【報道関係者各位】

2022年6月30日(木)
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

エキナカ商業施設「エキュート」
夏を感じるフェア情報
TOPIC1. 8月2日は「ハーブの日」※1「スパイス＆ハーブフェア」開催
協力：
期間：7月11日（月）～8月7日（日）
対象施設：エキュート品川
※1エスビー食品株式会社が8月2日を「ハーブの日」と制定

TOPIC2. 常夏気分を味わえる「トロピカルサマーフェア」開催
期間：7月11日（月）～7月31日（日）
対象施設：エキュート日暮里

(商品の一例)
おすすめ商品は次ページをご覧ください。

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、エキナカ商業施設「エキュート品川」にて、「スパイス＆ハーブフェア」を開催します。期間
中は、暑い季節に食べたいスパイシーメニューや、ハーブの効いた爽やかなメニューを多数取り揃えます。ま
た、国内スパイス市場シェア1位※2のエスビー食品株式会社による「ハーブの日」を、よりお楽しみいただくた
めのイベント等も実施いたします。
また、「エキュート日暮里」では、夏を感じられるみずみずしいフルーツを使用した商品や洋菓子店「パテ
ィスリーラヴィアンレーヴ」のパティシエたちが工夫を凝らしたスイーツを展開いたします。ぜひご注目くだ
さい。
※2インテージSRI＋ スパイス市場 推計販売金額 2021年6月～2022年5月
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（価格は全て税込み）

Topic1．8月2日はハーブの日※1「スパイス＆ハーブフェア」開催
本格的に暑さが増す、8月2日の「ハーブの日」に合わせて、エキュート品川で
は、 7月11日（月）～8月7日（日）の期間、「スパイス＆ハーブフェア」を開
催いたします。
食欲が減退する暑い季節に食べたいスパイシーメニューや、ハーブの効いた爽
やかなメニューを多数取り揃えます。

■キービジュアルイメージ

※1エスビー食品株式会社が8月2日を「ハーブの日」と制定

■「スパイス＆ハーブフェア」開催概要
期間：7月11日（月）～8月7日（日）
場所：エキュート品川
内容：スパイスやハーブの効いたメニュー
フェアURL：https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/2290
(7月11日(月) 7:00より公開予定)

夏を乗り切る、スパイスやハーブを使用した食欲アップメニュー

NEW エキュート品川限定
「3種ソースのスパイシーカレー」
（イートイン 1,180円）
ショップ名：スパイスファクトリー
夏バテ解消！3種のスパイスカレー
を食べて元気をチャージ！
販売期間：7/11～8/7

NEW
「カレーちらし」
（テイクアウト 980円）
ショップ名：ヴィ パレット
旬の夏野菜と大豆ミートをスパ
イス香るカレー味で味付けしま
した。ビネガーライスでスパイ
シーながらもさっぱりとした味
わいに仕上げました。
販売期間：7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「デビルチキンカレー」
（イートイン 880円）
ショップ名：ミスターチキン鶏飯
店
大量の唐辛子を使った、火を噴く
ように辛い事からこのような名前
がついたマレーシアのカレー料理
です。
販売期間：7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「スパイス３貫セット」
（イートイン 550円）
ショップ名：立喰い寿司 魚がし日本一
カツオにはごま油と塩、生サーモン
にはバジルとクリームチーズ、塩締
めマグロにはゆず胡椒をトッピング
しています。
和・洋・中の組み合わせのお寿司を
お楽しみください。
販売期間：7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「黒毛和牛ピリ辛牛すじ焼きそば」
（テイクアウト 780円）
ショップ名：肉卸 小島
肉屋ならではの赤身がたくさんつい
た牛すじを使用しました。牛すじの
旨味をたっぷり感じられる人気の焼
きそばを、ピリ辛味にアレンジしま
した。
販売期間：7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「バジル香る マグロホホ肉のフリッ
ト」
（イートイン 1,480円）
ショップ名：カッフェ クラシカ
一口食べるとマグロのうまみとバジ
ルの香りが広がり、フリットなのに
軽い仕上りです。季節のお野菜と共
にお召し上がりください。
販売期間：7/11～8/7
※17時より販売
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（価格は全て税込み）

NEW エキュート品川限定
「12種のスパイスを使ったグリル
チキン」
（テイクアウト 680円）
ショップ名：つばめグリルDELI
つばめグリルの総料理長が自ら調合
した12種類のスパイスで夏にぴった
りのグリルチキンです。店内キッチ
ンで香ばしく焼き上げます。
販売期間： 7/11～8/7

