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2021年11月1日(月)
株式会社JR東日本クロスステーション
デベロップメントカンパニー

JR品川駅エキナカ商業施設

「エキュート品川」がリニューアルオープン
忙しい日々にクイックに寄り添う、気持ち華やぐひとときを提供する
新しい『エキュート品川』がはじまります

12月１日 (水) 9：00オープン
株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都渋谷区
、カンパニー長：杉村 晶生）は、2021年12月1日(水) 9：00に「エキュート品川」惣菜・ス
イーツゾーンをリニューアルオープンします。品川駅の中心的エリアを一新する本リニューア
ルでは、忙しい日々の食が華やぐような惣菜・スイーツを拡充させ、新業態2ブランドのほか初
出店ショップが多数登場します。今日の夕飯のプラス1品をクイックに、話題のスイーツで大切
な人と囲む食事を華やかに…「あってよかった」と思える便利なラインナップで皆さまをお迎
えします。移動が特別になった今だからこそ、お客さまの通勤や旅の道中が、便利に、より楽
しくなる商品を提供します。
また、本リニューアルに合わせて、施設名称を「エキュート品川 サウス」から「エキュート
品川」に統一いたします。新しく生まれ変わる「エキュート品川」に、どうぞご期待下さい。

画像はイメージです

●報道関係者からのお問合せ●
JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーPR事務局（サニーサイドアップ内）
担当：戸田、王
TEL：03-6894-3200

MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

掲載情報は11月1日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。
大変お手数ですがご紹介の際は、PR事務局（サニーサイドアップ内）にご一報お願いいたします。

（2/8）

施設名称 統合
より分かりやすいご案内を目指し、本リニューアルの開業を機に施設名称を「エキュート品川
サウス」から「エキュート品川」へ統合し、ゾーン名称を新設いたします。

コンセプト
毎日通る駅だからこそ、お客さまに対して常に新しい提案を続けることをMDコンセプトとして
定めました。その上で、今回のリニューアル対象ゾーンをお客さまの利用シーンを踏まえた2つ
のエリアに分け、お客さまのスムーズな買い回りを意識したエリア分けを行いました。

リニューアル対象エリア

360° ひとめぼれシアター
（スイーツエリア）

Life base PIT
（弁当・惣菜エリア）

360° ひとめぼれ
シアター

私の記憶に残る新しさ
私の価値観を刺激する発見

トビラをくぐれば
キラキラした品々が勢ぞろい。
ひとめぼれしてしまうような
一品を見つけられる
スイーツエリア

忙しい日々のニーズに
クイックに対応し、
暮らしのベース（土台）
となることを目指す
弁当・惣菜エリア

忙しい日常と足早な移動の中でも
新しさや変化を感じられる
ご提案や商品を分かりやすく
目を惹くかたちで表現します。

色と光を印象的に使い、
一体感とカラフルで華やかさのある空間をつくりました

（価格は全て税込）
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新業態ショップのご紹介
新業態

Very Ruby Cut（ベリー ルビー カット）【洋菓子】

華やかなNEWスイーツブランド第１号店が品川から誕生。「ルビー色
のお菓子」をテーマに作りあげた、とろける宝石スイーツたちの世界
を楽しんで！美しいビーズアートフラワーが描かれた可憐なパッケー
ジから広がるのは、濃厚なコクのボンボンショコラクッキーにキャラ
メルデザートケーキ、香り爽やかなジェリー＆グミも。
ふわっと瑞々しい美味しさがたまらない、ルビー色が輝くフレッシュ
レアチーズケーキの花束「ルビーカラーブーケ」にも注目！
【代表商品】ベリールビーカット
４個入オリジナル缶／ウィンター缶 各1,188円
まるで宝石箱そのもの！クッキーに縁どられたボンボンショコラの
コレクションです。色とりどりのショコラの宝石たちの中から、
果実や木の実のコンフィチュールがとろっとあふれだします。
【キャンペーン】オリジナルマスクカバー プレゼント
Very Ruby Cutで税込1,620円以上お買上げのお客さまにおしゃれ
なオリジナルマスクカバーをおひとつプレゼント。ブランドのモノ
グラムで可愛くドレスアップした特製品です。
※実施期間：12/1～12/7
※各日 先着500名

