
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、運営するエキナカ商業施設「エキュート」各館、東京駅「グランスタ」などにて、2023
年1月23日（月）～2月14日(火)までの期間、『バレンタインフェア チョコでわたしを満たす自己チューバ
レンタイン』を開催します。東京駅「エキュート」「グランスタ」では、贅沢で特別感のあるチョコレート
ギフトを多数取り揃えます。また、「エキュート」各館では、バラエティ豊かなチョコレートギフトに加え
て家族やパートナーとたのしむスイーツが勢ぞろいします。今だけの限定スイーツにもご注目ください。

エキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」

『バレンタインフェア』開催！

■Topic1．東京駅で買える！贅沢で特別感のあるチョコレートギフト

■Topic2．エキュートで揃うチョコレートギフト

■Topic4．期間限定イベントショップ ほか
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2023年1月12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

掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

■Topic3．家族やパートナーとたのしむスイーツ♡

♡チョコでわたしを満たす自己チューバレンタイン♡



Topic1．東京駅で買える！贅沢で特別感のあるチョコレートギフト

チョコレート8個詰合せ
Made in ピエール・エルメ

（グランスタ東京）
1箱 3,510円

A:ビスチョッコ B:クロカンテ
CACAO HUNTERS Plus

（グランスタ東京）
各 4,649円

KASA-NETA チョコバターサンド
あまみカオリ研究所
（グランスタ東京）

1箱 850円

テーマは「ネオンバレンタイン」。
白黒を基調としたいつもと異なるネ
オンカラーの鮮やかなパッケージで
ご用意しました。

羊羹 au ショコラ
とらや

（グランスタ東京）
1,944円

フェアリークリームウィッチ
ショコラ塩キャラメルバターサンド

Fairycake Fair
（グランスタ東京）
5個入 2,000円

A:アロマ生チョコレートAMAOU
B:アロマ生チョコレートMAISON

(マスカット)
MAISON CACAO（グランスタ東京）

A:3,024円 B:3,240円

ほのかにラム酒が香る、チョコレート
風味の一口サイズ羊羹。カカオと小豆
の相性のよさをお楽しみください。
※販売期間：2/9～なくなり次第終了

熟成生トリュフ
A:あまおう苺 B:純米大吟醸
和楽紅屋（エキュート東京）

各 2,700円

チョコレートのクグロフ
東洋軒 東京ステーション
（グランスタ東京）

1個 3,200円

ハンターズの香り高いハイカカオチョ
コレート３種類をベースに、サブレで
サンドした「ビスチョッコ」と、ナッ
ツなどを練りこんだザクザク食感の
「クロカンテ」。鮮やかなカラーの缶
がキュートでギフトにもおすすめ。

独特な旨み・香り・深みのある発酵食
材とショコラを合わせ、じっくり熟成
させ更なるおいしさを引き出しました。
素材との一体感とみずみずしさ、極上
の口どけをお楽しみください。

ヌーヴェル セレクション ９個入り
ピエール マルコリーニ
（グランスタ東京）

1箱 3,996円

フランス・アルザス地方のお菓子「ク
グロフ」。ブランデー漬けのレーズン
を加えしっとりと焼き上げたチョコレ
ート香るケーキです。
※グランスタ東京限定

今年のバレンタインコレクションのテ
ーマ「Touching hearts」モチーフの
パッケージに新作の「レ クール ヌー
ヴォ」シリーズ6種とブランドを代表
する赤いハートの「クール フランボ
ワーズ」などを詰め合わせた贅沢なア
ソートメント。

ほろっと食感のチョコクッキーに2種
のカシスとキャラメルクリームをサン
ドしました。
※グランスタ東京限定

自家製「塩キャラメルソース」入りの
生バタークリームをダークチョコレー
トがけしたカカオビスケットでサンド
した贅沢な味わい。ほろ苦いカカオニ
ブがアクセント。

究極の口溶けにこだわったアロマ生チ
ョコ専門店の2023年新作コレクショ
ンから、瑞々しいシャインマスカット
と味わいの濃いあまおうのフレーバー
が登場。
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Topic2．エキュートで揃うチョコレートギフト

