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株式会社 JR東日本リテールネットHP http://www.j-retail.jp/ 

 株式会社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）が運営しているエキュート上野
では、上野動物園で人気のシャンシャンが1歳になることを祝して、様々なパンダグッズやイベントを展開します。その他
にも、各施設で力を入れている父の日ギフトや期間限定ショップ情報などを掲載いたしました。ぜひご覧ください。 

６月１２日は上野動物園のパンダの子・シャンシャンのお誕生日！ 

１歳のお祝いとして、様々なパンダグッズやイベントをご用意。 

エキュート上野限定パンダ手土産・イベント特集 

Topic １. 「Pandaful Party」キャンペーン・・３～５ｐ 
⇒キャンペーン情報以外にも、エキュート上野でしか購入できないグルメやギフトも厳選してご紹介 

Topic ２. ６月１７日（日）父の日に新提案。 

            お酒にぴったり、素敵な“おつまみ”特集！・・６～７ｐ 
⇒サラリーマンの方に人気のおつまみや今回の父の日限定で販売されるプレートなど、気軽に購入出来る、お酒が好きな

方にぴったりな父の日ギフトをピックアップ。 

Topic ３. エキナカ 最新情報・・８ｐ 
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【参考】  

株式会社JR東日本リテールネットでは、デベロッパー事業としてエキュート東京／品川／品川 サウス／
上野／日暮里／立川／大宮、京葉ストリート、そしてマーチエキュート神田万世橋の9施設を運営してい
ます。年間利用者数は合計で6,300万人を越え、スウィーツからレストラン、ファッション、雑貨、クリニック
や保育サービスまで合計約400ショップを運営しています。 

東京駅構内 京葉線からアクセスの良い改札内にあるエキナカ商業施設。東

京駅発の等身大のグリーンライフをテーマに、ヒトにも自然にもやさしい豊かな

生活へと導くキッカケを提案することをコンセプトとしています。 

首都圏のターミナル駅構内にあるエキナカ商業施設。「ecute」とは、「駅（eki）を
中心（center）に、あらゆる人々（universal）が集い（together）楽しむ（enjoy）快
適空間に、「生まれ変わる」ということを願うという意味を込めています。また、
その音感から、「楽しいことがキューっと詰まっている駅」を表しています。 

秋葉原駅徒歩4分の旧万世橋駅にある高架下商業施設。100年以上前に建設
された旧万世橋駅の遺構の一部を保存し今に残しています。2014年度には
グッドデザイン賞（グッドデザイン・未来づくり賞）、第12回ブルネル賞受賞。高
架橋の形状を生かしながらリノベーションした館内には、フォトジェニックなス
ポットも。飲食店やライフスタイルショップが軒を連ねています。 
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Topic１.６月１２日は上野動物園のパンダの子・シャンシャンのお誕生日！ 
１歳のお祝いとして、エキュート上野では様々なパンダグッズやイベントをご用意。 

上野動物園のパンダの子、シャンシャンは6月12日で誕生から1年を迎えます。その上野動物園から歩いて約5分の場所に位置するエキナカ商
業施設・エキュート上野では、パンダグッズやグルメを豊富にラインナップ。今回は、手土産やギフトとして人気な、各店舗選りすぐりのパンダ
グッズをご紹介します。また6月1日（金）から7月1日（日）まで、「Pandaful Party」キャンペーンを開催。このタイミングにしか楽しめないイベント
も行います。 
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パンダトートBAG 
2,052円（税込） 
ローリーズファームプラス 
大好評のトートバッグにエキュート上野限
定パンダ柄が登場。ポケットから覗くパン
ダがポイントです。 
＜エキュート上野限定＞ 

注染手拭い 親子パンダ 
1,620円（税込） 
遊 中川 
大好きな笹を食べて“お腹いっぱい～！”
とひっくり返っている親子パンダの柄に心
が和みます。 
＜エキュート上野限定＞ 

クリーム・パンダ 
378円（税込） 
ブランジェ浅野屋 
ふんわりやわらかいパンダパン。お顔部分
にはカスタード、両耳部分はチョコクリーム
が入っています。 
＜エキュート上野限定＞ 

築地魚河岸 厚焼き玉子 
2切れ入り 170円（税込） 
旬米むすび ほんのり屋 
築地魚河岸から取り寄せたジューシーで
甘めの厚焼き玉子。パンダの焼印は、エ
キュート上野限定です。 
＜エキュート上野限定＞ 

親子パンダタルト 
3,600円（税込） 
ドルチェフェリーチェ 
口どけのよい求肥で、苺、カスタード、生ク
リーム、スポンジをやさしく包み込んだパン
ダのタルト。１日３台限定です。 
＜エキュート上野限定＞ 

