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＜開催期間：2023年2月15日（水）～3月5日（日）＞

エキナカ商業施設「エキュート」最新情報！

エキュート「やっぱり猫Week」開催

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」品川・日暮里・大宮・大宮 ノース・
立川にて、2023年2月15日（水）から3月5日（日）までの期間、「やっぱり猫Week」を開催します。期

間中は、猫や肉球をモチーフにしたスイーツ・パン・お惣菜を中心に、この期間にしか味わうことがで
きない商品を多数ご紹介します。各商品の猫たちのキュートな表情にもご注目ください。
また、株式会社フェリシモの社内部活動で、同社内の猫好きが集まり、「猫と人とがともにしあわせ

に暮らせる社会」を目指す、フェリシモ「猫部™」の“猫との暮らしグッズ”などのプレゼントキャンペー
ンを予定しております。

※本リリース内の価格は全て税込です

（商品の一例）
※おすすめ商品は次ページをご覧ください。



癒し度100％の猫スイーツ
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「フルーツズコット猫の日Ver. 」
フルーツピークスアルティザン(日暮里・大宮)／テイクアウト1,058円
当店人気NO.1のフルーツズコットに猫の肉球デザインのチョコレートをトッ
ピングしてタルトに乗せたエキュート限定のケーキです。
販売期間：2/15～3/5

※価格は全て税込。画像はイメージです。

「ねこケーキ」
パティスリーQBG(品川)／テイクアウト580円

しっとりとした食感のケークショコラにまろやかなミルクチョコレートを重

ねたショコラムース。可愛らしい黒ねこのケーキに仕上げました。

販売期間：2/15～無くなり次第終了

※11:00頃～販売
※数量限定

「猫どら焼き」
銀座甘楽(大宮) ／テイクアウト1個185円

北海道契約農園直送の小豆を丁寧に炊いた粒餡のどら焼に可愛らしい猫をプリ

ントしました。

販売期間：2/15～3/2

「キャッツパイ」
オーヴォ(日暮里・大宮)／テイクアウト1個500円
猫の顔型をあしらったパイで特製のカスタードクリームとスライスした苺をサ
ンドしました。
販売期間：2/15～3/5

エキュート限定 NEW

「猫の練りきり菓子」
ふるや古賀音庵(品川) ／テイクアウト1箱（2個入）1,080円
かわいらしい三毛猫と茶トラ猫が丸くなった姿を模した、練切で創作した上生
菓子の詰め合せです。
販売期間：2/15〜3/5

※9:30頃～販売
※1日限定10箱

エキュート品川限定

「ねこのケーキ」
マイスターシュトュックユーハイム(品川・大宮) ／テイクアウト1,728円
いちごと生クリームをサンドした定番のショートケーキをねこの顔に仕上げま
した。美味しさと可愛さを同時に堪能できます。
販売期間：2/15～2/28

エキュート限定

「オレンジとねこのブラウにゃ～」
ディッパーダンクレープ(立川)／テイクアウト590円
オレンジとチョコブラウニーに国産せとかを使用した香り高いクリームを合わ
せました。可愛くて美味しい一品です！
販売期間：2/15～3/5 

エキュート立川限定 NEW

エキュート品川限定 NEW

エキュート大宮限定

エキュート限定
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※価格は全て税込。画像はイメージです。

「ミルクチーズタルト」
スイートガーデンカスタードマニア(立川)／テイクアウト1,300円
人気商品の店内で焼き上げたミルクチーズタルトに可愛い猫のイラストが入り
ました。
販売期間：2/15～3/5 

※1日限定10台

「にゃんこの掌」
旬果瞬菓共楽堂(立川)／テイクアウト1個299円
さっぱり上品な甘さのこし餡が入った猫の肉球モチーフの薯蕷饅頭です。
販売期間：2/15〜3/5

