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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）では、7月2日（月）から22日（日）
まで、エキュート赤羽（株式会社ジェイアール東日本都市開発 運営）を含む全9館で「ナツキタ２０１８ 北海道フェア」を
開催。各施設の店舗が、趣向を凝らした限定メニューなどを展開します。またその他にも、エキュート東京では、人気お
弁当宅配サービスがPOP UP SHOPとしてオープンし、エキュート大宮とマーチエキュート神田万世橋でも続々とリニュー
アルが続きます。ぜひご注目ください。

2018年は「北海道」と命名されて150年目。北海道150年を盛り上げるべく、

北海道ならではの旬食材を使用した限定メニューなどを、エキナカ商業施設で展開！

「ナツキタ２０１８ 北海道フェア」開催

Topic １. 「ナツキタ２０１８ 北海道フェア」・・３～７ｐ
⇒メロンやハスカップ、とうもろこし、生クリーム、牛乳、チーズ、そして海鮮など、北海道ならではの旬食材をふ
んだんに使用したグルメやスウィーツを8施設を横断して展開！

Topic ２. エキュート大宮／マーチエキュート神田万世橋が大幅にリニューアル・・・７～９ｐ

⇒“新業態”や“エキュート初出店”など十数店舗がラインナップ。豊富なジャンルの店舗が出揃いました。

Topic ３. エキュートその他の最新情報・・９～１０ｐ
⇒エキュート東京では、フードデリバリーサービス「ごちクル」とコラボレーションしたポップアップショップ『有名店
弁当 ごちクルTOKYO』を開催。期間中、有名店弁当の3ブランド7商品が店頭に並びます。
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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大宮、日暮里、上野、東京、
京葉ストリート、品川、品川 サウス、立川、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。

※7月1日（日）より、「エキュート京葉ストリート」に施設名称を変更します。

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.エキナカ商業施設横断！
北海道産こだわりの素材で、趣向を凝らした限定メニューなどを展開するキャンペーンを開催
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【エキュート東京】

【エキュート品川】

ハスカップ大福
1個270円（税込）
菓匠禄兵衛
甘酸っぱいハスカップピューレとほんのり
した甘さの白あんは相性が抜群。エ
キュート東京限定の大福です。
＜エキュート東京限定＞

かご盛レアチーズ
プラスベリーハスカップ
直径約10.5cm1,188円（税込）
スイートオーケストラ
（イベント：チーズケーキスタジオ）
北海道産生クリームやクリームチーズを使った
ふわんりチーズケーキを甘酸っぱい数種のベ
リーと爽やかなハスカップソースとともに。
＜エキュート東京限定／１日30個限定＞

北海道チーズあんぱん
1個280円（税込）
東京あんぱん豆一豆
北海道の牛乳を100％使用して作った贅
沢なクリームチーズがたっぷり！北海道産
のこしあんとの絶妙なバランスをお楽しみ
ください。
＜エキュート東京限定＞

北海道産モッツァレラチーズ
シューマイ
6個入り756円（税込）
パオパオ
北海道産モッツァレラチーズとドライトマト
を練り込んだ、ビールのお供にぴったりの
シューマイです。
＜エキュート限定＞

ほたていなり
1個324円（税込）
いなり専門店「豆狸」
北海道産の大粒のホタテを2個ものせた、
ボリューム満点のおいなりさんです。
＜エキュート限定＞

ラベンダーはちみつのサバラン
580円（税込）
パティスリーＱＢＧ
グランマニエを効かせたサバランにかわい
い蜂をあしらい、ラベンダーのはちみつを
トッピング。
＜エキュート品川限定＞

タルト オ ムロン
1カット680円（税込）
ル・ビエ
～プロデュイ バー ア ラ カンパーニュ～
北海道産らいでんメロンをふんだんに使ったタ
ルト。爽やかなヨーグルトクリームが果肉の甘
みを引き立てます。
販売期間：7月10日（火）～
＜エキュート東京限定＞