アニマルドーナツ☆パンダ 
420円（税込） 
シレトコファクトリー 
“おめでとう”の気持ちを込めたシレトコ
ドーナツ。両手をあげて祝福するパンダが
とってもキュート！ 
＜エキュート上野限定＞ 



パンダあんまん（黒ごまあん） 
250円（税込） 
PAOPAO 
風味豊かな黒ごまをあんに練り込み上品
な甘さに仕上げました。パンダの表情が
とってもキュートなあんまん。1日20個限定
です。※提供時間 10：00～ 
＜エキュート上野限定＞ 

ポケットサンド たまとろメンチかつ 
1個410円（税込） ※1個の価格です 

とんかつ まい泉 
エキュート上野限定焼印入りのパンで挟
んだ、メンチかつと、とろとろの玉子が奏で
る幸せなハーモニー。１日80個限定です。 
※提供時間 8：30～18：00 
＜エキュート上野限定＞ 

パンダ焼き芋スイートポテト 
100g 324円（税込） 
おいもさんのお店 らぽっぽ 
大人気の焼き芋スイートポテトがパンダに
なって登場！甘いチョコとお芋の相性は抜
群です。 
＜エキュート上野限定＞ 

赤ちゃんパンダのカスタード4個入 
バースデー掛け紙 
1箱496円（税込） 
餡舎ひよ子 
冷めてもやわらかい赤ちゃんパンダのカス
タードを、1歳のお誕生日記念デザイン掛
け紙でご用意しました。 
＜エキュート上野限定＞ 

親子パンダネイル 
10本 6,480円（税込）～ 
リフレッシュ アトリエ プレミィ・コロミィ × 
リラクゼ 
親子パンダデザインの定額ネイルは、カ
ラーの変更も出来ます。お好みの色で親
子パンダをお楽しみください。 
＜エキュート上野限定＞ 

畳縁 小物・小銭入れ パンダ 
各 540円（税込） 
ブックエキスプレス 
畳縁シェアが日本一でもある高田織物株
式会社が作成した、畳の縁を使用したパ
ンダ柄の小物・小銭入れ。使うほどに馴染
む味わいのある一品。全2色。 
＜上野店先行販売商品＞ 

手作りぱん玉 
2個入り 540円（税込） 
みやげ菓撰 
浅草の老舗・舟和の職人さんが丁寧に手
作りしたパンダ顔のあんこ玉。1日数量限
定です。 
＜エキュート上野限定＞ 

パンダシューズ 
1足41,040円（税込） 
レディース 22.0～24.5cm/メンズ 23.5～27.0cm 

スコッチグレイン 
受注生産のパンダシューズ。ブラック、レッド、
ブルー、グリーンの全4色。プレゼントにも喜
ばれる一品です。 
＜レッド、ブルー、グリーン：エキュート上野限定＞ 
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うえきゅんの苺とブルーベリーの 
サンド 
1個432円（税込） 
サンドイッチハウス メルヘン 
甘みと酸味のバランスがよい苺とブルーベ
リーを、うえきゅん焼印入りのパンで挟ん
だスイーツサンド。1日限定30個です。 
※提供時間 14：00～ 
＜エキュート上野限定＞ 
 
 



（続）Topic１.６月１２日は上野動物園のパンダの子・シャンシャンのお誕生日！ 
エキュート上野では様々なパンダグッズやイベントをご用意。 

シャンシャン１歳の誕生日のお祝いをするべく、上野エリアで活動しているパンダキャラクターが集合！貴重な機会に、ぜひお越し下さい。 

・開催日時：6月10日（日） 15：00～、16：00～（各回30分程度） 

・実施場所：エキュート上野館内 

・実施内容：パンダキャラクターとの記念撮影 

・登場予定キャラクター（下図左から）： 
 リーリー＆シンシン（上野観光連盟）、マルパパ（上野マルイ）、うえきゅん（エキュート上野） 
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「うえきゅんとお友だち登場」 

エキュート上野の中に特設スペースを設け、１歳になるシャンシャンのお祝いに、お客さまがパ
ンダの絵を描いて、お祝いをします。お客さまが描いた絵は、7月1日（日）まで特設スペースに
展示します。また当日は、シレトコファクトリーのブランドデザインなどを手がけているイラスト
レーター徳山きみあきさんも来場し、お客さまと一緒にパンダのドローイングを実施します。 
またイベントにご参加された方には、もれなく徳山さんに似顔絵を描いてもらえます。 
・開催日時：6月3日（日） 11：00～16：00 