※赤/白各150個限定

「ポール＆ジョー ×ダロワイヨニャカロンミャオ詰め合わせ（6個入）」
ダロワイヨ(品川・立川・大宮)／テイクアウト2,052円
フランス発祥のブランド「PAUL ＆ JOE」とダロワイヨが初めてのコラボレ
ーション！ジプシー、ヌネット、ジョセフィーニャ。３匹の猫たちをデザイン
した、限定マカロンの詰め合わせです。
販売期間：1/10～3/14 

NEW

「にゃあにゃあ」
赤坂柿山(大宮)／テイクアウト1セット(2箱入) 1,080円
猫にちなんで古乃端かつお節、魚せんべい、小丸せんべい肉球の入った可愛い
香ばしいおせんべいのセットです。
販売期間：2/15～3/5

※数量限定

「①NEKONOBAねこねこラムネのお菓子宝箱②NEKONOBAひとくち肉球ラ
ムネ③NEKONOBAほうずい9個セット」
日本百貨店おみや(大宮)／テイクアウト①702円②453円③1500円
ねこのお顔が描かれたキュートなラムネや肉球ラムネ、寒天を使った和風マシ
ュマロなど美味しさと可愛さがギュッと詰まったお菓子です。
販売期間：2/6～3/5

①

③

エキュート立川限定

エキュート立川限定

「ミネット」
キャトルキャール(立川)／テイクアウト519円
チョコレートのムースの中にフランボワーズのソースとチョコレートで固めた
フィヤンティーヌを入れました。
販売期間：2/15～3/5 

②
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心もおなかも満たされる猫グルメ ※価格は全て税込。画像はイメージです。

「猫ラテ」
サザコーヒー(大宮)／イートイン
750円
バリスタごとに「味わい」のある
ニャンとも可愛い猫のラテアート
をお楽しみ頂けるラテです。
(※イートイン限定商品)

販売期間：2/15～3/5

「猫パン／肉球パン」
デイジイ(大宮)／テイクアウト各
種270円

柔らかい菓子生地にチョコクリー

ムを包んだ猫の顔と肉球をイメー

ジしたチョコクリームパンです。

販売期間：2/15～3/5

エキュート大宮限定

「Wチーズバーグ弁当」
千駄木腰塚(日暮里)／テイクアウ
ト1,190円
ジューシーハンバーグの上には仲
良し猫のチーズ。ごはんに乗せた
おかかの風味と一緒に美味しく召
し上がりください。
販売期間： 2/15 ～ 3/5

「明太クリームソースの和風オム
ライス」
デリコメール(日暮里)／テイクア
ウト830円
おかかご飯を使用したオムライス
におかかやネギをちらして和風テ
イストに。かわいく猫の海苔を添
えました。
販売期間：2/15～3/5

「上海風焼きそば with猫の厚焼き
玉子」
鶏と玉子太郎(日暮里) ／テイクア
ウト756円
人気の焼きそばに猫型に仕上げた
だし巻き玉子と焼鳥にも使用して
いる鶏肉とネギを合わせました。
販売期間：2/15〜3/5

エキュート日暮里限定 NEW

「にゃんこスコーン(①プレーン・
②チョコ・③イチゴ)」
ルビアン(日暮里) ／テイクアウト
①216円、②③249円
人気のスコーンを、可愛らしいね
この肉球に見立てて焼き上げまし
た。
販売期間： 2/15 ～ 3/5 

エキュート日暮里限定 NEW

いつでもそばに猫雑貨

『「ねこめがねシリーズ」
①てぬぐい②ペットボトルケース③
セミウォッシュ④てぬぐいのはんか
ち⑤フラットポーチ』
濱文様(大宮)／①880円②1,320円③
550円④550円⑤1,430円
可愛らしいねこのシルエットとめが
ねの絵柄の雑貨シリーズです。
販売期間：2/15～3/5 

「Siammyネックピロー」
エルビーシーウィズライフ(立川)

／2,189円
シャムネコのシャミーがネックピロ
ーになって登場！Lbcオリジナルデ
ザインストラップ付でしっかりフィ
ット。何とも言えない表情がポイン
トです！
販売期間：1/23～無くなり次第終了

