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報道関係者各位

㈱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

トでは、3 月 14 日がホワイトデーであることに向けて、ギフト好適品を取り揃えます。今回は、その中から、スウィーツ担当のバイヤーが
提案するギフトを、シーン別に編集してご紹介します。

キャンペーン概要
■キャンペーン名称：エキュートのホワイトデー
■開 催 期 間：3 月 4 日(日)～3 月 14 日(水)
■開 催 場 所：エキュート 全 8 館  (大宮、品川、品川 サウス、立川、日暮里、東京、上野、赤羽)
■商 品 情 報：次頁以降の別紙にて、商品の一例および期間限定展開ショップをご紹介します

※一部商品は、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” からの事前予約も可能です。    
※ネットでエキナカ URL ： http://www.net-ekinaka.com

シーン別 エキュート敏腕バイヤーがおすすめする ホワイトデーギフト 15選

岡山（女性バイヤー）
手腕を買われてエキュートのスウィーツを取り仕切る
バイヤー。ファッションスタイルも含めて、社内の憧れ。
ワーキングマザーでもあります！女性がもらったら嬉し
いギフトを、洗練された目線で提案してもらいました。

藤井（男性バイヤー）
確かな目利きで新規取引先を開拓するバイヤー。
幅広いアンテナを持ち、遊びゴコロある売場づくりに定
評あり。そのセンスにときめく女性も多いとか。女心を
つかむギフト選びは、彼にお任せください。

―本資料に関するお問合せ―
■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 営業部 広報 木賀・神﨑

Tel：03-3423-8911 Mail：pr@ecute.co.jp （バイヤー2名へのお問合せを含みます）

■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 御囲・藤澤・佐藤
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 石井・若林・篠
Tel：03-3903-5781 Mail：naomi-ishii@jrtk.co.jp y-wakabayashi@jrtk.co.jp

※内容は変更する場合がございます。※写真はイメージです。

まもなくホワイトデー 3 月 4 日からキャンペーン開始！
エキュートのバイヤーが自信をもっておすすめ！

シーン別 「もらって嬉しい」スウィーツギフト 15選
夫婦やカップル 仲良くシェア編／センスが光る本命編／取引先や後輩 ”お礼返し”編



※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。

別紙１

エキュート東京限定
【資生堂パーラー】
ホワイトデーペア 2 種類のグラスデザート（2 個セット）
1,200 円 販売期間：3/4～3/14
「ブランマンジェ ベリーソース」と「白いプリン」のペア。口どけのよいクリームと、なめら
かな口あたりで上品な甘さは、まさに銘店ならではの味わい。甘いひとときにぜひ。
1日 10 セット限定。

エキュート上野
【柿の木坂 キャトル】
フランボワジェ 縦12㎝×横 12㎝×高さ 5㎝
2,500 円 販売期間：3/13、3/14
口どけの良い甘酸っぱいクリームと、木苺シロップたっぷりのアーモンド生地を組み合
わせた、ホワイトデー限定ケーキです。1 日 10台限定。

エキュート日暮里
【パティスリー アンドゥ】
パラディフレーズ 縦11㎝×横８㎝
1,728 円 販売期間：3/4～3/14
旬の国産イチゴとイチゴムースに、爽やかな香りのレモンムースを合わせ、春の訪れを
感じさせるようなホワイトデー限定ケーキを作りました。

エキュート品川 サウス限定
【京橋千疋屋】
苺のミルフィーユ 縦7㎝×横 9㎝
1,620 円 販売期間：3/4～3/14
パイ生地とカスタードクリーム、旬のイチゴのおいしさが一体となって口に広がる、京
橋千疋屋特製の 2段重ねミルフィーユです。1日 10台限定。

エキュート品川・大宮・立川・赤羽限定
【ダロワイヨ】
ペルル ブランシュ 直径12㎝
2,700 円 販売期間：3/9～3/14
真珠の輝きのようなグラッサージュ（菓子の表面をコーティングする調理法）は、ネ
ックレスを思わせる装い。カシスなどの味わいと白いムースのハーモニーが楽しめます。

シーン別 エキュート敏腕バイヤーがおすすめするホワイトデーギフト
ご夫婦やつきあいの深いカップルへ 仲良くシェア編

おうちで食べたい、シェアできるケーキで特別な時間を演出！特に
ダロワイヨのケーキはエキュート限定なので、さりげなく特別感をア
ピールして信頼が深まること間違いなし。そこから話題を広げ、普
段ではできない感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。

《藤井》

もらってうれしい（勝手に）ランキング１位は、やはりケーキ！
箱を開けた時の華やかさ、コンパクトなサイズ感もポイントで
す。デリケートで、持ち帰りにも気をつかうからこそ、そしてシェ
アするその時間こそ、「大事にされている」を感じられるはず。

          《岡山》

「わたしたちがおすすめします」



※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。

別紙 2

エキュート品川・東京・大宮
【パティスリー・サダハル・アオキ・パリ】
ボンボンショコラ 12 個入
4,968 円 販売期間：品川3/10～3/14 東京 3/4～3/14 大宮 3/5～3/14
口どけのよいガナッシュが、抹茶やフランボワーズなど、素材の個性と見事にマッチ。セザム・
シトロン・ワサビ・バンブー・ユズ・パッション・ヴァランシア・フレーズ・フランボワーズ・キャラメ
ル・カフェ・ミルティーユなど12種類の味わいをお楽しみください。パリからの直輸入品です。