じゃがバタコーンシューマイ
6個入り680円（税込）
パオパオ
バターの風味とじゃかいもとコーンの食感
を楽しめる食感です。

北海道産メロンのショートケーキ
1個918円（税込）
資生堂パーラー
みずみずしい甘く芳香な北海道産メロンと、
ふんわり焼き上げたスポンジケーキにク
リームの組合せです。
＜エキュート東京限定／1日7個限定＞

2018年は「北海道」と命名されて150年目。「北海道150年事業」のパートナー会社である株式会社JR東日本リテールネットは、北海道150年を盛り上げる
べく、7/2（月）～22（日）の21日間（※）、「ナツキタ２０１８ 北海道フェア」を開催します。北海道の旬食材を使用した商品を8施設横断で展開します。
※ニューデイズ・KIOSKのフェア実施期間は、7/10（火）～8/6（月）
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【エキュート品川 サウス】

四大サーモン食べくらべ弁当
1,280円（税込）
銘店弁当 膳まい
4種のサーモンに、いくら醤油漬と鮭のル
イベ漬を添えた、佐藤水産謹製の贅沢な
鮭の食べくらべ弁当。
※北海道産食材：いくら、米

タルタルざんぎ
250円（税込）
百千
インパクト抜群の大きい鶏ザンギをおむすび
にしました。濃厚な鶏の旨みとタルタルソー
スがお米によく合います。
＜エキュート品川サウス限定／1日50個＞

とうもろこしブレッド
486円（税込）
ブーランジェリー ラ・テール
北海道産小麦を使った生地に、北海道産
とうもろこしを贅沢に練り込みました。濃厚
な甘みと風味をお楽しみください。

北海道メロンぜんざい
270円（税込）
目黒東山 菓匠雅庵
まるで本物のメロンを食べているような食
感の水菓子。お好みで北海道産小豆のぜ
んざい飴と一緒にお召し上がりください。
＜エキュート品川サウス限定＞

北海道赤肉メロンのパンナコッタ
594円（税込）
ダロワイヨ
北海道産の牛乳と生クリームを使用した
パンナコッタと北海道産赤肉メロンのゼ
リーを2層に重ねたヴェリーヌ。
＜エキュート限定＞

ヴィエノワ・クレーム（ムロン）
1個345円（税込）
PAUL
富良野産赤肉メロンを100％使用した果肉
感たっぷりのジャムとミルククリームをサン
ドしました。
＜エキュート限定＞

北海道産黒牛の
葱たっぷり牛すき弁当
1,280円（税込）
塚田農場
厳選した北海道産黒牛を絶品牛すきに仕
上げました。味の染みたたっぷりのネギを
添えています。

北海丼
1,500円（税込）
力蔵
北海道産の生ほたて、するめいかと、いくら
やカニ、ボタンエビといった北海の幸を盛っ
た豪勢な海鮮丼。
＜エキュート上野限定／1日限定10パック＞

【エキュート上野】

北海道宗谷猿払産ホタテ貝柱入り
ひおき特製海鮮バラちらし丼定食
（味噌汁、漬物付）
1,200円（税込）
品川 ひおき
ひおき特製の海鮮バラちらしに、北海道産
のホタテの貝柱をプラス。ホタテの甘みと、
とろけるような食感をご堪能ください。
＜エキュート品川サウス限定＞

赤肉メロンパフェ
1,242円（税込）
京橋千疋屋
赤肉メロンソースの上にココナッツムースとメ
ロンムースを重ねて、上に赤肉メロンとマスク
メロンをあしらった贅沢なパフェ。
＜エキュート品川サウス限定／1日15個＞

北海道の焼きとうもろこしバターコロッケ
1個185円（税込）
ヴィ パレット
北海道産の焼きとうもろこしと濃厚なバターを
入れた、店内厨房で手作りしたコロッケです。

