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※内容は変更する場合がございます。※画像はイメージです。※詳細は別紙資料をご参照ください。

－ 本資料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

株式会社 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
設エキュート大宮、品川、立川、日暮里、東京の各店において、夏の土用丑（本年は、一の丑・7月 25 日、二の丑・8月 6日）

に向けた商品を拡販します。
漁獲量の増減に左右されるほか、世界的に日本食人気が高まっていることを背景として年々需要が高まる「うなぎ」。昨

今では、うなぎではなく、あなごやさんまの蒲焼を食べる家庭もあると言われていますが、エキュートでは、古くからの慣
習に沿った品揃えを中心に展開します。豪華なうなぎ弁当のほか、食べやすくお求めやすいなどの観点から商品サイズや価
格、素材の組み合わせなどを工夫したアレンジ商品まで、幅広い品揃えを提案します。
まもなく7月7 日からインターネットでの事前予約受付を開始することにあわせて、抜粋して一部商品をご紹介します。

7 月 20 日から順次展開開始
豪華！エキュート厳選  期間限定「うなぎ駅弁」 5 選

～ 各専門店で豊富なラインアップが揃いました ～

TOPICS
（１）豪華！ エキュート厳選  期間限定「うなぎ駅弁」5 選 【別紙 1】

    ・1 尾まるごと使用したエキュート限定商品   
   ・1 折で 3 種の食べ方を楽しめる"食べ尽くし"弁当  など

（２）アレンジ！ 日本の食文化の伝統を、食べやすくアレンジしたうなぎ関連商品も続々と登場 【別紙 2】
・エキュートでの展開は今年で 4 年目。意外な相性を楽しめる"クロワッサン"
・薄焼き卵で巻いた華やかな"う巻き"が寿司専門店から登場  など

エキュート 土用の丑キャンペーン
期間 ： 一の丑 7 月 20 日（木）～7 月 25 日（火）6 日間

二の丑 8 月 4 日（金）～8 月 6 日（日）3 日間
※一部商品の販売期間は異なります。※一部商品は、7 月 7 日（金）14 時以降インターネットサイトからの事前予約が可能です。

場所  ： エキュート大宮、品川、立川、日暮里、東京
商品の一例 ： 詳細は別紙をご参照ください。



※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。※★印のある商品は、インターネットサイトでの事前予約も可能です。
※インターネットサイトとは、“ネットでエキナカ”（JR東日本が運営するショッピングサイト http://www.net-ekinaka.com）のことを指します。
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エキュート品川限定
【沼津魚がし鮨】
うなぎばらちらし
1,316円

うなぎの蒲焼きと酢飯を合わせたばらちらし。暑
い季節にもさっぱりした味が食欲をそそります。
販売期間：7月 24 日、25 日、8 月 5日、6 日

エキュート東京限定
【つきじ 喜代村】
まるごとうなぎ弁当

3,500円
大ぶりで肉厚のうなぎに香ばしいたれをからめま
した。脂ののったうなぎがまるごと1尾入った豪
快なお弁当です。（★）
販売日：7月 25 日

エキュート東京限定
【大地を守るデリ】

宮崎県産まるごとうなぎ蒲焼重
3,400円

地下天然水とこだわりのえさで育てられた宮崎
県産うなぎを、まるごと1尾無添加のたれでふ
っくらやわらかく焼き上げました。（★）
販売期間：7月 22 日～25日

エキュート品川限定
【ヴィ パレット】

うな重 山椒の香り
1,280円

自家製の甘口うなぎだれで仕上げたうなぎに有馬
山椒と大葉の香る当店自慢のうな重。（★）
販売期間：7月 20 日～25日・8 月 4日～6日

1. エキュート厳選・豪華なおすすめ商品 5選！ まるごと 1尾使用したエキュート限定うなぎ弁当など

エキュート大宮
【イーション ベジプラス】

一尾丸ごと！愛知県三河一色産鰻の
まぶし重～三味～

3,999円
愛知県三河一色産のうなぎをまるごと1尾使
用したボリューム満点のまぶし重です。
販売日：7月 25 日

エキュート立川
【おさかな処 築地 奈可嶋】

うなぎ蒲焼重（極上） ※受注生産
3,980円

静岡県浜名湖産の厳選されたうなぎを使用、特
製のたれで仕上げました。産地にこだわった逸品。
インターネットサイトでの予約期間：7月 7日～受取日
の 2日前の 12:00 受取期間：7月 20 日～25日