NEW
「グリーンカレーむすび」
（テイクアウト 1個260円）
ショップ名：百千
本場タイのスパイスに爽やかなバ
ジルが香る、夏にとっておきの一
品をぜひお楽しみください。
販売期間： 7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「スパイシーマトンのドライカレー
ライス」
（イートイン 1,480円）
ショップ名：タミルズ
オリジナルのスパイスブレンドで香
ばしく焼き上げたマトン。自家製タ
ーメリックライスとフレッシュ野菜
でバランスよくいただけます。
販売期間：7/11～8/7

スパイスを味のアクセントに！スイーツ＆ベーカリー

NEW エキュート品川限定
「プティ パルフェ アナナスエピ
ス」
（テイクアウト 1個756円）
ショップ名：ダロワイヨ
パイナップルのジュレとムースを
重ね、苺とパイナップルを飾りま
した。ジンジャーと山椒で香りづ
けした爽やかなヴェリーヌです。
販売期間：7/11～8/7

「パン・ポルカ・パルタジェ」
（テイクアウト 1/2サイズ453
円）
ショップ名：ポール
にんにくやパセリをたっぷり使
った、ビールやワインにぴった
りのスパイシーなパンです。
販売期間： 7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「スパイスアップルパイ」
（テイクアウト 1,620円）
ショップ名：マイスターシュトュ
ック ユーハイム
シナモンとカルダモンの香りが楽
しめるアップルパイです。生クリ
ームとスパイスの組み合わせがい
つもと違う高級な味わいを演出し
ます。
販売期間：7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「スパイシーみたらし団子」
（テイクアウト 1個540円）
ショップ名：ふるや古賀音庵
昔ながらのみたらしのタレに生姜
を加え、ぴりりと効かせたやわら
かなお団子です。
販売期間： 7/11～8/7
※9時30分頃より販売開始予定

「アップルシナモンカスター生ク
リーム」
（テイクアウト 2切入496円）
ショップ名：サンドイッチハウス
メルヘン
シロップ漬けのアップルにたっぷ
りシナモンを振りかけ、カスター
ドと生クリームで挟んだアップル
パイ風のスイーツサンドイッチで
す。
販売期間： 7/11～8/7

NEW エキュート品川限定
「焙茶ジンジャーエール」
（テイクアウト 1杯500円）
ショップ名：加賀棒茶 丸八製茶場
夏の焙茶をスパイスと合わせた、爽
快かつ奥行きを感じる1杯です。
販売期間： 7/11～8/7
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「 スパイス＆ハーブフェア」期間中のイベント
１．一条もんこ先生(スパイス料理研究家)と「シターラダイナー(インド料理店)」のシェフによ
るトークイベント
・日時：7月18日（月・祝）午後開始予定
・場所：エキュート品川 2 階「シターラダイナー」
・人数：10～15名程度
・応募方法：ECサイト「ネットでエキナカ」にて応募券を販売開始予定です。
・URL：https://www.ecute.jp/shinagawa/campaign/2290 (7月11日(月) 7:00より公開予定)
・内容：一条もんこ先生（スパイス料理研究家）とシターラダイナー(インド料理店)のシェフによる「インド料理における
フレッシュハーブ使い（パクチーやミントなど）」をテーマにしたトークイベント（飲食有）を実施予定。ハーブにちなん
だお土産もご用意しています。

２．8月2日は「ハーブの日」 フレッシュハーブで楽しむモクテル
・日時：8月2日（火）午前開始予定
・場所：エキュート品川 2 階「常陸野ブルーイング品川 Beer&Cafe（ビアカフェ） 」
・人数：20名程度
・応募方法：ECサイト「ネットでエキナカ」にて応募券を販売開始予定です。
・内容：8月2日「ハーブの日」にモクテル（ノンアルコールカクテル）を楽しみながら、ハーブの香りや魅力
をご体感いただけます。「ハーブの日」の紹介、エスビー食品のスパイス ＆ ハーブマスターによるセミナー形
式でフレッシュハーブの魅力・楽しみ方をご紹介いたします。モクテルの試飲や、お土産にS&Bバジル苗を予定
しています。

３．Twitterプレゼントキャンペーン
・期間：7月19日（火）～8月2日（火）
・内容：8月2日「ハーブの日」にちなみ、エスビー食品のハーブ関連商品セットが当たるキャンペーンを、エ
スビー食品公式Twitterで実施いたします。
・当選人数：20名
・賞品：エスビー食品のハーブ関連商品セット
・応募方法：エスビー食品公式Twitterにて7月19日に投稿されるキャンペーン対象ツイートからご参加ください。
エスビー食品公式Twitter：https://twitter.com/sbfoods_jp／

