
       

㈱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

ト大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽では、 11 月 23 日から 12 月 25 日までの期間中、クリスマスキャ
ンペーン「ecute GLAM CHRISTMAS」を開催中です。

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、外出後にご家族や友人を呼んでホーム
パーティーをおこなうことが見込まれます。しかし、外出後にクリスマスパーティーをおこなうと、とかくその準備が慌ただしくなることも。

そうした背景から、エキュートでは、クリスマスケーキやデリ、オードブルなどのクリスマス当日に用意する食品を、希望の時間に同じエ
リアで受け取れるといった、「スムーズに購入したい」という需要に合ったお買物の方法をご提案します。今回はその一例として、当日
にも購入できる、または、まだ予約を承っているクリスマスケーキの中から厳選して 8 種ご紹介します。

報道関係者各位 プ レ ス リ リ ー ス 資 料

㈱ JR 東日本リテールネット
㈱ジェイアール東日本都市開発
2 0 1 7 年 1 2 月 1 1 日

TOPICS
   「こだわりのケーキをスムーズに購入したい」を叶える、『特別感』 × 『利便性』

◎特別感！ 専門店の技が光る、クオリティの高い品揃え
      【本物志向】国内外の有名店から地元パティスリーまで各館ともに実力派ショップが集結
      【限定】各ショップがエキュートとともに開発したオリジナルケーキは全 37 種 ※一部商品は事前予約限定商品です

      【豊富】エキュートで取り扱うクリスマスケーキは 300 種以上！
            いずれも、クリスマス期間中のみ販売する特別メニュー ※一部商品は既に限定数完売しているものもあります

◎便利！ エキナカならではの利便性
      【立地】すべて首都圏ターミナル駅構内。全 7 駅 8 館でキャンペーンを開催中
      【営業時間】最長で朝 8 時から夜 22 時まで販売・受取が可能
      【予約期間】事前予約は最長 12/22 まで受付可能なショップが多数！クリスマス前の週末 12/10 や 12/17 までに予約

を締め切る店も多いなか、エキュートでは 12/18 以降も直前まで間に合う商品が豊富
      【スピーディー】事前予約すれば、当日は店頭で受け取るだけ。徒歩 1 分圏内で、ケーキ・デリ・オードブルすべてが揃う

クリスマスホリデー直前まで予約・購入可能な

“今年新ショップ”“老舗”“エキュート限定”…おすすめクリスマスケーキ８選
駅を使った帰り道、専門店の味が駅構内ですぐに購入出来る

エキュートのクリスマスケーキ 好評受付中

―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：https://www.ecute.jp/

※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。※本資料は 2017 年 12 月
11 日時点での情報です。直近の販売状況については、各施設担当者へお問い合わせください。
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年創業。銀座モダンのエスプリが凝縮された洋菓子
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目黒柿の木坂に本店を構える「キャトル」。厳選された四季折々の食材を使用した洋菓子を丁寧に手作りしていま
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っています。また、卵や生クリームの種類を用途によって使い分けるなど

別な思い入れがあります。エキュート日暮里の開業時から展開していて、地域のお客さまに愛され続けています。

四季折々の食材を使用した洋菓子を丁寧に手作りしていま
が人気のショップ。どの商品にも

エキュート
【パティスリーアンドゥ】
ノエル ルージュ
長さ 15ｃｍ
店頭予約：
ネット予約期間：
引渡期間：

ラズベリーなど
気のレアチーズを合わせたスペシャルムース。食後
のデザートとしてもおすすめの逸品です。

エキュート東京
【資生堂パーラー】
ブッシュ・ド・ノエル
縦 7.5×横
販売期間：
国産バターをメインに、コーヒーをブレンドした軽
い口どけのモカバタークリームで伝統的な薪の形
に仕上げました。薪の形には「皆で
を分かち合う」という意味が込められています。

エキュート
【柿の木坂
Xmas タルトフレーズ
直径 21 ㎝
店頭予約期間：
引渡期間：
こだわりのカスタードクリームに大きめの苺をたっぷ
りのせて生クリームで飾った贅沢なタルト。苺のお
いしさを存分に味わえます