2. 専門店がそろうエキナカ商業施設ならではのラインアップ 期間限定商品

エキュート大宮
【築地 すし兆】
すしやのうな重
1,180円

自慢の酢飯に肉厚なうなぎをたっぷりと。この時
期にこそ食べたい一品です。（★）
販売期間：7月21 日～25 日

エキュートの品揃え

夏の土用は「大暑」に重なり非常に
暑い時期。そこで、厳しい暑さを乗り切
るために体にいいものを食べたり、丑の日
にちなんで「う」のつく食材を食べて精をつ
け無病息災を祈願する風習が生まれた
と言われています。

エキュートでは、各専門店が力を入れ
て期間限定商品を開発したほか、日本
の慣習に沿って、「う」のつく「うなぎ」や
「牛（うし）」を使い、産地にこだわった
お弁当や総菜を数多く取り揃えました。

エキュート大宮・品川・立川・日暮里限定
【てとて】

食べ尽くし！うなぎ満喫弁当 ※受注生産
5,940円

国産のうなぎ蒲焼きを使用したうな重と白焼き、
肝焼きをおかずにした、うなぎの各部位を味わえる
豪華な二段弁当。エキュート限定開発商品。
インターネットサイトでの予約期間：7月 7日～受取日
の 5日前の 15:00 受取期間：7月 20 日～25日・
8 月 4日～6日



※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。※★印のある商品は、インターネットサイトでの事前予約も可能です。
※インターネットサイトとは、“ネットでエキナカ”（JR東日本が運営するショッピングサイト http://www.net-ekinaka.com）のことを指します。
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限定

エキュート品川・日暮里
【小麦と酵母 満】
うなぎのクロワッサン
1個 360円

ふっくらとしたうなぎの蒲焼きをだし卵でとじ、サク
サクのクロワッサンに仕上げた珍しい一品。「小麦
と酵母 満」のこだわりが詰まっています。（★）
販売日：７月 25日

エキュート日暮里
【深川 伊勢屋】

深川餅
1箱8個入 580円

北海道産の小豆を使った餡で、お餅を包んで
仕上げました。中のお餅には求肥を合わせ、も
っちりとした食感が楽しめます。土用餅としても
おすすめです。（★）
※通期販売

エキュート日暮里
うなぎの混ぜ込み
【穂まれや】
1個 240円

濃厚なまぶしご飯に、鹿児島県産うなぎをふん
だんに混ぜ込みました。暑いこの季節にぴったり
のスタミナおにぎり。（★）販売期間：夏季限定
（7月20日～25日・8月4日～6日は取扱有り）

エキュート日暮里
【千駄木腰塚】

うなぎと黒毛和牛めし弁当
1,680円

国産牛の卸業者でもある千駄木腰塚の人気
商品「和牛めし」と、柔らかで肉厚なうなぎを
一度に楽しめる贅沢なお弁当。スタミナ満点
です。（★）販売期間：夏季限定（7月 20
日～25日・8 月 4日～6日は取扱有り）

エキュート東京
【奈良 天平庵】
土用あんころ餅

1箱6個入 540円
やわらかく歯切れのいい大福餅。十勝産小
豆の自家製こしあんを包んだ一口サイズの
土用餅です。1日10箱限定販売。（★）
販売期間：7月 20 日～25日

エキュート大宮
【ハンビジェ デリ】

プルコギとキムチのキンパ
1本 756円

韓国で定番人気の牛肉のプルコギと手作りにこだ
わった白菜キムチを具材にしたキンパ（韓国ののり
巻き）。牛肉の旨味とキムチ辛味のバランスが抜
群。「う」のつく牛（うし）を使用した、夏期限定
商品。（★）販売期間：7月 19 日～25日

エキュート大宮
【ゐざさ】

うなぎの巻物
1本 1,080円

夏を彩る風物詩「うなぎ」の濃厚な旨みを得意
の酢飯と合わせ薄焼玉子で仕上げたゐざさ自
慢の一品です。（★）
販売期間：7月 24 日、25 日

エキュート日暮里
【若廣】

うなぎと穴子の食べ比べ丼
1,480円

ふっくらとした柔らかなうなぎの蒲焼きと、大葉
をあえた上品な味わいの穴子の蒲焼きの食べ
比べが出来る贅沢な一品です。（★）
販売期間：7月 14 日～8月 6日

3. 手軽にうなぎを味わえるアレンジ商品 素材の組み合わせやサイズを工夫しました

エキュート大宮・品川
【いなり専門店「豆狸」】

うなぎいなり
1個 360円

国産のうなぎを使用したボリューム満点のいなり
ずしです。甘く煮たお揚げとうなぎの相性が絶
品。（★品川のみ）販売期間：7月 18 日～25
日・8月4日～6日（大宮）／7月20日～25日・
8 月 4日～6日（品川）

4. うなぎ以外にも、日本古来の風習に沿った商品を展開


