種類のフルーツが華やかなタルト

キュートな猫ちゃん
ジョセフィーニャ

10周年を記念した豪華でお得なセット

オリジナ
ル

エコバッ
グに

詰め合わ
せ

10周年を記念して

10種類のフレッシ
ュ

フルーツを使用

エキュート赤羽10周年を記念してちょっと特別なスウィーツをご用意。

1個 864円（税込）

シンプルで伝統的な
美味しさを味わえるカ
ステラに、みちうさの
イラストを描きました。

カステラ 
［特S号］

〈文明堂〉
赤羽
限定

数量
限定



10周年スペシャル

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。

9.1wed~9.30thu

1折 910円（税込）

ローストビーフをきんぴらやにんにく
醤油とともに、和風に仕立てたお重
弁当です。

匠の和風ローストビーフ重
〈四季の味 献心亭・匠〉

1セット 980円（税込）

きのことインド米で作ったスパイシーな
炊き込みご飯と、本格カレーのセット。

キノコビリヤニセット
〈シターラ ダイナー〉 赤羽

限定

1個  280円（税込）

コクと旨味のある和牛と、甘みの
ある黒ブタを使用したメンチです。

和牛と黒ブタのメンチ
〈とんかつ和幸〉 エキュート

限定

ネットでエキナカ対応

1,000円（税抜）以上お買い上げで
〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

メルヘンドリップコーヒー
パック プレゼント

ネットでエキナカ対応

110g 340円（税込）

白菜を中心とした野菜を厳選の材料で漬け込み熟成させた、
本格キムチを10周年を記念して10％増量でご提供。

白菜キムチ 10％増量
〈パンチャンとジョン〉

1折 1,188円（税込）

自慢のおこわにカレイの加賀味噌
焼き、くわい団子と野菜の照り焼き
和えなどを詰めた特別なお弁当。

米八感謝弁当 
〈おこわ米八〉 赤羽

限定

1個 280円（税込）

10周年のお祝いに、10種類のドライフルーツ
を使用したとっておきのブリオッシュです。

ブリオッシュ・フルール
〈ル ビアン〉 赤羽

限定

［アルコール香り付け程度使用］

期間限定ビリヤニ10％増量

サンドイッチにも合う
飲みやすいコーヒー

本格韓国惣菜をご家庭で

香ばしい味噌の
香りをまといふっくらと
焼き上げたカレイ

ちょっと贅沢・
ちょっとご褒美

100g あたり 561円（税込）

焼いたオニオンの甘みとピクルスの酸味が、スモーク
されたサーモントラウトの美味しさを引き立てます。

スモークサーモンとオニオンのサラダ
〈アール・エフ・ワン〉

まろやかな酸味の「ビネガー入りマヨネーズソース」をかけて

先着

名様
200

Deli 10周年限定や嬉しい増量、おすすめのデリなど、食欲の秋を楽しんで。

おすすめデリ

1パック 999円（税込）
もも肉を使用した、とっても柔らかくジューシーな唐揚です。
醤油こうじ唐揚 お買得大パック
〈鶏三和〉



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。

9.1wed~9.30thu

10周年を記念して、定番人気のいなり
5種類を2個ずつ詰め合わせました。

いなり詰合せ
〈豆狸〉

あぶり焼きチキン、色々なお味の餃子や焼売
など10種類を豪華に詰め込みました。

飲茶セット［10種類入り］
〈四陸〉 赤羽

限定

ハンバーグ、オムライス、海老カツなど人気の
おかずを一度に味わえる、大満足なお弁当。

赤羽店限定!
スペシャル洋食弁当

〈イーション〉

エキュート赤羽10周年を記念し、縁起のよい
紅白ネタの握り寿司を盛り合わせました。

10周年記念 
紅白10貫握り

〈築地一功〉

人気のシューマイ3種が贅沢に入った
セットを、感謝の気持ちを込めた特別
価格でご用意いたします。

3種のシューマイセット
［もち豚・黒豚・エビ］

〈パオパオ〉

赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

ブラジルをベースにペルーやパプアニューギニア
をプラスした、個性と落ち着きのある配合。

赤羽ブレンド
〈やなか珈琲店〉 赤羽

限定

［販売期間］ 9/23（木・祝）～9/25（土）

カウンターコーヒー 10円OFF
〈ニューデイズ〉

10周年特別価格
10個入 1,000円（税込）

赤羽
限定

ガパオライスとお好きなサラダか生春巻きを
セットで期間限定のお値段でご用意しました。

ガパオライスと
サラダor生春巻きセット

〈チョップスプーン ガパオキッチン〉

ネットでエキナカ対応

10周年特別価格
1セット 1,000円（税込）

煮物やフライ、焼き魚など選りすぐりの
おかずを詰め込んだお弁当。

特選ひなの弁当
〈ナチュラル ひなの〉 赤羽

限定

10周年特別価格
1折 1,000円（税込）

10周年特別価格
1パック 1,000円（税込）

10周年特別価格
1折 1,000円（税込）

10周年特別価格
1折 1,000円（税込）

10周年特別価格
200g 1,000円（税込）

10周年特別価格
通常1,188円（税込）→
3種×各4個 1,000円（税込）

※200g単位でのご注文とさせていただきます。また、焙煎にお時間を
いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