新業態

FiOLATTE（フィオラッテ）【洋菓子】

ラテアートをテーマにしたスイーツを展開する新ブランド。
“目にも美しく、ゆえに飲むたび心華やぐ”をキャッチコピーに、
召し上がって頂く皆様が、華やかな気持ちになるようにと想いを込め
ました。ラテにラムレーズンやキャラメル、チョコレートなどを組み
合わせ、新たなハーモニーが誕生。おうち時間をゆっくりと過ごすひ
と時に。大切なあの人への贈り物に。様々なシチュエーションに「Ｆ
ｉＯＬＡＴＴＥ」のスイーツはいかがでしょうか。ラテの香りに包ま
れながら、ほんのりやさしく甘いスイーツをお楽しみください。
【代表商品】ダックワーズサンド
3個入 1,620円
ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、
ほんのりとシナモン香るサクサクなダックワーズ生地でサンド。
ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しい、濃厚で贅沢な逸品。
※1日限定100個

【キャンペーン】FiOLATTEオープン記念 ノベルティ
FiOLATTEオープン記念として、1,620円(税込)以上お買い上げの
お客さまへブランドオリジナル巾着袋とフィナンシェ1個をプレゼント！
※限定1日200個（期間：12/1～12/7 、各日在庫無くなり次第終了）

（価格は全て税込）
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初出店ショップのご紹介
エキュート
初出店

東急ストア フードステーションミニ 【デリ】

東京・神奈川を中心に展開するスーパーマーケット「東急ストア」がお
届けするデリカ専門店です。バランスの取れたお弁当や、車内のお供に
ぴったりなお惣菜やおつまみなど、日々ご利用いただける商品を種類豊
富に取り揃えております。朝食や職場でのランチ、夕食の一品など幅広
いシーンでご利用いただけます。
【代表商品】
A：おかず満載松花堂弁当
B：海老と帆立の彩りお重
C：フランク＆ガーリックシュリンプ

B
A

1パック 950円
1パック 950円
1パック 594円
C

エキュート
初出店

日本橋 天丼 天むす 金子半之助【デリ】

東京・日本橋に本店を構える江戸前天丼専門店。「金子半之助をご自宅
で」をコンセプトに、大好評の天丼3種に加え、数量限定人気商品の「天
むす」「海老天押し寿司」もご用意しております。知る人ぞ知る、金子
半之助の天丼弁当、是非ご賞味ください。
【開業限定商品】海老と小柱のかき揚げ丼
1個 1,280円
甘みが強い海老と小柱を贅沢に揚げ、秘伝のたれをしみこませた、人気
のかき揚げです。金子半之助の天丼を召し上がったことのある方に是非
おすすめです。新しい金子半之助を是非ご賞味ください。
※開業から1週間限定
※1日限定 30食

エキュート
品川初出店

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り【デリ】

「冷たいけど温かい」忘れ去られた作り手の温もり。おいしいごはんに
削りたての鰹粉。海苔は初摘みの青混ぜ。最高級の有明海苔に煮きりし
た特製割醤油を刷毛で塗り込むことで海苔はスッと切れます。蓋を開け
たときに広がる海苔の香り。おかずは「家庭料理の最上級」を目指し徹
底的に手作りにこだわります。
【開業限定商品】「山登り」の穴子巻
1個 1,296円
ふっくら焼き上げた穴子を使用した太巻き。海苔巻には山登り自慢の
コシの強い瀬戸内産焼海苔を。海苔弁に使用している有明産の海苔との
食べ比べも楽しいです。
※12/1～12/31までの取扱い
※1日限定20食

（価格は全て税込）
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エキュート
初出店

菓匠三全【和洋菓子】

令和の時代に、新たな日本の銘菓をめざし、仙台銘菓「萩の月」の姉
妹品「萩の調 煌」が生まれました。光り輝くイメージを表現した「萩
の調 煌」から始まる新しい日本の銘菓づくりをしてまいります。
【代表商品】萩の調 煌 ホワイト
６個入 1,200円
「ホワイトエッグ」をもちい、独自の製法で「ホワイトクリーム」を
炊き上げました。白いカステラ生地でつつみ、食べやすい大きさに
仕上げております。