・実施場所：エキュート上野 キノクニヤ アントレ前 

・実施内容：パンダお絵描き、イラストレーター・徳山さんによるパンダのドローイング／似顔絵
描き（イベントにご参加された方限定） 

「みんなでパンダを描こう！」 

期間中、エキュート上野内の各ショップにて、お買い上げいただいたレシートを専用の応募用紙に貼り付け、
応募BOXへ投函すると抽選で各賞品をプレゼントします。 

・A賞（3,000円（税込）以上お買い上げのレシートで応募）： 

 三井ガーデンホテル上野「パンダルーム®」ご宿泊券＋上野街歩きセット 
 （内容：三井ガーデンホテル上野「パンダルーム（ツイン）」ご宿泊券 1泊（朝食付）、上野動物園入園券、お土産付） 
 ※当選人数：ペア2組4名様／宿泊日：2018/9/11（火）～9/12（水）、2018/9/15（土）～9/16（日）のいずれか 

・B賞（2,000円（税込）以上お買い上げのレシートで応募）： 

 歴史ある名店「韻松亭」の季節の会席ランチご招待券 

 ※当選人数：ペア3組6名様 

・C賞（1,500円（税込）以上お買い上げのレシートで応募）： 

 上野動物園年間パスポート 

 ※当選人数：ペア15組30名様 

＜レシート有効期間＞ 2018/6/1（金）～2018/7/1（日） 

＜応募締切＞ 2018/7/2（月）13：00 

＜応募BOX設置場所＞ ①かきたねキッチン横レストスペース ②ブックエキスプレス前 

レシート応募で当たる、上野の街を満喫できる賞品プレゼントキャンペーン 



Topic２. ６月１７日（日）父の日に新提案。 
今年のギフトはお酒にぴったり、素敵な“おつまみ”特集！ 

父の日に贈りたいギフトをそろそろ悩む時期。お酒が好きな方にぴったりな、エキナカ商業施設で手軽に購入できるオススメおつまみを今回ご提案い
たします。 
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①エチゴビール「ホワイトエールヴァ
イツェン」、「ピルスナー」 
288円（税込） 
ニッコリーナ（エキュート東京） 
小麦麦芽と大麦麦芽でつくった南ドイツ伝
統のにごりビール「ホワイトエールヴァイ
ツェン」、ザーツ産ザーツ種ホップを使用
した「ピルスナー」の2種類です。 

②自家製フランクフルト 
一本250円（税込） 
つばめグリルデリ（エキュート東京） 
宮崎県都城市のはざま牧場で育ったきな
粉豚で作った自家製フランクフルトソー
セージです。外はパリッと、中はふんわり
スモーキーな、ビールのおつまみにピッタ
リのソーセージです。 
＜エキュート東京限定＞ 
 

③菜彩鶏のから揚げ 
大パック710円（税込） 
大地を守るデリ（エキュート東京） 
うすめの衣としっかりとした味わいの菜彩
鶏の唐揚げです。 
＜エキュート東京限定＞ 

THANKS FATHERセット 
1,680円（税込） 
ターブルオギノ（エキュート品川） 
濃厚レバー香るパテ・ド・カンパーニュ、
さっぱり旨味のリエット、そしてスパイシー
仕立ての砂肝のコンフィと、みんなで楽し
めるおつまみギフトを6/1（金）～6/17（日）
限定で販売します。 

鹿児島 甑島産きびなごの醤油漬け
880円（税込） 
品川 ひおき（エキュート品川 サウス） 
全国でトップクラスの漁獲量を誇る鹿児
島・甑島。朝漁で獲れたきびなごを新鮮な
まま醤油漬けにした保存食ですが、日本
酒や焼酎にぴったりな、見た目もキレイな
逸品です。 

ワインと愉しむオードブルセット 
1,080円（税込） 
アール・エフ・ワン（エキュート上野） 
サーモントラウトの生春巻きやほうれん草
とベーコンのミニキッシュ、きのこのアヒー
ジョなど色鮮やかな7種が楽しめるオード
ブルです。 

④鹿児島県阿久根産小海老の 
おつまみ揚げ 
1パック 320円（税込） 
大地を守るデリ（エキュート東京） 
カラッと揚げた鹿児島産天然エビです。 
＜エキュート東京限定＞ 
 

⑤父の日セット 黒豚シューマイ・ 
エビシューマイ 
各4個入 880円（税込） 
パオパオ（エキュート東京） 
ジューシーな黒豚シューマイとあっさりと
したエビシューマイの人気の組み合わせ。
父の日のおつまみに。 

⑥南部どりの焼き鳥 
ねぎま（塩・たれ） ：各1本 250円 
もも（塩・たれ） ：各1本 250円 
レバー ：1本 230円 
串くら 京都御池（エキュート東京） 
岩手県で育った美味しい南部どりです。
店内厨房で1本1本焼き上げています。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



（続き）Topic２. ６月１７日（日）父の日に新提案。 
今年のギフトはお酒にぴったり、素敵な“おつまみ”特集！ 
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唐揚げ 
１個110円（税込） 
東京京鳥（京葉ストリート） 
京鳥といえばコレ！厳選されたひなどりを、
秘伝のタレで漬け込んだ、定番の醤油味。 