赤羽
限定

［販売期間］ 9/10（金）～9/15（水）

ドリンク回数券
〈ベックスコーヒーショップ〉

10周年特別価格
通常1,250円（税込）→1,000円（税込）

赤羽
限定

日本人が食べやすい
タイ・アジアン料理

いつでも淹れたての
美味しさを

もち豚・黒豚・エビのシューマイそれぞれ4個入

3日間の限定
販売

4杯分の価格で6杯楽しめる

Deli 期間中、お惣菜やお弁当などがいつもよりオトクな10周年特別価格に。

ハッピープライス

洋食を代表する
おかずが盛り沢山

1パック 450円（税込）

おむすびのお供やおか
ずにもピッタリ、おむすび
専門店の自慢の唐揚げ
が今だけ特別価格。

唐揚げ10個セット
〈ほんのり屋〉 赤羽

限定



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。

9.1wed~9.30thu

FIVE GALLERY

1,100円（税込）以上
お買い上げの方

〈ラティス〉

巾着 プレゼント

先着

名様
100

エキュート10周年だけの限定
販売、コンパクトホットプレー
トやスティックブレンダーなど
家電が入ったHAPPY BAG。

10周年記念セール
タオル×3枚・バッグ各種 など

〈グリーンデリ〉

赤羽
限定

赤羽
限定

5個入 1,500円（税込）

栗ペーストと栗の渋皮煮をふんだんに使用した
栗の風味がいっぱいのパウンドケーキです。

栗のパウンドケーキ
〈日向利久庵〉

［出店・販売期間］ 9/21（火）～10/3（日）
［アルコール香り付け程度使用］

赤羽
限定

1個 750円（税込）

しっとりなめらか、カラダにしみわたる深い
甘みをぜひご賞味ください。

ティラプリ
〈大阪プリン専門店 うっふぷりん〉

［出店・販売期間］ 9/5（日）まで

玉子焼と、同じたまごを使用した新ブランドのスウ
ィーツ、松露の伝統と新たな挑戦が詰まった一袋。

松露ハーフ・プリン・シュークリーム
〈tsukiji SHOURO〉

［出店・販売期間］ 9/6（月）～9/20（月・祝）1個 390円（税込）

浅草で愛される洋菓子店の味、固めのプリンに
北海道産生クリームを絞りました。

匠ぷりん カスタード
〈欧風洋菓子店Shimizu〉

［出店・販売期間］ 9/21（火）～10/3（日）

各1袋  400円（税込）
3袋  1,000円（税込）

燻製チーズやサラミ、あたりめなど全７種類。原材
料と製法にこだわり素材のおいしさを追求した、
プレミアムタイプのおつまみです。

一度は食べていただきたいシリーズ
〈なとり〉

［出店・販売期間］ 9/27（月）～10/1（金）

各1個 270円（税込）

ドイツ国家資格「ゲゼレ」を取得した職人が
作る当店自慢のハム・ソーセージ各種。おつ
まみシリーズをよりどり価格にてご提供。

ハム・ソーセージ各種
〈ブッツ・デリカテッセン〉

［出店・販売期間］ 9/27（月）～10/6（水）

3本入
（滝野川ごぼう 350ml • 赤羽ルービー 310ml ・ お江戸下町 350ml） 
1,870円（税込）

「赤羽ルービー」や「お江戸下町エール」、
「滝野川ごぼう」などの詰め合わせ。

エキュート赤羽10周年記念限定
赤羽 三益商店オリジナルビール
飲み比べセット

〈三益酒店〉

［出店・販売期間］ 9/27（月）～10/6（水）

10周年特別価格
1,100円（税込）

※サイズや色はお選びいただけません。