エキュート東京
【湯布院 ジャズとようかん】
ジャズ羊羹 chocolat 長さ 20cm×幅 4cm×高さ 3cm
2,592 円 販売期間：3/4～3/14
ピアノの鍵盤を模したジャズがよく似合う洋風な味のジャズ羊羹。冬しか食べられない
特別商品です。白あんをベースに「クーベルチュール」を贅沢にたっぷりと練りこんだとて
も珍しいチョコレートの羊羹。 そのしっとりとした滑らかな舌触りはまるで生チョコのテリ
ーヌのよう。

エキュート東京限定
【レ・カカオ】東京駅初出店 エキュート東京初出店
ホワイトデーセレクション 9
3,320 円 販売期間：3/4～3/14
ガーナ産カカオ豆をベースに使用したボンボン・ショコラの詰め合わせ。エキュート東京
限定商品「キューバ」が詰め合わせに入っています。
Special Event

3/10（土）19 時頃に、黒木琢磨シェフが来店予定です。

エキュート東京
【ダリケー】
カカオが香るチョコレート・トリュフ 6 粒入り
2,700 円 販売期間：3/4～3/14
インドネシア産カカオ豆の香りと風味を存分に引き出したトリュフの詰め合わせ。インドネ
シアから直送した初摘みカカオのプレーントリュフの他、茶園から直接買い付けた抹茶の
トリュフなど厳選素材の味わいを堪能できる6粒アソート（初摘みプレーン、スラウェシプ
レーン、抹茶、ほうじ茶、オレンジ、ラムレーズン）が全て楽しめます。
Special Event

3/13（火）18 時頃に、吉野慶一代表が来店予定です。

シーン別 エキュート敏腕バイヤーがおすすめするホワイトデーギフト
センスが光る本命編

エキュート品川
【ジョンカナヤ】 品川駅初出店 エキュート初出店
ボンボンショコラ クールブラン
2,376 円 販売期間：3/10～3/14
「素材本来の味を活かしてシンプルに」「ひと手間を加えておいしさをひきだす」 ひと粒ひ
と粒をこだわりの素材とレシピで仕上げたボンボンショコラ。左から２番目の封蝋を白い
ハートにしました。ホワイトデーシーズン限定です。心臓に直結する血管が流れていると
いわれる左の薬指に見立てた白いハートに「あなた色に染めてください」と言うメッセージ
を込めて贈ってみては。

「自分で買うにはちょっと高級すぎるかも…」と、女性が思うくら
いのものを選んでみては。そのブランドの背景やこだわりなどの
「ストーリー」があれば、思いもますます伝わります。ぜひメッセー
ジも添えて。                         《岡山》

いただいたギフトへは倍返し！といきたいところですが、なかなか難
しいですよね。。。そこで加える価値は「センス」！上質な商品をチョ
イスして、そこへウンチクを添えれば「違いの分かる男」を演出できま
す。ただし、ウンチクはやりすぎ注意です（笑）。     《藤井》

「わたしたちがおすすめします」



※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。

シーン別 エキュート敏腕バイヤーがおすすめするホワイトデーギフト
バレンタインギフトをいただいた、取引先や後輩へ… “お礼返し”編

別紙 3

エキュート大宮
【PRESS BUTTER SAND】埼玉県初出店 エキュート初出店
プレスバターサンド 6 個入り 1,020 円

10 個入り 1,700 円 販売期間：3/5～4/1
サクサク食感のクッキーに、濃厚なバタークリームと口どけなめらかなキャラメルクリー
ムの 2層を挟み込んだバターサンドクッキーです。北海道産のフレッシュバターをたっ
ぷり使い、バターそのものの風味と食感が楽しめます。

エキュート赤羽
【ゴディバ】
ガトーメゾンアソートメント 6 粒入
2,052 円 販売期間：販売中~3/15
ヨーロッパの家庭で愛されてきたスイーツをモチーフにしたものと定番のチョコレートの
詰合せ。

エキュート品川 サウス限定
【coneri 品川】
こねりチョビ 3 種アソート
1 箱 1,296 円 販売期間：販売中～3/14
粉づくりからこだわった、気分まで軽やかにするサクサクの食感が楽しめるパイ。1箱
にカカオ 4本、ホワイト、さくら各 3本が入っています。2/19～3/14期間限定ショ
ップ。

エキュート立川
【アルデュール】
マカロン 5 個入
1,030 円 販売期間：3/5～14
人気のマカロン 5種（塩キャラメル、フランボワーズ、ジャンドゥーヤ、柚子、抹茶）
の詰め合わせです。

エキュート上野
【オッジ】
ＷＤ コファネットＤ
1,296 円 販売期間：3/4～3/14
マカデミアナッツ入りシナモン風味のチョコレートクッキーと、季節限定ショコラ トラン
シュの詰め合わせ。チョコレートクッキーはマカデミアナッツ特有の甘さと旨みが魅力。
ショコラ トランシュは口どけがよく、濃厚でビター感があるチョコレートケーキ。コニャッ
クが効いています。駅・空港店舗限定。

相手が予想するより「少し上」をチョイスして、期待を超えることできっ
と男を上げられるはず！たくさん種類があって何を選べばよいかわか
らない、というあなたへ。重すぎないけどセンスが良く、シーンを選ばな
い商品をご紹介していますので、ぜひピンチをチャンスに（笑）

《藤井》

一番難しい“お礼返し”。だからこそポイントをおさえたギフトを
贈ると「仕事ができる男性」と好感度大！プレミアム感あるブ
ランドや限定感のあるギフトがおすすめ。「大きい」よりも「コン
パクト」、「ラブリー」よりも「オトナ」なものを。

                《岡山》

「わたしたちがおすすめします」