北海道産サーモン蒲焼き棒鮨
4貫入り1,080円（税込）
若廣
北海道産サーモンを柔らかく蒲焼にし、酢
飯と相性良く味付けした棒鮨。特製魚醤で
味付けしたきんぴらが味の決め手。
＜エキュート上野限定＞
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オムライスビスクソース＆
北海道ホタテフライ
1食1,580円（税込）
ドリンク付き1,780円（税込）
たいめいけん
たいめいけんのオムライスに、北海道産
のホタテを使用したフライを添えたボリュー
ムのある一皿（提供時間：10時～）
＜エキュート上野限定＞

パンダメロンパフェ
650円（税込）
キャトル
ふんわりメロンムースとジューシーな赤肉
メロンゼリーに、たっぷりの北海道産メロン
とホワイトチョコムースのパンダをトッピン
グしました。
＜エキュート上野限定＞

【エキュート日暮里】

もちもちじゃが団子
350円（税込）
てとて
北海道産のじゃがいもを使用。バターの
風味とすり身のもちもちとした食感が特徴
の一品です。
＜エキュート限定＞

ブルーベリーラスク
1袋（80g）600円（税込）
東京ラスク
パン生地に北海道産のブルーベリーを練
り込み、香ばしく焼き上げました。ほんのり
香るブルーベリーの甘酸っぱさと爽やか
な口どけをお楽しみ下さい。

【エキュート立川】

あいもり豚丼
680円（税込）
ミートダイニングタカギ
三元豚のロース肉とバラ肉の二種類の部
位を十勝地方独特の甘辛い濃厚なたれで
焼きあげた豚丼です。
＜エキュート立川限定＞

タラモ風おにぎり
180円（税込）
穂まれや／こんがり
北海道産の明太子とじゃがいものポテサラを
加えたタラモ風おにぎり。他では味わえない
逸品をお楽しみください。
＜エキュート立川／エキュート日暮里限定＞

夕張メロンカップ
702円（税込）
パティスリー アンドゥ
旬の夕張メロンの果肉と酸味のあるブ
ルーベリームースをカップに入れました。

クリームメロンパン（北海道メロン）
260円（税込）
フェルツ
北海道産メロンのクリームを、さっくりとした
クッキー生地のメロンパンにサンドしました。
＜エキュート限定＞

北海道チーズクリームエクレール
380円（税込）
ドルチェフェリーチェ
北海道産クリームチーズを使ったレモン風
味のチーズクリームと、出来たてのカス
タードクリームをサンドしたエクレア。
＜エキュート上野限定／1日30本限定＞

北海道産男爵芋の
コンビーフサンド
1パック580円（税込）
千駄木腰塚
新鮮な北海道産男爵芋と極旨コンビーフ
がベストマッチ！期間限定の味わいをお
楽しみ下さい。
＜エキュート日暮里限定＞

ほたてのごま漬丼
890円（税込）
おさかな処 築地 奈可嶋
ホタテの風味とごまの香ばしさの相性が
バッチリです。
＜エキュート立川限定＞

夕張メロンジャム
120g648円（税込）
パティスリー アンドゥ
旬の夕張メロンをたっぷりと使ったジャム
で、凝縮された味を感じられます。
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ブランのツナコーンサンド
410円（税込）
サンドイッチハウス メルヘン
人気のツナサラダに甘い北海道産のとう
もろこしを入れて挟んだサンドイッチ。
＜エキュート立川限定＞

スイートポテト
324円（税込） ※100gあたりの量り売り
札幌ラネージュ
良質なさつまいもに生クリーム、バターを
ふんだんに使用し、美味しく焼き上げまし
た。