鮮やかなパッケージ
で展開する人気の生菓子もバラエティ豊かに

年 12 月 4 日に

。国産の小麦や発酵バターを使うなど
っています。また、卵や生クリームの種類を用途によって使い分けるなど、お菓子に合わせた素材の使い方にも

別な思い入れがあります。エキュート日暮里の開業時から展開していて、地域のお客さまに愛され続けています。

四季折々の食材を使用した洋菓子を丁寧に手作りしていま
が人気のショップ。どの商品にも厳選した材料を使用してい

エキュート日暮里
パティスリーアンドゥ】

ルージュ 3,672
ｃｍ

店頭予約：12/21 まで/お引渡しの
ネット予約期間：12/18 まで/

間：12/20～12/25

ラズベリーなど 3 種類のベリーのムースとアンドゥ人
気のレアチーズを合わせたスペシャルムース。食後
のデザートとしてもおすすめの逸品です。

エキュート東京 オリジナルクリスマスケーキ
【資生堂パーラー】
ブッシュ・ド・ノエル モカ

×横 23 ㎝
期間：12/22～12/25

国産バターをメインに、コーヒーをブレンドした軽
い口どけのモカバタークリームで伝統的な薪の形
に仕上げました。薪の形には「皆で
を分かち合う」という意味が込められています。

エキュート上野（予約限定）
柿の木坂 キャトル】

タルトフレーズ  
㎝

店頭予約期間：12/17 まで
：12/22～12/25

こだわりのカスタードクリームに大きめの苺をたっぷ
りのせて生クリームで飾った贅沢なタルト。苺のお
いしさを存分に味わえます

鮮やかなパッケージが印象的な焼菓子のほか、エキュ
バラエティ豊かに取り揃え

日に新装オープンした新

。国産の小麦や発酵バターを使うなど、素材一つ一つにこだわりを
、お菓子に合わせた素材の使い方にも

別な思い入れがあります。エキュート日暮里の開業時から展開していて、地域のお客さまに愛され続けています。

別紙

四季折々の食材を使用した洋菓子を丁寧に手作りしていま
厳選した材料を使用してい

3,672 円

お引渡しの 2 日前まで
/お引渡しの 3 日前まで

販売期間：12/22

種類のベリーのムースとアンドゥ人
気のレアチーズを合わせたスペシャルムース。食後
のデザートとしてもおすすめの逸品です。

オリジナルクリスマスケーキ

モカ 3,996 円

12/25
国産バターをメインに、コーヒーをブレンドした軽
い口どけのモカバタークリームで伝統的な薪の形
に仕上げました。薪の形には「皆で食べて幸せ
を分かち合う」という意味が込められています。

（予約限定）
】
  7,500 円

ネット予約期間：12/15

こだわりのカスタードクリームに大きめの苺をたっぷ
りのせて生クリームで飾った贅沢なタルト。苺のお
いしさを存分に味わえます。

が印象的な焼菓子のほか、エキュ
取り揃え、ケーキをテイクア

オープンした新ショップ

、素材一つ一つにこだわりを
、お菓子に合わせた素材の使い方にも

別な思い入れがあります。エキュート日暮里の開業時から展開していて、地域のお客さまに愛され続けています。

別紙 1-2

四季折々の食材を使用した洋菓子を丁寧に手作りしていま
厳選した材料を使用してい

日前まで
12/22～12/25

種類のベリーのムースとアンドゥ人
気のレアチーズを合わせたスペシャルムース。食後
のデザートとしてもおすすめの逸品です。

オリジナルクリスマスケーキ

国産バターをメインに、コーヒーをブレンドした軽
い口どけのモカバタークリームで伝統的な薪の形

食べて幸せ
を分かち合う」という意味が込められています。

12/15 まで

こだわりのカスタードクリームに大きめの苺をたっぷ
りのせて生クリームで飾った贅沢なタルト。苺のお

が印象的な焼菓子のほか、エキュ
ケーキをテイクア
ショップ。

、素材一つ一つにこだわりを
、お菓子に合わせた素材の使い方にも特

別な思い入れがあります。エキュート日暮里の開業時から展開していて、地域のお客さまに愛され続けています。



当日購入可能

アンデリ

ラ・メゾン
カフェ業態も含めると全国で
の種類も多く、人気があります。

エキュート赤羽

パティスリー

エキュート立川

「食を通し
りの食材を使用し、質のいいものをシン
ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

エキュート大宮

エキュート

当日購入可能！

12

12

日本洋菓子界の重鎮、藤生シェフが腕を揮う銘店
くりし出来たてのおいしさを伝えています。また
京都日野市に本店を構え

エキュート

2017

当日購入可能

アンデリ

ラ・メゾン アンソレイユターブル
カフェ業態も含めると全国で
の種類も多く、人気があります。

エキュート赤羽

パティスリー ドゥ シェフ

エキュート立川

食を通してテーブルの上の上質な体験を提供する
りの食材を使用し、質のいいものをシン
ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

エキュート大宮

エキュート立川限定

当日購入可能！

12 月 17 日まで
予約受付中

12 月 21 日まで
予約受付中

予約受付中

日本洋菓子界の重鎮、藤生シェフが腕を揮う銘店
くりし出来たてのおいしさを伝えています。また
京都日野市に本店を構え

限定 30 台

エキュート大宮限定

2017 年新ショップ

アンソレイユターブル パティスリー
カフェ業態も含めると全国で 30 店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト
の種類も多く、人気があります。

