
プレスリリース資料
㈱JR 東日本ステーションリテイリング

2017年 2月 15日

報道関係者各位

ホワイトデーキャンペーン
■キャンペーンテーマ ： “特別な”「ありがとう」を贈る エキュートのホワイトデー
■商品選定テーマ  ： ①こだわり（味や品質にストーリー性がある）②希少性（エキュート限定・期間限定）③華やかさ（デザイン性が高い）
■開催期間      ： 3 月 4 日(土)～3 月 14 日(火) ※一部商品は販売中
■開催場所     ： エキュート 5 館  (大宮、品川、立川、日暮里、東京)

※一部商品は、JR 東日本が運営するオンラインサービス “ネットでエキナカ” からの事前予約も可能です。    
※ネットでエキナカ URL ： http://www.net-ekinaka.com

―リリースに関するお問い合わせ―
■ ㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部 広報

Tel：03-3423-8910 Mail：pr@ecute.co.jp
エキュート公式ホームページ：http://www.ecute.jp/

※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。

※上記画像は商品の一例です。商品の詳細は、次頁の別紙にて、各店舗別にご紹介します。

㈱JR 東日本ステーションリテイリング(本社：東京都港区/代表取締役社長：貝瀬 厚)が運営するエキナカ商業施設エキュートは、
3 月 4 日(土)より、ホワイトデーキャンペーンを開催します。

今期エキュートが提案するホワイトデーでは、駅を通勤途中に利用していて、バレンタインのお返しには、ワンランク上の “ちょっといいもの”
を贈りたいと思っている男性をメインターゲットとして、①こだわり②希少性③華やかさ の 3 つのキーワードで店頭展開商品を選定。仕事で忙し
い日常を過ごしていても、相手のことを思って選ぶギフトなら、心のこもった感謝の気持ちを伝えることができるのではないか、という考えのもと、
『“特別な”「ありがとう」を贈る エキュートのホワイトデー』をキャンペーンテーマと設定しました。豊富なラインアップの中からおすすめ商品を抜
粋してご紹介します。

◎駅で買える！ワンランク上のホワイトデーギフト 【こだわり・希少性・華やかさ 3 つのキーワードで選定】
日本を代表するショコラティエ 三枝俊介氏(写真・左下)がオー
ナーシェフを務め、ビーントゥバーの工房を国内に持つ専門店「シ
ョコラティエ パレ ド オール」がエキュート東京でおすすめする商品
は、『パレドオールスペシャル』 【別紙 1-1】

“特別な”「ありがとう」を贈る エキュートのホワイトデー
～ 駅で買える！ワンランク上のホワイトデーギフト ～

開催期間：3 月 4 日（土）～3 月 14 日（火）

生まれた月の宝石を身につけると幸
福が訪れるといわれる誕生石の輝き
をチョコレートで表現しました。
【別紙 1-1】

クリームでかたどったブーケが華やか
なバタークリームのケーキ。春らしい
パステルカラーが優しい雰囲気を演
出します。【別紙 1-2】



※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・品川・日暮里・立川・大宮 運営：㈱JR東日本ステーションリテイリング 

 

別紙１-1 

 エキュート 店舗別 オススメ商品 

JR 東京駅構内 エキュート東京 

※ご紹介商品は一例です。 

期間限定 
【ショコラティエ パレ ド オール】 
パレドオールスペシャル（4個入） 
1,998円 販売期間：2/25～3/14 

日本を代表するショコラティエ三枝俊介氏がオー

ナーシェフを務めるショップ。フランスで伝統的に親

しまれている金箔をあしらった丸いフォルムのチョコ

レートに、ホワイトデー限定の華やかなハートのデ

ザインを施して詰め合わせました。 

  

期間限定 
【ハナ シュンプウ】 

誕生石ショコラ（１個） 
1,058円 販売期間：販売中～3/14 

生まれた月の宝石を身につけると幸福が訪れると

いわれる「誕生石」。そのルビーやダイヤモンドなど

の宝石の輝きをチョコレートで表現しました。 

※エキュート品川「旬風 一期一会」でも販売 

 
 

  

