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㈱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)、
㈱JR 東日本リテールネット(本社：東京都新宿区/代表取締役社長：高橋 眞)、
㈱ジェイアール東日本都市開発(本社：東京都渋谷区/代表取締役社長：出口 秀已)が運営するエキナカ商業施設エキュート

は、11 月 1 日から、エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキなどの事前予約受付を開始します。これは、11 月 23 日から全 8 館
合同で行うクリスマスキャンペーン「ecute GLAM CHRISTMAS」に先立ち予約販売を承るものです。
また、今年は 12 月 25 日が月曜日であることから、その前週の 23 日土曜日・24 日日曜日に、ご家族や友人を呼んで行うホーム

パーティーなどの“おうちクリスマス”需要の増加が見込まれます。そこで、本リリースでは、エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキのう
ち、事前予約が可能な全 37 種のなかから厳選した 6 点を紹介します。

TOPICS
◎ インターネットで予約できる エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキ 全 37 種
◎ 手軽に楽しむ、「プチ贅沢」で「少し大人」な、“おうちクリスマス”
◎ エキュートはターミナル駅構内。事前予約することで、クリスマス当日もスピーディーに受け取りが可能

※本リリースに掲載した商品はすべて、11 月 1 日（水）から、店頭またはインターネットで予約受付を開始します。

エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキ

ホームパーティーにおすすめ！駅で受け取る豊富な品揃え
11 月 1 日 から予約受付開始 全 37 種

エキュートのクリスマスキャンペーン 概要
■名称： ecute GLAM CHRISTMAS

GLAM は glamorous や glamping から引用しています。まるでグランピングのような贅沢感や洗練さのなか
にも適度なゆるさが同居する世界観でホームパーティーを楽しんでいただくことをイメージしています。
■期間： 11 月 23 日(木・祝)～1２月 25 日(月)
■場所： エキュート全店(大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽)

―リリースに関するお問い合わせ―
■エキュート大宮・品川・立川・日暮里・東京 ㈱JR東日本ステーションリテイリング

エキュート クリスマス PR事務局（㈱サニーサイドアップ内）
久保薗・清水（徹）・坂間／Tel：03-6894-3200 Mail： ecutexmas@ssu.co.jp

■エキュート品川 サウス・上野    ㈱JR東日本リテールネット デベロッパー営業部営業・販促課
Tel：03-5324-6819 Mail：press@j-retail.co.jp

■エキュート赤羽          ㈱ジェイアール東日本都市開発 運営事務室 Tel：03-3903-5781
Mail：naomi-ishii@jrtk.co.jp y-wakabayashi@jrtk.co.jp shino@jrtk.co.jp

エキュート公式ホームページ：http://www.ecute.jp/

キャンペーンビジュアル

※本リリースに掲載している商品はすべて、「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）での事前予約購入が
可能です。※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。※各種ご提供可能な画像を用意しています。



エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキ 厳選 6 点 
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別紙 

エキュート大宮・品川・立川・日暮里・赤羽限定 

各店数量限定 

【ダロワイヨ】※日暮里は催事展開 
システム ソレール 4,860円 

直径 14 ㎝     店頭・ネット予約期間：品川 12/22 まで 

日暮里 12/19 まで、その他店舗 12/20 まで 

引渡・販売期間：品川・日暮里 12/22～12/25 

その他店舗 12/23～12/25 

フランボワーズとカシスのシロップをしみ込ませたスポン
ジ生地とヴァニラのクリーム、ポワール、カシスの味わ
いが楽しめるケーキです。まるで太陽系のようなデコ
レーションで華やかに仕上げました。（日暮里でのショ
ップ展開期間は、12/18～25 です。） 

  

エキュート品川限定 

限定 30台 

【パティスリーQBG】 
ノエル エトワール 6,000円 

直径 15 ㎝       店頭予約期間：12/19 まで 

ネット予約：12/18 まで 

引渡・販売期間：12/22～12/25 

口どけなめらかなホワイトチョコムースに甘酸
っぱいフランボワーズのクリームを合わせ、銀
の星とアラザンをあしらいました。大切な人と
過ごす日にぴったりなスペシャルケーキです。  