エキュート
初出店

フェルム ラ・テール 美瑛【洋菓子】

「自然に生きる」をコンセプトに美瑛町を中心に北海道のおいしい素
材を積極的に使ったお菓子をおつくりする北海道発ブランド。北のご
ちそう「バターチーズサンド 」はサクホロッ食感のサブレで贅沢な
バター＆チーズクリームをサンドしました人気商品。北海道美瑛産小
麦など国産素材を中心に大地の恵みを生み出す全国の生産者の方たち
と物づくりをしていきます。

エキュート
品川初出店

HANAGATAYA（ハナガタヤ）【土産・弁当】

舞台における花形役者のように、人々の気持ちが”華やぐ”名品を揃えた
いーー。HANAGATAYAの名前には、そんな思いが込められています。
食の総合セレクトショップとして、“東京みやげ”にふさわしい人気銘菓
、選ぶ楽しみのあるお菓子、季節の限定商品まで、厳選したお土産や
お弁当をセレクトしました。

エキュート
品川初出店

魚力 海鮮寿司【寿司】

鮮魚専門店「魚力」直営の持ち帰り寿司専門店。豊洲市場で当社バイ
ヤーが吟味した生ネタを中心に、シャリにもこだわった商品ラインナ
ップで季節感あふれる素材のおいしさをご賞味ください。ご予約も承
りますのでお気軽にお申し付けください。

（価格は全て税込）
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新商品を携えて再出店！
ヨックモック【洋菓子】
日々のご褒美にぴったりなクッキーをヨックモックがお届けします。
「MY YOKUMOKU」では、手のひらサイズの紙箱パッケージを
ご用意し、様々な気分に合わせて手軽にクッキーをお選びいただきやす
くなりました。
『あなたのお気に入り』のクッキーを探してみてはいかがですか？
【おすすめ商品】バトー ドゥ マカダミア
1箱（3枚入） 345円
サブレ生地にマカデミアナッツをのせ、ミルクチョコレートで包みま
した。ヨックモックの社員投票で上位にランクインする隠れたひと品
です。頑張った自分にご褒美を…贅沢で濃厚な味わいをお楽しみくだ
さい。

coneri品川【洋菓子】
サクサクとした食感で気分まで軽やかにするパイの専門店です。職人の
手わざにこだわった新商品をリニューアルに合わせて開発しました。お土
産にもご自宅でのティータイムにもパイをお愉しみください。
【品川限定】品川ミルフィーユ
1個 648円
職人の手わざで層を重ねたサクサクのパイ生地と口どけのよいカスター
ドソースにマスカルポーネチーズを忍ばせたエキュート品川店限定のミ
ルフィーユです。紅茶やコーヒーと合わせてパイのある幸福な時間を。
※1日限定100個

八天堂【和洋菓子】
八天堂は、昭和8年、広島県みはら港町にて創業。長年の技術と伝統を受
け継ぎ、「和」と「洋」を融合させたこれまでのパンの常識にない、新
たなパンの概念を生み出しました。何度食べても飽きが来ない、口溶け
豊かな「くりーむパン」は絶品です。
【品川限定】八天堂ぶどう園から生まれたくりーむパン ぶどう
1個 320円
八天堂ぶどう園で採れたぶどうを使用してジャムを作りました。
くちどけ良いくりーむにぶどうの風味豊かなジャムが入った逸品です。
※1日限定100個

京橋千疋屋【洋菓子】
旬の果物をたっぷり使った自家製のカップデザートをはじめ、発酵バタ
ーや卵など上質な材料にこだわった焼き菓子を取り揃えております。
【品川限定】マスクメロンとヨーグルトムースのグラスデザート
1個 756円
静岡県産温室マスクメロンと相性の良いヨーグルトムースで爽やかな
後味をお楽しみください。
※数量限定
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■ショップ・開業記念キャンペーン一覧
ショップ名