期間限定 
【ティラミス スペシャリテ シーキューブ】 
ホワイトチョコレートといちごのティラミス L  

1,620円 販売期間：3/1～3/14 

花の形に見立てたイチゴと、花びらに見立てたチ

ョコレートを飾りました。ホワイトデー限定のイチゴ

のティラミスです。 

※エキュート品川「シーキューブ」でも販売 

期間限定 
【空いろ】 

ほしホワイトチョコレートセット 
1,276円 販売期間：販売中～3/14 

白いんげん餡に、フランス産のクーベルチュールホ

ワイトチョコレートを合わせたビン詰めの餡「ほし」

と、スプーン型のクッキー（8本入）をご一緒に

お楽しみください。 

JR 品川駅構内 エキュート品川 

JR 日暮里駅構内 エキュート日暮里
お 

期間限定 
【パティスリー マリアージュ】 

ハートシフォン 
1,944円 販売期間：3/13～3/14 

ベリーのシフォン生地に生クリームを絞った、か

わいらしいハート型のデコレーションケーキ。ホワ

イトデーに合わせて、純白のケーキを期間限定

でご用意しました。 

期間限定 
【和楽紅屋】 
サブレフルール 

1,500円 販売期間：2/17～3/14 

お茶と花をテーマに、桜苺、オレンジアールグレイ、ラ
ベンダー柚子、ラズベリーローズヒップ、天空抹茶、
加賀棒茶の 6 種類のフレーバークリームをサンドし

た彩り華やかなサブレ。パティシエ辻口博啓氏が展
開する和スウィーツ専門店の期間限定商品です。
※エキュート上野でも販売 

期間限定 
【パティスリーアンドゥ】 

W.D. クランチバー 4種アソート
1,080円 販売期間：3/4～3/14 

抹茶、イチゴ、パッション、ミルクチョコナッツが 1

点ずつ入った華やかなクランチバーの詰め合わ

せ。サクサクの食感も楽しいホワイトデー限定の

商品です。 

エキュート品川限定 期間限定 
【ダロワイヨ】 

サブレ ショコラテ（9枚入） 
1,296円 販売期間：3/4～3/14 

シナモン風味のサブレに３種類（バニラ・ミル

ク・ビター）のショコラを乗せました。クッキーとシ

ョコラの絶妙な味わいが楽しめます。エキュート

品川でしか買えない 150 箱限定販売品で

す。 

 

エキュート日暮里限定 期間限定 
【深川 伊勢屋】 
ホワイトデー セット 

1,230円 販売期間：3/4～3/14 

白バラ、黄色バラの上品で華やかな上生菓子

が合計４点入ったセット。深川伊勢屋の職人

が一つ一つ手作りする、ホワイトデー限定の商

品です。  
 



※価格はすべて税込です。※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・品川・日暮里・立川・大宮 運営：㈱JR東日本ステーションリテイリング 

 

 

別紙１-2 

 

JR 大宮駅構内 エキュート大宮 

エキュート大宮限定 期間限定 
【パティスリープラネッツ】 

プチガトー詰め合わせ（15個入） 
3,456円 販売期間：3/4～3/14 

ひと口サイズの生ケーキを 15 種類詰め合せたス

ペシャルセット。大人数で分けたり、一人でいろい

ろな味を楽しんだりできます。100点限定販売。 
 

エキュート大宮限定 期間限定 
【ランヴェルセ】 

カップデザート詰め合わせ（6個入） 
1,944円 販売期間：3/4～3/14 

プリン2個と4種類のカップデザート（イチゴ

のパンナコッタやババロアなど）を詰め合せま

した。 

 
  

期間限定 
【ダロワイヨ】 
クールドカカオ 

2,160円 販売期間：3/4～3/14 
新作チョコレートとマカロン 4種ずつを合わせた

カラフルな詰合せ。フルーティーなチョコレートは

特に人気です。 ※エキュート品川・立川でも販売 

ホワイトデーに合わせて期間限定ショップがエキュートに登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シルスマリア（遍 amane KOKORO)】 
1982年に神奈川県平塚市にて創業したシルス
マリア。1988年には日本で初めて「生チョコレー
ト」を開発・販売したショップとして知られます。何
人もの職人によって継承された口どけなめらかで
芳醇な味は、世代を越えて楽しまれています。 

＜出店店舗・期間＞ 
東京店 出店中～3月 14日(火) 
 

【ピエール マルコリーニ】 
ベルギーチョコレートの奇才、ピエールマルコ
リーニ。2015年に王室御用達の栄誉を授
かり、世界中から注目されているショコラティ
エが、「本場ベルギーの味をそのまま」に、感
動の味を届けます。 

＜出店店舗・期間＞ 
品川店 3月 4日(土)～3月 14日(火) 
 

【ディヴォア】 
今までにないボリュームと上品な味わいの新感覚
ベルギーチョコレート。ふんわりとろける大粒トリュフ
『クリームバニラ』、カップケーキをイメージしたとろけ
る食感の『ロワイヤル』など、５種類のテイストの
繊細な味わいが楽しめます。日本限定発売。 

＜出店店舗・期間＞ 
大宮店 3月 6 日(月 )～3 月 14 日 (火) 
 

公園通りの石畳 シルスミルク  1,242円 ホワイトデー セレクション 9個入 3,564円 グラン ５個入 1,458円 

エキュート立川限定 期間限定 
【パティスリー ドゥ シェフ フジウ】 

ル プランタン 
1,400円 販売期間：3/3～3/14 

2～3 人用のアントルメ（大型のケーキ）。ピスタ

チオのムースとイチゴのムースの2層のケーキはふわ

ふわの食感が絶妙です。華やかな彩りの商品に仕

上がりました。（横 8cm・縦 8.5cm・高さ 5.5cm） 

  

期間限定 
【キャトルキャール】 
フロレアル（4号） 

3,240円 販売期間：3/11～3/14 

クリームでかたどったブーケが華やかなバタークリ

ームのケーキ。春らしいパステルカラーが優しい

雰囲気を演出します。 

  

【イルフェジュール】 
蒸ショコラ（5個入） 

965円  
シェフが「クラッシックショコラよりもチョコレートを

堪能できる商品を」と考えて開発された商

品。パッケージのデザインも一新しました。 

JR 立川駅直結 エキュート立川 

―リリースに関するお問い合わせ― 

㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部 TEL 03-3423-8910 Email pr@ecute.co.jp 
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