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東京駅限定の手土産が豊富！厳選した 9 品をご紹介
本資料で紹介するエキュート東京の帰省土産はすべて、「エキュ
ート東京限定」。エキュート東京でしか購入できないこれらの商品
は、帰省土産としても、また、東京土産としてもご好評いただいて
います。改札内で新幹線乗換改札の目の前にあるエキュートな
ら、スピーディーにこだわりの商品を購入することが可能です。

丸の内駅舎をデザインした手土産
ギフト用のお菓子選びは、おいしさはもちろん、包装にも気を配り
たいところ。手土産には、渡した瞬間に喜んでもらえるような、東
京駅でしか買えない丸の内駅舎デザインがおすすめ。この期間の
み販売しているパッケージもあります。

【ル ビエ～プロデュイ パー ア
ラ カンパーニュ～】

タルトレット・ヌフ（9個入）
2,592 円

エキュート東京限定

【和楽紅屋】
和ラスク（東京駅丸の内駅舎
パッケージ）（10枚入）

650 円
エキュート東京限定

商品の一例 商品の一例

㈱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)が運営するエキナカ商業施設エキュート
大宮・品川・立川・日暮里・東京では、年末年始の帰省・観光シーズンに合わせて、手土産好適品を数多く取り揃えます。
今回は、新幹線や飛行機などのアクセスが良好で、お客さまからのお問合せも多い東京駅と品川駅で購入できる手土産を厳

選して18種ご紹介します。帰省土産や東京土産として人気の定番品から、“リニューアルしたパッケージデザイン”や“12月13日から
新発売となるエキュート東京限定商品”などの新作もご用意しています。

年末年始シーズン到来！
帰省土産や東京土産はエキュートで

東京駅・品川駅で購入できる手土産 18選
“新発売” “東京駅丸の内駅舎パッケージ“など

－ 本資料に関するお問い合わせ －
㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部 広報
Tel：03-3423-8910 Mail： pr@ecute.co.jp

今年7月にリニューアルオープンしたスウィーツゾーン
エキュート品川の一部スウィーツゾーンは、7月にリニューアルオ
ープンしました。新たに登場したのは「加賀棒茶 丸八製茶場」
「アトリエうかい」「ファウンドリー」「銀座 甘楽」。そのなかでもエ
キュート品川が推薦する商品は、特別感のある可愛らしいパッ
ケージで、オープンして以来ギフトとして需要のある「加賀いろは
テトラシリーズ」です。

12 月 13 日からエキュート東京限定で新発売！
今年 12月 4日に、装いを新たにオープンした「資生堂パーラ
ー」。洋菓子の定番品をバラエティ豊かに取扱い、鮮やかなパッケ
ージが特徴的な焼菓子を豊富にラインアップ。生菓子を販売する
ほか、エキュート東京には男性のお客さまも多く通行なさる背景か
ら、おつまみとしても最適な焼菓子の新規開発にいたりました。
12月 13日から販売を開始したばかりの新作商品です。

【資生堂パーラー】
東京カリーウィッチ 10 枚入

1,080 円
エキュート東京限定

※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。

【加賀棒茶 丸八製茶場】
加賀いろはテトラシリーズ（4袋入）

1,674 円



【ル ビエ～プロデュイ パー
ア ラ カンパーニュ～】
東京マカロン（6 個入）

1,296 円
ゆずやラズベリーなど 6 種が入った詰合
せ。常温でお持ち運びができ、ちょっとし
たギフトにもおすすめです。賞味期限は
製造から 60日。エキュート東京限定。

【マイスターシュトュック】
東京メープルシュガーパイ（12 個入）

1,080 円
バウムクーヘンでおなじみの「ユーハイム」の
エキュート東京限定ブランド「マイスターシュ
トュック」。カナダ産のメープルシュガーを使用
した、カリッとした食感の上質なパイの詰合
せは軽くて手土産にぴったり。賞味期限は
製造から 60日。エキュート東京限定。

【東京あんぱん 豆一豆】
東京レンガぱんパック（4 個入）

1,250 円
東京駅丸の内駅舎の赤レンガをモチ
ーフにしたエキュート東京お土産として
人気をほこります。 「東京駅」と印さ
れたフォルム、こだわりの餡と特製ホイ
ップクリームが好評です。賞味期限は
製造から2日。エキュート東京限定。