※なくなり次第終了

10周年特別価格
3個入 1,000円（税込）

タンブラー・
マグカップ 
50%OFF

〈ブルーノ〉

10周年特別価格
タンブラー 通常3,960円（税込）→1,980円（税込）
マグカップ 通常1,650円（税込）→825円（税込）
［販売期間］ 9/17（金）より
※なくなり次第終了

各日
袋

限定
10

Anniversary 
HAPPY BAG

〈ブルーノ〉

［販売期間］ 9/17（金）より
※なくなり次第終了

赤羽
限定

赤羽
限定

❶ 11,000円（税込）
❷ 10,450円（税込）
❸ 7,150円（税込）

数量
限定

アンティ
ークマグ

Monyo

カップボ
トル

ドイツに学び、フラ
ンスに恋して、

日本が創る

赤羽の新名物ビール誕生

GOODS 数量限定セールや期間限定ショップのピックアップ商品も見逃せません。 シンプルで普段使いのしやすいアイテム

10個入 2,090円（税込）

ファランジリングとしてもお使いいただけ、
左右さまざまな指に付けるとオシャレ度が
いっきにＵＰ。

10setリング
〈ローリーズファームプラス〉



イベントインフォメーション

期間中、エキュート赤羽にて1,000円（税込）以上お買い上げでスタンプを1個進呈。
5個集めると対象ショップで下記の賞品をプレゼント！

10th SPECIAL スタンプラリー

スタンプカードは各ショップにて配布、なくなり次第終了となります。
［スタンプ対象外ショップ］ ニューデイズ・舎鈴・そばいち

〈賞品引換期限 2021年9月30日（木）〉

お好きなお弁当
1,000円（税込）以下の 1,000円（税込）以下の

お好きなケーキ

スウィーツショップで！スウィーツ デリショップで！
or

引換対象ショップ一覧

※引換対象商品が売り切れになる場合がございます。ご了承ください。

期間中、エキュート赤羽にてJRE POINTアプリのバーコードを
提示してお買い上げいただいた方にはポイントアップ！

●JRE POINT導入ショップが対象となります。

ポイントアップキャンペーンJRE POINT アプリ

バーコード会員限定

2倍ポイント

期間中毎日 3倍9/23・24・25は

ポイント

LINE友だち登録キャンペーン

期間中、エキュート赤羽のLINE公式アカウントに
友だち登録された方の中から抽選で350名様に
ゴンチャのブラックミルクティー＋
パール（タピオカ）をプレゼント！

●当選者には賞品のLINEクーポンを配信いたします。 ●プレゼントの内容が変更となる場合がございます。
●状況によりキャンペーンを中止させていただく場合がございます。 ●お1人様1回限り有効。

9.1wed~9.30thu

〈ケーキ〉 ブールミッシュ ・ パティスリー銀座千疋屋 ・ ボビーユーハイム ・ ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 
ダロワイヨ ・ はらドーナッツ／はらロール ・ モロゾフグラン トウキョウ

〈お弁当〉 四陸 ・ シターラ ダイナー ・ チョップスプーン ガパオキッチン ・ 四季の味 献心亭・匠 ・ 豆狸 ・ おこわ米八
鶏三和 ・ ナチュラル ひなの ・ 築地一功 ・ とんかつ和幸 ・ イーション ・ ほんのり屋

賞品引換
先着

名様
1000

350
抽選で抽選で

名様名様

入会はこちらから

友だち登録は
こちらから