「猫チャームと小銭入れのセット」
アジリティ(大宮)／1個3,300円
揺れる猫のシルエットが可愛らしい
本革コインケース付チャームです。
販売期間：2/15～3/5

① ②

③

④ ⑤

エキュート日暮里限定 NEW

エキュート大宮限定

NEW

①
②

③
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プレゼントキャンペーン

①フェリシモ「猫部™」デザイン！エキュートオリジナルの“千社札ス

テッカー”を先着で5,400名さまにプレゼント！
エキュート品川・日暮里・大宮・大宮ノース・立川で対象の猫商品をお買上げいただくと、各施設ごとに異な

るエキュートオリジナルの“千社札ステッカー”を先着で5,400名さまにプレゼントいたします。

ステッカーイラストには、フェリシモ「猫部™」で人気の作家陣が描く猫がデザインされています。

ショップ毎にも絵柄が異なっており、全12種類(各施設3種類×4施設)のオリジナルデザインがあります。

※各施設先着5,400名さま※おひとりさま1会計につき1枚

■配布期間：2023年2月15日(水)～各施設配布分なくなり次第終了

②フェリシモ「猫部™」の“猫との暮らしグッズ”を抽選で22名さまにプ

レゼント！
「猫と人とがともにしあわせに暮らせる社会」を目指す、フェリシモ「猫部™」の“猫との暮らしグッズ”を抽選

で22名さまにプレゼントいたします。

キャンペーン期間中、JRE POINTのキャンペーンサイトでエントリー後、ショップでJRE POINTカードまたは

アプリをご提示の上、合計2,222円(税込)以上お買い上げで以下の商品を抽選でプレゼントいたします。
※ご購入の前にJRE POINT会員登録のうえJRE POINTとのご連携をお願い致します。

※JRE POINTカードおよびアプリによるポイント利用ができないショップは対象外です。

※猫関連商品以外のお買い物・ご飲食も対象です。

■ JRE POINTのキャンペーンサイト：https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000227/ (2月6日公開予定)

■キャンペーン期間：2023年2月15日（水）～3月5日（日）

A賞(計2名)：「名画をたしなむ猫のつめとぎ〈葛飾北斎神奈川沖浪裏〉」、「おうちで遊園地気分猫用パンダ

カーベッド」各1名

B賞(計6名)：「フルーツタルトの具になってスヤァスイーツにゃんこクッション」、「あんみつにゃんこクッ

ション」、「猫を背負って連れて行けるレジカゴリュック」各2名

C賞(計14名)：「子猫かくれんぼティッシュカバー」 8名、「こんなに伸びるの!?なが~い猫タオル」 6名

③エキュート日暮里限定！JRE POINTを抽選で222名さまに2,222ポイン

トプレゼント！
2/15(水)~2/28(火)の期間中、JRE POINTのキャンペーンサイトでエントリー後、エキュート日暮里限定でお支
払いの際にJRE POINTを2回以上かつ200ポイント以上をご利用いただいたお客さまから抽選で222名さまに
2,222ポイントプレゼントいたします。
※ご購入の前にJRE POINT会員登録のうえJRE POINTとのご連携をお願い致します。

※JRE POINTカードおよびアプリによるポイント利用ができないショップは対象外です。

※猫関連商品以外のお買い物・ご飲食も対象です。

「名画をたしなむ猫のつめとぎ〈葛飾北斎

神奈川沖浪裏〉」

「フルーツタルトの具になってスヤァ

スイーツにゃんこクッション」

「こんなに伸びるの!?

なが~い猫タオル」
(一例)

(一例)

■作家名：
大宮：illustrated by久保智昭
日暮里：illustrated by９９５
立川：illustrated by 霜田有沙
品川：illustrated by 山野りんりん

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061000227/


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

株式会社JR東日本クロスステーションについて

タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！

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