【ル ビエ～プロデュイ パー
ア ラ カンパーニュ～】

タルトレット・ヌフ（9 個入）
2,592 円

自慢のタルト生地に様々なフレーバー
を合せた焼菓子の詰合せです。賞味
期限は製造から約2週間。エキュート
東京限定。

エキュート東京でしか購入できないオリジナル商品 手土産9選

【和楽紅屋】
和ラスク（東京駅丸の内駅舎パッケー

ジ）（10 枚入）
650 円

上品で優しい甘さの和三盆糖や風味豊
かな北海道産発酵バターを丹念にバゲッ
トに塗り込み、こんがりと焼き上げた人気
のラスクが、東京駅丸の内駅舎パッケージ
で限定販売。賞味期限は製造から約 60
日。エキュート東京限定。

【奈良 天平庵】
東の京（5 個入）

820 円
自家製の白あんにバターと練乳を加
えた洋風ミルクまんじゅう。 東京駅
丸の内駅舎が描かれた限定パッケー
ジ。 賞味期限は製造から 30 日。
エキュート東京限定。

【小岩井農場】
バタースカッチビスケット（8 個入）

1,000 円
イギリスの伝統菓子「バタースカッチ」を
小岩井が醗酵バターとカソナード（赤
砂糖）で作ったクリームをビスケットに
挟み、ほろ苦い味わいに。東京駅丸の
内駅舎のレンガをデザインしたパッケー
ジに入れてご用意。賞味期限は製造
から 60日。エキュート東京限定。

12 月 13 日から新発売
【資生堂パーラー】

東京カリーウィッチ（10 枚入）
1,080 円

「資生堂パーラー」秘伝のカレー粉に数種の
スパイスとパセリ、赤パプリカを合わせた生地
を薄く香ばしく焼き上げ、チーズクリームをサン
ドしました。お子さまのおやつから、ビール、ワ
インのおつまみにもぴったりです。賞味期限は
製造から４カ月。エキュート東京限定。

【ハナ シュンプウ】
東京ブリュレかすてら

1,080 円
アーモンドパウダー配合のカステラ生地
を型に入れて焼き、表面をキャラメリゼ
して仕上げました。今秋から「TSC
（東京ステーションシティ）10周年ア
ニバーサリー」の限定パッケージです。
賞味期限は製造から１カ月。エキュ
ート東京限定。
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※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。

すべて「エキュート東京限定」！



※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。

【パティスリーQBG】
はちみつフィナンシェ（10 個入）

2,400 円
メキシコ産オレンジはちみつと、カナダ産
クローバーはちみつ2種類のはちみつを
使ったはちみつフィナンシェ。はちみつと
焦がしバターの風味豊かな味わいと、
しっとり優しい甘みが特徴です。

【ふるや古賀音庵】
花びら餅（5 個入）

2,160 円
新年を象徴する歴史の長い迎春菓
子です。うすくのばした紅白の餅で味
噌餡とごぼうをはさみました。年末年
始限定商品。

【自由が丘 蜂の家】
干支のまゆ最中 ギフトボックス彩

（10 個入）
1,134 円

まゆを象った 5色のひとくち最中。小倉、
胡麻、白つぶし、柚子、黒糖の５種類
をお楽しめる蜂の家を代表するお菓子を
年末年始のご挨拶に。年末年始限定
商品。

エキュート品川 おすすめ手土産 9選

【ボビーユーハイム】
新・品川ロール
1,512 円

品川の「品」の字をかたどった、エキュー
ト品川限定のロールケーキ。イチゴクリ
ーム、モンブランクリーム、洋ナシ・黄桃
入りの生クリームと 3 種類のロールケー
キが味わえます。

【ダロワイヨ】
マカロン詰合せ（9 個入）

2,160 円
季節限定や人気の定番マカロンの詰
合せ。外側はサクッと、中は柔らかく口
どけのよいクリームで仕上げた、見た目
もかわいらしい一押し商品です。

【加賀棒茶 丸八製茶場】
加賀いろはテトラシリーズ（4 袋入）

1,674 円
一杯の湯のみで手軽に本物のお茶を楽
しめるティーバッグの詰合せです。カラフル
なパッケージは伝統的なおめでたい絵柄
をモチーフにした「KUTANISEAL」のデ
ザイン。1袋にテトラ型のティーバッグが 6
個入っています。

【御門屋】
揚まんじゅう（10 個入）

1,188 円
「東京土産」として大人気。油で揚げ
ていながらもさっぱりと食べられる点が
人気の秘密です。
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【銀座 甘楽】
銀六餅（10 個入）

1,233 円
生地に餅粉を練りこんだもちもち食感
のミニどら焼き。契約農園のほどよい
甘さの粒あんを使用。サイズもかわい
らしく、手土産としておすすめです。

【空いろ】
たいよう（8 個入）

1,236 円
ひとくちサイズのどらやき「たいよう」。
あずきのつぶあん・○あん、白いんげ
んの 3 種のお味を楽しんでいただけ
ます。