（3/7） （価格は全て税込です）

QBGはちみつ
ボンボンショコラ 8個入

パティスリーQBG
（エキュート品川）

1箱 2,980円

ジュエリーアートショコラ
ベリールビーカット
（エキュート品川）
各1個 799円

コンフィチュール入りの宝⽯ショコラ
をあしらった、華やかな香りあふれる
オリジナルのタブレットショコラ。

かきたねショコラ イチゴチョコレート
かきたねキッチン
（エキュート上野）
1箱6袋入 648円

フリーズドライのいちごパウダー
が入った濃厚いちごチョコレート
を使用した、甘酸っぱい味わいの
かきたねショコラです。

数種類の素材とはちみつを掛け合わ
せた本格ショコラ。自然の恵みをた
っぷりと詰め込みました。
※なくなり次第終了

生カヌレ
（ベリー、キャラメル、ピスタチ
オ、ソルト、チョコ、プラリネ）

オーヴォ
（エキュート日暮里・大宮）

各1個 380円

チョコレートバルブキューブ
ベルプラージュ

（エキュート上野）
1セット 864円

薄いチョコレートのシェルの中に、
クリーミーなチョコレートを詰め込
んでいます。なめらかな舌触りをお
楽しみください。

フルーティーチーズチョコレ―ト
ナウオンチーズ♪
（エキュート大宮）

1箱(6個入) 1,296円

ホワイトチョコレートにチェダーチーズ
をブレンドしたほんのり塩味のあるなめ
らかなチョコレート。中からは、赤いク
ランベリーと黄色のマンゴーで華やかさ
と味わいの変化を楽しめるチーズスイー
ツ専門店のチョコレート。
※新商品

外はカリッと、中はもっちり。噛む
たびにラム酒とバニラの味わいが口
いっぱいに広がるカヌレに6種類のク
リームを合わせました。
※エキュート限定

ボンボンショコラ
パティスリー ドゥ シェフ フジウ

（エキュート立川）
1箱6個入 1,600円

タルト・オ・ショコラ
フルーリア

（エキュート立川）
2個入 1,080円

グラハムクラッカーを使用したサクサ
クの生地にメレンゲクランチを敷き、
ナッツ風味のジャンドゥーヤとストロ
ベリーのフィリングをそれぞれ流し込
んだ可愛いらしいタルトです。

フジウこだわりのチョコレート6粒入
り。フルーツや紅茶などのガナッシ
ュが香ります。
※セット内容は変更になる場合がご
ざいます。

フロマージュ・デ・キューブショコラ
青山フロマージュ

（エキュート大宮 ノース）
1箱 972円

チーズとチョコレートが組み合わさっ
た相性抜群のバレンタイン限定商品。
チーズケーキ好きの方への贈り物にも
ぴったりなチーズケーキのような生チ
ョコです。
※エキュート大宮限定



Topic3．家族やパートナーとたのしむスイーツ♡

バレンタイン・ショコラ
パティスリー アンドゥ
（エキュート日暮里）

1台 1,836円

ルビー色のショコラハート
ベリールビーカット
（エキュート品川）

1台 2,160円

マシェリー
柿の木坂キャトル

（エキュート品川・上野）
1台 2,800円

濃厚なコクがとろけだすショコラム
ースとスポンジに、甘酸っぱいフラ
ンボアのムースを重ねて。ルビー色
の輝きをまとったハートフルなケー
キです。
※販売期間：2/11～14
※エキュート品川限定

クール ショコラ フランボワーズ
ダロワイヨ（エキュート品川・

上野・大宮・立川）
1台 2,160円

洋菓子屋さんのクレープ（苺とチョコ）

スイートガーデン カスタードマニア
（エキュート立川）

1個 600円

ショコラとカッサータの
ジェラートケーキ
ハスキージェラート
（エキュート大宮）

1個 780円

ショコラジェラートと人気のカッサー
タジェラートをメインにホイップクリ
ームとクッキーを使い、層にしました。
ケーキをイメージしたカップジェラー
トです。
※エキュート大宮限定
※新商品 ※数量限定
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赤いグラサージュが艶やかなハートの
アントルメ。ムースショコラに、クレ
ームフランボワーズを閉じ込めた濃厚
な味わいをお楽しみいただけます。
※販売期間：上野・大宮 1/27~2/14

立川 2/10～14
※新商品 ※数量限定

優しい甘さのムースショコラの中に、
木苺とサクサクのプラリネフィアンテ
ィーヌがアクセント。スイートチョコ
で艶やかに仕上げました。
※販売期間：2/13・14

（2/13は13時～）
※各施設 1日10台限定

しっとり生地にたっぷりのショコラク
リームが重なる、心も満たされるやさ
しいおいしさ。甘酸っぱいいちごもポ
イントです。

カスタードをふんだんに使用した大人
気商品のクレープをバレンタイン仕様
に可愛く仕上げた特別な一品です。
※エキュート立川限定

ハートのチョコムース

アンの工房
（エキュート立川）

1個 450円
チョコレートムースをガナッシュクリー
ムでコーティング。ムースの中にはサク
サクチョコクランチが入っています。
※1日10個限定

バレンタインサンド

サンドイッチハウス メルヘン
（エキュート立川）

2切れ 540円

チョコクリームでバナナとハート型の
苺をサンドしたかわいいサンドイッチ
です。

チョコブラウニーとローストアーモンド

ディッパーダンクレープ
（エキュート立川）

1個 540円

ぎっしりのブラウニーに生チョコとチ
ョコソース、アクセントの香ばしいア
ーモンド！チョコづくしのひとときを
お楽しみください！
※エキュート立川限定



Topic4．期間限定イベントショップ
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森の煌めき
-希少なアグロフォレストリーカカオの大粒生チョコレート-
ママノチョコレート（エキュート大宮/イベントボックス②）
1箱(2種×各3個入) 2,800円