①北海道チーズのクリームブリュレ
②ピュアフロマージュ
各1,080円（税込）
チーズケーキングエフ
①濃厚さとキャラメルのシャリシャリした食
感と、その口どけをお楽しみください。
②下はベイクドチーズ、上は2種類のチーズ
をふんわりのせた2層のレアチーズ。
②は＜エキュート大宮限定＞

【エキュート大宮】

網走ビール流氷ドラフト
540円（税込）
フーズステージキタノフォア
網走の流氷を仕込み水に使用した、澄ん
だブルーが特徴の発泡酒です。

夕張メロンのパニエ
790円（税込）
フルーツピークス アルティザン
さっぱりとした甘さの北海道産夕張メロンが
たっぷりと楽しめるゼリーです。
＜エキュート大宮限定／数量限定＞
＜7月2日～8日、18日～22日限定＞

たい菓子
北海道クリームチーズブルーベリー
246円（税込）
吉祥寺 天音
北海道産クリームチーズに、果肉入りのブ
ルーベリージャムを混ぜ込みました。
＜エキュート大宮限定／数量限定＞

①

②

北海道産知床鶏使用 3色ザンギ串
1本 600円（税込）
東京京鳥
肉厚で身の締りが良い肉質で、食感はふ
わっと程よい歯ごたえの知床鶏を使用し
た癖になる味わいの逸品。
＜京葉ストリート限定＞

豚丼おむすび
１個260円（税込）
おむすび百千
北海道十勝の名物、豚丼をワンハンドでお
楽しみいただけるおむすびです。
＜京葉ストリート限定＞

【京葉ストリート】

北海道メロンと
マスカルポーネのパフェ
450円（税込）
アンの工房
北海道のマスカルポーネチーズを使用し
た濃厚なティラミスの上に、マスカルポー
ネチーズのムースをアイス風に仕上げ、
北海道のメロンでパフェをつくりました。
ホワイトチョコでつくったクランチも食感が
楽しめるデザートです。

北海道メロンマフィン
280円（税込）
ベーグル＆ベーグル マイスタイル プラス
マフィンに北海道産の赤肉メロンを使用した
メロンクリームを練りこみ、メロンビスをのせ
て焼き上げました。

北海道ROLL
432円（税込）
スシデリシア
北海道産ホタテの上にいくらをトッピングし
明太子を中に入れ、巻きあげたエキュート
大宮限定ROLLです。
＜エキュート大宮限定＞

魚力北海握り
1,300円（税込）
魚力海鮮寿司
北海道産の新鮮なネタを中心とした握り寿
司です。
※仕入れ状況により内容が一部変更になる場合
があります。

＜京葉ストリート限定＞
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くりーむパン（小倉）
230円（税込）
八天堂
北海道産の上質な小豆を使い、じっくりふ
つふつ丁寧に炊き上げ、風味豊かに仕上
げたくりーむパンです。

メロンショート
530円（税込）
柿の木坂キャトル
芳醇な香りの赤肉メロンと、爽やかな甘味
の緑肉メロンに、北海道産生クリームたっ
ぷりの期間限定ショートケーキ。

とろとろ焼きカップチーズ
北海道ハスカップ
1個 324円/6個 1,944円 （税込）
フロマージュ・テラ
とろとろ焼きカップチーズに北海道産ハスカッ
プコンフィチュールをトッピング。とろとろのク
リームチーズ、さわやかなハスカップが見事
にマッチング。
＜京葉ストリート限定＞

Topic２. エキュート大宮／マーチエキュート神田万世橋
リニューアル情報

【エキュート大宮】
エキュート大宮のスイーツゾーンが、7月18日（水）に大幅リニューアル。今回は、オープンする約12店舗の中でも注目の店舗情報をご紹介します。

ＯＶＯ
～FARM TO CAKE～新鮮な卵と旬の果物、
大地の恵みをそのままお菓子に。エッグ
ファームによる新たな農スイーツブランド
です。
＜新業態／商業施設初出店＞