業態

開業記念キャンペーン内容

ベリー ルビー カット

洋菓子

1,620円（税込）以上お買い上げのお客さまにオリジナルマスク
カバーをプレゼント（12/1～12/7まで、各日先着500名様）

「ひとめぼれシアター」
（イベント区画）

イベント区画

12/1～12/12まで
創業90年問屋の最高級青果使用
フルーツどら焼き「EBISU青果堂」が出店

洋菓子

人気の焼菓子を詰め合わせたお得なセット（1,620円）を期間限
定で販売（限定50個、無くなり次第終了）

洋菓子

「クレームサブレ 6個詰め」を期間限定でお得な価格で販売（
12/1～12/12まで、1日限定50点）

和洋菓子

オリジナルチョコクリームをショコラ風味のカステラで包んだ「
萩の調（6個入り1,760円）」を期間限定で取扱い（12/1～終了
日未定）

京橋千疋屋

洋菓子

商品をご購入されたお客さまへ「白桃ワッフル」を1個プレゼン
ト（12/1～12/3、各日先着100個）

フィオラッテ

洋菓子

1,620円（税込）以上お買い上げのお客さまへブランドオリジナ
ル巾着袋とフィナンシェ1個をプレゼント（12/1～12/7まで、1
日限定200個）

8

ヨックモック

洋菓子

3,240円（税込）以上お買い上げのお客さまに「シガールエコバ
ック」をプレゼント（限定200点、無くなり次第終了）

9

coneri品川

洋菓子

特製トートバックに入れた開業記念セット（2,268円）をご用意
（限定50点、無くなり次第終了）

1

新業態

2

3

エキュート初出店 フェルム ラ・テール美瑛

4

5

柿の木坂 キャトル

エキュート初出店 菓匠三全

6

7

新業態

10

サンドイッチハウス メルヘン

ベーカリー

①1,080円（税込）以上お買い上げのお客さまにオリジナルドリ
ップコーヒーを1袋プレゼント！もしくは、2,160円（税込）以
上でメルヘンロゴ付きエコバッグをプレゼント！（数量限定200
個、無くなり次第終了）（いずれも12/1～12/3まで）
②「三元豚ロースカツ」と「苺とシャインマスカット生クリーム
」をお得な価格で販売（12/1～12/7まで）

11

おむすび百千

デリ
（おにぎり）

過去の人気商品「スパムおむすび（290円）」を期間限定で取扱
い（12/1～12月中旬まで）

12

神戸コロッケ

デリ

人気コロッケ5点が入った「リニューアル記念 お土産バッグ（
1,080円）」を期間限定で販売（12/1～12月中旬まで）

13

カンナムキンパ

デリ

キンパ4種類が楽しめる人気セットを期間限定でお得な価格で販
売（12/1～12/3まで、1日限定30セット）

14

ねんりん家

洋菓子

1,620円（税込）以上お買上げのお客さまに「ひとくちバームブ
ラウニー」を1個プレゼント
（12/1～12/5まで、各日先着300名様）

15

塚田農場 OBENTO＆DELI

デリ

―

デリ

開業限定商品「海老と小柱のかき揚げ弁当（1,280円）」を販売
（12/1～12/7まで）

16

エキュート初出店 日本橋 天丼 天むす 金子半之助
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ハナガタヤ

土産・弁当

「石屋商事」のクリスマスチョコレート（9個入 700円、20個入
1,400円）を期間限定で取扱い（12/1～12/25まで）

18

豊島屋

和洋菓子

かわいい手提げ型の鎌倉本店限定パッケージを数量限定で取扱い
（限定300点、無くなり次第終了）

19

八天堂

和洋菓子

―

17

エキュート品川
初出店

20

エキュート品川
初出店

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り

デリ

開業限定商品「”山登り”の穴子巻（1,296円）」を販売（12/1～
12/31まで、1日限定20食）

21

エキュート初出店

東急ストア
フードステーションミニ

デリ

―

イーション

デリ

―

魚力 海鮮寿司

デリ（寿司）

鮮魚専門店のこだわり海鮮ネタをたっぷりと使用した「魚屋の海
宝丼」をお得な価格で販売（12/1～12/7まで）

24

鳥麻

デリ（焼鳥）

焼鳥の人気アイテム7点のお得な詰合せ（999円）を期間限定で
取扱い（12/1～12/7まで、1日限定20点）

25

アール・エフ・ワン

デリ

オリジナルエコバッグ付き、人気商品を詰め合わせたお得なラッ
キーバッグ（2,300円）を販売（12/1のみ、限定20点）

22

23

エキュート品川
初出店

株式会社JR東日本クロスステーションについて
商

号：株式会社JR東日本クロスステーション

本

社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8

設

立：2021年（令和3年）4月1日

サウスゲート新宿ビル6階

代表取締役社長：西野 史尚
資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）
デベロップメントカンパニーについて：

エキナカニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「ecute」や「GRANSTA」等のエキナカ
商業施設を展開する事業を行っています。
各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。
また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。
主な運営施設：エキュート、グランスタ