エキュート品川限定（ネット予約限定） 

限定 100台 

【ブボ バルセロナ】※催事展開 

シャビーナ・ノエル グリーンツリー 6,480円 
直径 15cm         ネット予約期間：12/15 まで 

引渡期間：12/22～12/25 

パティスリーの世界大会「クープ・デュ・モンド」で
ベストチョコレートケーキ賞を受賞し、世界一の
チョコレートケーキとも呼ばれる「シャビーナ」を、ク
リスマスの特別なケーキにアレンジしました。期間
限定でエキュートでブランド展開することに伴い、
特別に開発した商品です。（ショップ展開期間
は、12/18～25 です。） 

 

【キャンペーンの背景】 
エキュートは、エキナカで手軽に揃えられる「プチ贅沢」な料理を揃えたホームパーティーをご提案します。週末のクリスマスを、より充実して過ごしていた

だきたいという想いを込めて、クリスマスキャンペーンの名称を「ecute GLAM CHRISTMAS」と設定しました。ターミナル駅を利用する女性やビジネスパー

ソンを主なターゲットとして、まるでグランピングのような贅沢感や洗練さのなかにも適度なゆるさが同居する世界観をキーフレーズに、オリジナル商品の開

発などに取り組んでいます。本リリースでは、エキュート限定 オリジナルクリスマスケーキの中から厳選して 6 点をご紹介します。 

エキュート上野限定（予約限定） 

限定 50台 

【ドルチェフェリーチェ】 
スノーツリーのアントルメ 4,320円 

直径 15cm     店頭・ネット予約期間：12/18 まで 

引渡期間：12/22～12/25 

ストロベリーとバニラの 2 層のムースが入った、
純白のクリームの美しさがきわだつアントルメ。
雪が降り積もったツリーをイメージしました。 

エキュート品川 サウス限定 

限定 50台 

【京橋千疋屋】 
オレンジチョコムース 4,104円 

縦 17cm×横 7 cm店頭・ネット予約期間：11/1～12/20 

引渡・販売期間：12/22～12/25 

オレンジ果肉入りジュレを口どけなめらかな特製 
チョコムースで包み込んだ、上品な甘さの大人の 
チョコレートケーキです。 

エキュート大宮・品川・東京・赤羽限定 

品川 限定 70台 

大宮・東京・赤羽 限定各 20台 

【ボビーユーハイム】【マイスターシュトュック】 
星降る夜空 3,240円 

直径 13cm    店頭・ネット予約期間：大宮 12/20 まで 

品川・東京・赤羽 12/15 まで 

引渡期間：12/22～12/25 

洋菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド」にてユー
ハイムの職人が初優勝した時の「アンブロワジー」を
ベースにしたケーキです。チョコとピスタチオのムースと
フランボワーズソースの絶妙な味を楽しめます。 

※本リリースに掲載している商品はすべて、「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）での事前予約購入が

可能です。※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。※各種ご提供可能な画像を用意しています。 

 

―リリースに関するお問い合わせ― 

■エキュート大宮・品川・立川・日暮里・東京 ㈱JR 東日本ステーションリテイリング  

エキュート クリスマス PR 事務局（㈱サニーサイドアップ内） 

久保薗・清水（徹）・坂間／Tel：03-6894-3200 Mail： ecutexmas@ssu.co.jp 

■エキュート品川 サウス・上野    ㈱JR 東日本リテールネット デベロッパー営業部営業・販促課 
Tel：03-5324-6819 Mail：press@j-retail.co.jp 

■エキュート赤羽          ㈱ジェイアール東日本都市開発 運営事務室  Tel：03-3903-5781 
Mail：naomi-ishii@jrtk.co.jp y-wakabayashi@jrtk.co.jp  shino@jrtk.co.jp 

エキュート公式ホームページ：http://www.ecute.jp/ 
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