ＹＡＭＡＤＡＹＡ
創業150年を迎えた山田屋まんじゅうの新
ブランド「YAMADAYA」では、新たな挑戦
としてその自慢のこしあんを使用したスウ
イーツをつくりあげ、自慢のこし餡を使用
した各種スイーツを展開します。
＜新業態／エキュート初出店＞

つむぎや
小麦どころ埼玉の小麦粉屋「つむぎや」が、
粉屋の目利きを活かした焼菓子専門店を
ニューオープン。素材の恵と作り手、召し
上がる皆様のご縁をつむぎます。
＜菓子新業態／商業施設初出店＞

＜おすすめメニュー＞-----------------------
ふぃなんしぇ（メープル・ショコラ）
メープル216円/ショコラ237円 （税込）
使用する小麦は埼玉産を100%使用し、極
力シンプルに、素材の味を引き出すこと
にこだわります。

＜おすすめメニュー＞----------------------
まろぶ化粧箱10個入
1,350円（税込） ※エキュート大宮限定
雪を丸めたような真っ白で可愛らしい口
当たりなめらかな白餡のおまんじゅうです。

＜おすすめメニュー＞------------------------
旬の果実のシフォンサンド
750円（税込） ※エキュート大宮限定
極上の卵を使ったふんわりしっとりのシ
フォンケーキに、栃木県産の完熟いちごと
風味豊かな生クリームをサンド。
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フルーツピークス アルティザン
フルーツには、もっともおいしくなる瞬間が
あります。私たちはつねに旬の産地から
選びぬき、熟度を管理したフルーツだけを、
たっぷりとつかう事で、皆さまにフルーツ
の持つ、本当のおいしさを楽しんでいただ
けると考えています。

PRESS BUTTER SAND
「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。」を掲げ、
素材にこだわり、手間をかけてつくるバター
サンド専門店。スモールバッチ(少量生産)だ
からこそ実現できる、こだわりの逸品をお楽
しみください。
＜エキュート初出店／埼玉初出店＞

＜オープン記念商品＞----------------------
バナナとプラリネクリームのオムレット
480円（税込） ※エキュート大宮限定
ハニー加工を施したあまいバナナとほろ
苦いプラリネクリームの相性は抜群。パ
ティシエールお勧めの一品。
＜期間限定（7/18～8/5）＞

フルーリア ロイスダール
まるで花屋に立ち寄った様な、華やかだ
けどホッとする癒しの空間。お菓子で人と
人を結ぶお手伝いをしたい。それが、「フ
ルーリア」の願いです。
＜ブランドリニューアル＞

＜オープン記念商品＞----------------------
ミロワール（ストロベリー）
194円（税込） ※エキュート大宮限定
クッキーにストロベリーチョコレートをバラの
花の形に絞ったオープン記念限定品。
＜期間限定（7/18～8/5） ＞

自由が丘 蜂の家
東京・自由が丘に本店を構える創業68年
の和菓子店。代表商品「まゆ最中」を始め、
四季折々のお菓子をお作りしています。

マイスターシュトュック ユーハイム
エキナカの新ブランド「マイスターシュトュッ
ク ユーハイム」。ユーハイムの職人がつく
る、上質で温かみのあるお菓子。ほどよくカ
ジュアルで、ちょっと気の利いたおもたせと
してもお使いいただけます。
＜ブランドリニューアル＞

赤坂柿山
あられ・おかき専門店。富山県産「新大正
もち米」を主原料に、惜しまぬ手間ひまか
ら生み出されるこだわりのおかきをご賞
味ください。

＜オープン記念商品＞----------------------
FUKU-LABO 福光あげチーズ
525円（税込） ※エキュート大宮限定
米油でさっくり揚げたおかき。チーズを合
わせることで、コクと風味豊かに仕上げま
した。
＜期間限定（7/18～8/5）＞