４．ノベルティプレゼント
エキュート品川でキャンペーン対象商品をお買い上げのお客さまに、「ハ（8）ーブ（2）の日」にちなみ、
先着820名さまに、エスビー食品のハーブ関連商品を対象ショップにて配布いたします。
・配布期間：7月11日（月）～8月7日（日）※なくなり次第終了となります
・配布ショップ：エキュート品川「スパイス＆ハーブフェア」商品取り扱いショップ
・ノベルティ内容
※一会計につき、1個のお渡しです。
※いずれか1つのお渡しとなり、選べませんのでご了承ください。
※配布内容は変更の可能性があります。

■「

」 とは

「スパイス＆ハーブ」のリーディングカンパニーとして、
国産初のカレー粉をはじめ、スパイスやカレー、わさび、
フレッシュハーブなど、日本の食卓を彩るさまざまな商品
をお届けしています。
公式HP ：https://www.sbfoods.co.jp/
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（価格は全て税込み）

Topic２．エキュート日暮里「トロピカルサマーフェア」開催
エキュート日暮里では、一足早く夏を感じられるようにトロピカルフルーツを使用した商品を取り揃えます。
また、イベントスペース「himekuri」にて、足立区梅島の洋菓子店「パティスリーラヴィアンレーヴ」から若手
パティシエが腕を振るった新ブランド「クレアチュールデレーヴ」としてエキュート日暮里に初出店いたします。
パティシエたちにこの期間だけしか味わえないエキュート日暮里限定のスイーツを多数開発いただきました。10
人のパティシエがトロピカルを個性豊かに表現した十人十色のラインナップです。
■「トロピカルサマーフェア」開催概要
期間：7月11日（月）～7月31日（日）
場所：エキュート日暮里
内容：トロピカルフルーツを使用したメニューや、7月19日から洋菓子店「パティスリーラヴィアンレーヴ」の
パティシエたちのスイーツ販売
URL:https://www.ecute.jp/nippori (※7月11日(月) 9:00より公開予定)
イベント「クレアチュールデレーヴ」出店期間：7/19(火)～7/31(日)

常夏気分を味わえるトロピカルメニュー

NEW エキュート日暮里限定
「フルール・ド・ソレイユ」
（テイクアウト 1ピース853円）
ショップ名：フルーツピークス ア
ルティザン
バラに見立てたマンゴーが彩られ、
旬の果物がたっぷり入った限定タル
トです。ギフトにもおすすめです。
販売期間：7/11～7/31
※画像は10ピース(１ホール)です

NEW
「たまご屋さんが本気で作ったク
リームパイ -トライフル-」
（テイクアウト 1個490円）
ショップ名：オーヴォ
サクサクのパイ生地の中には磨宝
卵ゴールドを使用した濃厚なクリ
ームがたっぷり。更にクリームの
中には刻んだトロピカルフルーツ
が入っています。
販売期間：7/11～7/31

「トロピカルカップ」
（テイクアウト 1個540円）
ショップ名：パティスリー アン
ドゥ
ココナッツやマンゴー、パッショ
ンフルーツゼリーなど夏を感じる
素材を詰め込んだトロピカル気分
を一度に感じられる一品です。
販売期間：7/11～7/31

十人十色の常夏スイーツ「クレアチュールデレーヴ」

NEW エキュート日暮里限定
「フラミンゴ・レディ」
（テイクアウト 1個640円）
牧由依菜 作
爽やかなレモンジュレに、桃や
パイナップルも楽しめます。パ
チパチキャンディがアクセント
に。
販売期間： 7/19～7/31

NEW エキュート日暮里限定
「マンゴーカプレーゼ」
（テイクアウト 1個640円）
海老根大地 作
さっぱりとしたマンゴーを使用
したカプレーゼです。オリーブ
オイルをかけながらお召し上が
りください。
販売期間： 7/19～7/31

NEW エキュート日暮里限定
「Ouef(ウフ)」
（テイクアウト 1個540円）
小林あみ 作
コク深いミルクの杏仁ムースと、
甘酸っぱいパッション＆マンゴー
ムースのマリアージュを楽しめま
す。
販売期間： 7/19～7/31

クレアチュールデレーヴとは…足立区梅島に本店を構える「パティスリーラヴィアンレーヴ」
の新進気鋭の若手パティシエたちが考えた新ブランドです。
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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
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