生ハム&サラミ 
１皿500円（税込） 
マダム・ブロ（京葉ストリート） 
ビールのお供に相性抜群の生ハムとサラ
ミです。 
＜京葉ストリート限定＞ 

ちょい飲みおつまみプレート 
1,380円（税込） 
千駄木腰塚（エキュート日暮里） 
昭和24年創業、以来60年以上愛され続け
る食肉専門店「千駄木腰塚」。肉を知り尽
くしたスペシャリストが、肉のうま味を存分
に引き出し、旨みが凝縮されたこだわりの
パテ・ド・カンパーニュ、自家製レバーコン
フィなどのシャルキュトリーを盛り合わせ
たプレートです。 
＜6/11（月）～6/17（日）期間限定販売＞ 
＜エキュート日暮里限定＞ 
 

日本酒サバラン 
648円（税込） 
パティスリーアンドゥ（エキュート日暮里） 
フランスで200年近い歴史を持つ伝統的
なサバランを、レーズンと日本酒「獺祭」
の絶妙な組合せで表現しました。お酒の
風味が“じゅわ”っと口の中に広がるサバ
ラン生地をベースに、レーズンと日本酒の
香りを忍ばせた生クリームを合わせて仕
上げました。 
スポイトにはラム酒のリキュールが入って
おり、味の変化を楽しめる新商品です。 

肉BEER 
300ml 627円（税込） 
Foods stage KITANO fore 
（エキュート大宮） 
ススキノ地ビールピルスナーと肉バル「肉
ソン大統領」のコラボ商品。札幌・ススキノ
で製造されている、原料・水・製法にこだ
わった無添加のビールです。あっさりとし
た味わいと軽く爽快な喉越しで、程よい
ホップの苦みが特徴のラガービールです。 
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Topic３. エキナカ 最新情報 

マネケン JR大宮駅店 

「マネケン」の焼きたてワッフルは外がサクッ、中はふんわりの独特な食感が人気のショップ。 

5/31(木)、マネケンJR大宮駅店がリニューアルオープンいたします。 
カスタード風味の生地に、国産ふじりんごの爽やかな甘みが広がる「りんごカスタード」を、 
限定販売いたします。 
また「りんごカスタード」を含む、焼きたてワッフルが全種類入ったセットもご用意しておりますので、 
ご家族やご友人へのお土産に是非ご利用下さい。 
 
【場所】  JR大宮駅構内 
【営業時間】 10:00～22:00 
【商品（一部）】 りんごカスタード 162円（税込） 
 プレーン 129円（税込） 
 チョコレート 151円（税込） 
 メープル 151円（税込） 等 

花神楽パンダ焼 JR御徒町駅店 

JR御徒町駅に6/9（土）にオープンする、パンダ焼き専門店。花神楽パンダ焼きの原料・小麦粉
は、日清製粉と共同開発したオリジナルの粉を使用しています。水を一切使わず卵と牛乳でふ
んわりと焼き上げた、カステラ風味の美味しい一口サイズのパンダ焼きです。最大の特徴は、
冷めても美味しく召し上がっていただけることです。 
 
【場所】  JR御徒町駅構内 
【営業時間】 平日 10：00～21：00 
 土日祝 10：00～20：00 
【商品】 14個入り 580円（税込） 
 21個入り 840円（税込） 
 26個入り 1,000円（税込） 
 33個入り 1,200円（税込） 
 42個入り 1,500円（税込） 

アディダス サッカー日本代表ポップアップショップ 
アディダス サッカー日本代表レプリカユニフォームをはじめTシャツ、ジャージータオルなど、 
5つのアイテムをエキナカで期間限定販売致します。 
 
【取扱いアイテム】 

・アディダス サッカー日本代表レプリカユニフォーム  
・アディダス ＫＩＤＳサッカー日本代表レプリカユニフォーム  
・日本代表ジャージータオル 
・日本代表 ホームレプリカＴシャツ 
・ＫＩＤＳ日本代表 ホームレプリカTシャツ 

 
【出店情報】 

6/6（水）～6/19（火） 東京駅 新動輪広場 
6/7（木）～6/19（火） 新橋駅 銀座線乗換通路 
6/11（月）～6/19（火） 仙台駅 2階ステンドグラス前 
6/13（水）～6/19（火） 柏駅 改札内 
6/14（木）～6/19（火） 秋葉原駅 電気街口改札内 
6/14（木）～6/19（火） 池袋駅 中央改札内 
6/15（金）～6/19（火） 新宿駅 南口改札内 
6/17（日）～6/19（火） 大宮駅 東西連絡通路 
6/18（月）～6/19（火）、6/23（土）～6/24（日） 船橋駅 改札外 
6/18（月）～6/19（火）、6/27（水）～6/28（木） 横浜駅 中央北改札内 