＜オープン記念商品＞------------------------
狭山抹茶のバウムクーヘン
1,080円（税込） ※エキュート大宮限定
ほのかに甘くコクのある濃厚な味が特長の狭
山茶をバウムクーヘン生地に加えてしっとり焼
き上げました。
＜期間限定（7/18～ ※限定数なくなり次第終了）＞

＜オープン記念商品＞----------------------
米粉のまんまるクッキー（レモン／チョコ）
6個入×4袋1,080円（税込）
※エキュート大宮限定
米粉を使ったほろほろかるい口どけのクッ
キー。さっぱりレモンとチョコの2種。
＜期間限定（7/18～8/5）＞

キャトーズ ジュイエ
フランス菓子の魅力を1つ1つのお菓子に
のせて。幸せのシーンに欠かせない、想
い出づくりのお手伝いをさせていただきま
す。
＜埼玉パティスリー＞

トップス
お客様にご満足いただけますよう、トップ
スのケーキは創業以来原材料にこだわり、
「チョコレートケーキ」を中心に、 今も昔な
がらの手作りにこだわっております。

シーキューブ
C3（シーキューブ）は、代表商品のティラミ
スを創る、 コーヒー（Coffee）、チーズ
（Cheese）、カカオ（Cacao）の3つのCに由
来しています。 もっと人々をハッピーにし
たい、そんな想いから、お菓子を通じた幸
せなつながりをアシストします。

＜オープン記念商品＞----------------------
東京ティラミスロール
1,188円（税込） ※エキュート限定
エキュート東京の人気商品が期間限定で
登場。芳醇なエスプレッソを効かせたスポ
ンジケーキの中には、濃厚な味わいの北
海道産マスカルポーネチーズのクリーム
が入っています。
＜期間限定（7/18～8/5）＞

＜オープン記念商品＞---------------------
マッキー Nama Chocolate
1,296円（税込） ※エキュート大宮限定
ふわふわの生地でチョコレートクリームと
生チョコを巻き上げました。
＜期間限定（7/18～7/26）＞

＜オープン記念商品＞----------------------
ブルーベリー・レアチーズ
480円（税込） ※エキュート大宮限定
旬の浦和ブルーベリーをふんだんにトッピ
ングした白と紫のコントラストがさわやかな、
軽いクリームチーズムース。
＜期間限定（7/18～8/5）＞



【マーチエキュート神田万世橋】
全5ショップが7月3日（火）より順次リニューアルオープン。階段、壁面、プラットホームなどの遺構がよみがえった空間の中に、知的好奇心を掻き立
てるような趣味性、嗜好性の高いショップ（カワサキショールーム、FABRIC TOKYO、木内酒造神田万世橋、以下2ショップ）をリニューアルします。

ｈａｌｕｔａ ※7月4日オープン！
長野、東京、デンマークから、豊かな暮らしの提案を
行っているhaluta。ヴィンテージ家具を引き継ぐことだけ
に留まらず、サステナブルな考えをかたちにした建築・
食をはじめ、背伸びすることなく、日常の質に重きを置
くことの大切さを日本へ伝える発信の場として活動して
いきます。
また北欧オーガニックスーパーIrmaの商品を扱う、Irma
日本ショップとしての活動、8月以降からはhaluta ueda
で焼いているパンの店頭販売も予定しています。
＜リニューアルオープン特典＞
Irmaなどの北欧雑貨のアウトレットセールを開催します。

ONKYO BASE ※7月5日オープン！
「ONKYO BASE」は秘密基地をテーマとしたショールーム
ながら、“ここだけの体感”、“ここだけのイベント”、“ここだ
けの商品”を提供する空間として、幅広い年代の皆様に心
地よく楽しんでいただける空間です。
また、オンキヨーグループが販売している商品を体験して
いただけるだけでなく、アーティストや声優をはじめとした
トークショー、セミナー、ミニライブ、上映会などの各種イベ
ント開催に加え、店頭では実機を見る機会の少ないコラボ
レーション製品の展示・販売も行います。