シェフ フジウ

テーブルの上の上質な体験を提供する
りの食材を使用し、質のいいものをシン
ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

限定

当日購入可能！

まで

まで

日本洋菓子界の重鎮、藤生シェフが腕を揮う銘店
くりし出来たてのおいしさを伝えています。また
京都日野市に本店を構え、多摩地域のお客さまに愛され続けています。

限定

年新ショップ

パティスリー
店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

テーブルの上の上質な体験を提供する
りの食材を使用し、質のいいものをシンプルに、出来立て・作り立ての商品を用意しています。
ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

日本洋菓子界の重鎮、藤生シェフが腕を揮う銘店
くりし出来たてのおいしさを伝えています。また、日本人ならでは

、多摩地域のお客さまに愛され続けています。

店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

テーブルの上の上質な体験を提供する」ことをコンセプトとする
プルに、出来立て・作り立ての商品を用意しています。

ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

日本洋菓子界の重鎮、藤生シェフが腕を揮う銘店。生菓子以外にも焼菓子などフランスの伝統菓子をすべて手づ
日本人ならでは

、多摩地域のお客さまに愛され続けています。

店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

」ことをコンセプトとするショップ。北海道産の生クリームなどこだわ
プルに、出来立て・作り立ての商品を用意しています。

ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

エキュート大宮
【アンデリ】
スターライト・フランボワーズ
直径 15cm
店頭・ネット予約期間：
引渡・販売

あとを引くフランボワーズ・ムースの酸味とピスタ
チオスポンジの間にあるフィヤンティーヌ（
ッキーのような生地
楽しみいただけます。

エキュート立川
（予約限定）
【パティスリー
ノエルフレジェ
直径 15 ㎝
ネット予約期間：
引渡期間：
苺やフランボワーズ、ブルーベリーをふんだんに飾
ったクリスマス限定のフレジェ。家族だんらんのひと
ときにぴったりのひと品です。