テリーヌショコラサンド
倉敷チーズケーキ隊（エキュート立川/自由通路臨売）
4個入 1,780円

倉敷発のビーントゥーバーチョコレートを使用したチョコレート
専門ブランド。米粉サブレに挟んだテリーヌショコラの厚みは約
1.7cm！ビーントゥーバーチョコレートならではの、カカオの芳
醇な味わいと香りをご堪能ください。
※出店期間：1/23～2/19

今年の新作「エキュート大宮限定」の詰合せは希少なカカオ豆を
使用した2種の生チョコレートを3粒ずつ。カカオは世界でわず
か2%の希少アリバカカオを使用し、熱帯雨林保全にもつながる
チョコレート。
※エキュート大宮限定
※新商品
※１/30～2/14

Topic5．「JRE MALL」「ネットでエキナカ」でも展開！限定商品も！

■エキュートモール

一部商品は、JR東日本が運営するEC サイト「JRE MALL」からの注文によりご自宅などへの配送が可能で
す。また、「ネットでエキナカ」では事前に決済をして、ショップや特設カウンターでのスムーズな受取
が可能です。バラエティ豊かなバレンタインギフトを多数展開！エキュートモールでしか購入できない、
限定商品も登場します！

■グランスタモール

■ネットでエキナカ

https://bit.ly/3kcPVSY

https://bit.ly/3kceZtG

https://bit.ly/3GVtFpF

チョコスカルプチャー マイハートプティ

ブボ・バルセロナ（エキュート上野）

1個 2,990円

宝⽯をイメージしたハートのチョコレート。ミルクチョコレート

でかたどった手のひらサイズのハートの中に、様々な味わいの愛

（小さなハート形のチョコレート）を詰め込みました。

※出店期間：2/6～14

▼詳細はこちらから！

https://bit.ly/3kcPVSY
https://bit.ly/3kceZtG
https://bit.ly/3GVtFpF
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エキュートモール限定商品
ミニタブレットアソートセット
H!P CHOCOLATE（エキュートモール）

1セット 2,679円 ※別途送料がかかります

オーツミルクを使用したヴィーガンミルクチョコレートのミニサイズ全3種類
を各2枚ずつセットにして、ショップオリジナルのコットンバックに入れてお
届け！ユニークなフレーバーとちょうどいいサイズのミニタブレットは、カジ
ュアルなお配り用やご自分の毎日のおやつにもぴったりのセットです。

商品ページはこちら https://bit.ly/3CElLhY

※展開期間：1/10～2/14
※なくなり次第終了

ラズベリーシャンパントリュフ ハートボックス
LOVE COCOA（エキュートモール）

1セット 1,944円 ※別途送料がかかります

バレンタインにぴったりなハートのボックスに入ったスペシャルなトリュフ。
ラズベリーピューレとシャンパンオイルをまとったクリームガナッシュを、ホ
ワイトチョコレートとラズベリーチップでコーティング。
ひと口ごとに幸せを感じられるトリュフはギフトにはもちろんのこと、ご自分
へのご褒美チョコにもぴったり。

商品ページはこちら https://bit.ly/3XmiFah

※展開期間：1/10～2/14
※なくなり次第終了

ライブラリーボックス セット
LOVE COCOA（エキュートモール）
1セット 6,264円 ※別途送料がかかります

本に見立てたパッケージのLOVE COCOAタブレット5種をライブラリーボック
スに入れたスペシャルセット。
ダーク・ミルクよりそれぞれ2種、ホワイトより1種のフレーバー豊かなチョコ
レートをお楽しみいただけます。箱のままぜひ本棚に飾ってみては。

商品ページはこちら https://bit.ly/3Xosp3M

※展開期間：1/10～2/14
※なくなり次第終了

LOVE COCOA ブランド紹介

イギリスでは誰もが知っている老舗チョコレートメーカーCadbury（キャドバリ
ー）の創設者、John Cadburyの子孫James Cadburyが、2016年にロンドンで立
ち上げたチョコレートブランド。
https://emdm.jp/blog/love-cocoa/

Cadbury家のモットー’absolutely pure, therefore the best’ に従って、南アメ
リカの最高品質のカカオを使用したチョコレートバーを作っています。
チョコレートの味やクオリティはもちろん、パッケージの素材や契約農家との取
り組みなど、サステイナブルな活動にも力を入れています。

https://bit.ly/3CElLhY
https://bit.ly/3XmiFah
https://bit.ly/3Xosp3M
https://emdm.jp/blog/love-cocoa/


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 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

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、「エキュート」や「グランスタ」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

詳しくはこちらをご確認ください！https://www.jrepoint.jp/campaign/B220916001

タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！
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https://www.jrepoint.jp/campaign/B220916001