エキュート赤羽
【ラ・メゾン
タルト・フレーズ
直径 16
店頭・ネット
引渡・販売

苺のクリーム、チョコレートクランチをアクセ
ランボワーズやクッキークリームを重ねました。

以外にも焼菓子などフランスの伝統菓子をすべて手づ
日本人ならではの細やかな心遣いと丁寧さ

、多摩地域のお客さまに愛され続けています。

店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

ショップ。北海道産の生クリームなどこだわ
プルに、出来立て・作り立ての商品を用意しています。

ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

エキュート大宮 オリジナルクリスマスケーキ
【アンデリ】
スターライト・フランボワーズ

15cm
店頭・ネット予約期間：12/21
引渡・販売期間：12/22～

あとを引くフランボワーズ・ムースの酸味とピスタ
チオスポンジの間にあるフィヤンティーヌ（
ッキーのような生地）のサクサクとした食感をお
楽しみいただけます。

エキュート立川 オリジナルクリスマスケーキ
（予約限定）
パティスリー ドゥ シェフ

ノエルフレジェ 4,200 円
㎝

約期間：12/16 まで
期間：12/22～12/25

苺やフランボワーズ、ブルーベリーをふんだんに飾
ったクリスマス限定のフレジェ。家族だんらんのひと
ときにぴったりのひと品です。

エキュート赤羽
ラ・メゾン アンソレイユターブル

タルト・フレーズ 4,900
16 ㎝
・ネット予約期間：12/17

引渡・販売期間：12/21～

苺のクリーム、チョコレートクランチをアクセ
ランボワーズやクッキークリームを重ねました。

以外にも焼菓子などフランスの伝統菓子をすべて手づ
の細やかな心遣いと丁寧さも大切にしています

店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

ショップ。北海道産の生クリームなどこだわ
プルに、出来立て・作り立ての商品を用意しています。2017 年 7 月にエキュ

ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

別紙

オリジナルクリスマスケーキ

スターライト・フランボワーズ 3,800

12/21 まで
～12/25

あとを引くフランボワーズ・ムースの酸味とピスタ
チオスポンジの間にあるフィヤンティーヌ（

）のサクサクとした食感をお

オリジナルクリスマスケーキ

シェフ フジウ】
円

苺やフランボワーズ、ブルーベリーをふんだんに飾
ったクリスマス限定のフレジェ。家族だんらんのひと
ときにぴったりのひと品です。

アンソレイユターブル パティスリー
4,900 円

12/17 まで
～12/25

苺のクリーム、チョコレートクランチをアクセ
ランボワーズやクッキークリームを重ねました。

以外にも焼菓子などフランスの伝統菓子をすべて手づ
も大切にしています

店舗以上展開するショップ。厳選した旬のフルーツをたっぷりと使った手作りのタルト

ショップ。北海道産の生クリームなどこだわ
月にエキュ

ート大宮に新たに展開を開始しました。埼玉県初出店ですが、開店以来、多くの地域のお客さまで賑わっています。

別紙 1-3

オリジナルクリスマスケーキ

3,800 円

あとを引くフランボワーズ・ムースの酸味とピスタ
チオスポンジの間にあるフィヤンティーヌ（薄いク

）のサクサクとした食感をお

オリジナルクリスマスケーキ

苺やフランボワーズ、ブルーベリーをふんだんに飾
ったクリスマス限定のフレジェ。家族だんらんのひと

パティスリー】

苺のクリーム、チョコレートクランチをアクセントにフ
ランボワーズやクッキークリームを重ねました。

以外にも焼菓子などフランスの伝統菓子をすべて手づ
も大切にしています。東



■クリスマスケーキの購入方法は 3 通り！
方法１ 【クリスマス当日購入】店頭で実物を見ながら、商品を選べる。時間がない方にオススメ
方法２ 【店頭予約】店頭で従業員の接客説明を聞きながら選べます
方法３ 【ネット予約】予定されているホームパーティーに向けてじっくり選び、当日は受け取るだけ

※ネット予約は、JR 東日本が運営するショッピングサイト「ネットでエキナカ」から予約が可能です。
「ネットでエキナカ」クリスマス特設ページ ：
http://www.net-ekinaka.com/shop/pages/christmas2017.aspx

インターネットや店頭で事前にクリスマスケーキを予約購入すれば、仕事終わりや週末のおでかけ帰りなどの買物も便利。とかく
慌ただしく混雑するクリスマス当日も、電車でお出かけした後の帰り道、店頭で商品を受け取るだけ。事前に予約しておけば帰
宅時に立ち寄って受け取ることができるので、混雑するクリスマス当日もスムーズにお買い物することが可能です。また、一部のデ
リやオードブルも対象。自宅に帰ったらお皿に盛り変えるだけでクリスマスメニューを完成させることもできます。持ち寄り形式のホー
ムパーティーにもおすすめします。

■クリスマスケーキの予約期間について
事前予約は最長 12 月 22 日まで受付しています。クリスマス前の週末 12 月 10 日や 12 月 17 日
までに予約を締め切る店も多いなか、エキュートにおいては12月18日以降の予約でもまだ間に合う
商品が豊富に揃います。クリスマス直前まで、お客さまのリクエストに応えてまいります。
※予約期間に関わらず、販売上限数に達し次第、予約受付を終了します。
※予約期間は、ショップや商品により異なります。

■営業時間について
ショップにより営業時間は異なりますが、スウィーツゾーンの代表的な営業時間は下記の通りです。

通常期 クリスマス期間中の特別営業日

大宮 月～土 8：00～22：00
日祝 8：00～20：30

12/22（金）12/23（土祝）8:00～22:30 
12/24（日）8:00～22：00

品川 月～土 8：00～22：00
日祝 8：00～20：30 12/23（土祝）12/24（日）8:00～22:00

品川 サウス 月～土 8:00～22:00
日祝 8：00～21:00

12/22（金）8:00～22:30 
12/23（土祝）8:00～21:30
12/25（月）8:00～22:00

立川 月～土 10：00～22：00
日祝 10：00～21：00 12/23（土祝）12/24（日）10:00～22:00

日暮里
月～金 9：30～22：00

土 9：00～22：00
日祝 9：00～21：00

12/23（土祝）9:00～22:00
12/24（日）9:00～21:30

東京 月～土 8：00～22：00
日祝 8：00～20：30 12/23（土祝）12/24（日）8:00～22:00

上野
月～木・土 8:00～22:00

金 8：00～22:30
日祝 8：00～21:00

12/23（土祝）8:00～22:00
12/24（日）8:00～21:30

赤羽 月～土 9：30～22：00
日祝 9：30～21：00 12/23（土祝）～12/25（月）9：30～22：00

※詳細はホームページからご確認ください。
※オンライン予約した商品の受け取り時間は、営業時間と異なることがあります。詳細はオンラインサイトからご確認ください。
※デリ、服飾雑貨、サービスショップの営業時間は異なります。

■立地について
すべて首都圏ターミナル駅構内。エキュートは、全 7 駅 8 館で展開しているエキナカ商業施設です。

別紙 2

（２）まだ間に合う！【便利】 エキュートならではの利便性
夜遅くても受け取れるターミナル駅構内だから、「特別感」もスピーディーに