Topic３. エキュートその他の最新情報

【３週間の期間限定オープン！有名シェフ監修のお弁当、有名店のお弁当が楽しめる「有名店弁当ごちクルTOKYO」】
エキュート東京において、フードデリバリーサービス「ごちクル」とコラボレーションしたポップアップショップ『有名店弁当 ごちクルTOKYO』を、 6月18日
(月）～7月8日（日）の3週間の期間限定でオープンします。

今回販売されるのは、 「ごちクル」でも人気の高い“有名シェフ監修・有名店”のお弁当。芦屋の名店「京料理 たか木」の髙木一雄オーナーシェフが
監修したお弁当や、東京ミッドタウン「HAL YAMASHITA 東京」/「NADABAN神戸元町」オーナー兼エグゼクティブシェフである、山下春幸シェフ監修
の新和食、そして無農薬野菜や伝統の野菜にこだわるHATAKE AOAYAMAの人気お弁当など様々なお弁当を展開。期間中、有名店弁当の3ブラン
ド7商品が店頭に並びます。

【参加ブランド（一部）】

京料理 たか木監修日々是好日
ミシュランの星を6年連続獲得芦屋の名
店「京料理 たか木」の髙木一雄オーナー
シェフが監修したお弁当。濃厚かつ上品
で美しい出汁が楽しめる。

HAL YAMASHITA 東京
東京ミッドタウン「HAL YAMASHITA 東
京」/「NADABAN神戸元町」オーナー兼エ
グゼクティブシェフである、山下春幸シェ
フ監修のお弁当。“ジャンルはない。でも
日本料理の「セオリー」は守りぬく。”と語
る山下春幸がくり出す新和食です。

HATAKE AOYAMA
無農薬野菜や伝統の野菜が持つ本来の
力に手を添えて、おいしさをさらに引き出
したいというコンセプトの元、江戸野菜を
初めて本格欧州料理に取り入れたことで
注目を集める「HATAKE AOYAMA」の神
保佳永総料理長監修のお弁当。店のテラ
ス畑で大切に育てた摘みたて野菜も使わ
れた、“心と体に優しいお弁当”です。

【限定】夏のHATAKE BOX
（税込 2,160円）

虎竹
（税込 1,188円）

黒竹
（税込 1,620円）

HATAKE BOX（ドライトマトとひじきのご飯）
（税込 1,460円）

たか木 特選京懐石膳 はんなり
（税込 1,188円）

たか木 特選京懐石膳好日【こうじつ】
（税込 1,998円）



【東京駅にエキュートが2つ「どっちもいいね！」photoキャンペーン】
この度京葉ストリートは、今年7月1日（日）より「エキュート京葉ストリート」として施設名を変更します。それに伴い、東京駅構内に「エキュート」が2つ
になったことを記念し、 7月1日（日）から8月19日（日）までの期間、「東京駅にエキュートが2つ「どっちもいいね！」 photoキャンペーン」を実施します。

「エキュート東京／京葉ストリート」の公式Instagram・Twitter・Facebookいずれかをフォローし、①「エキュート東京・エキュート京葉ストリートで購入し
た商品の楽しみ方」②「エキュートに立ち寄ったら、ぜひ見ておきたい東京駅散策の楽しみ方」が伝わる写真を「#ecuteが2つ」「#東京駅」のハッシュタ
グをつけて投稿してください。抽選で25名様に商品券や商品詰め合わせをプレゼント。一部作品は各エキュート館内の休憩スペースにコラージュとし
てデザイン加工し、展示します。

◇応募期間：7/1(日)～8/19(日)

◇館内展示：10/1(月)～14(日)

◇抽選プレゼント：

A賞 エキュート商品券(5,000円相当) 5名様

B賞 エキュート東京・エキュート京葉ストリートの

商品詰め合わせ(3,000円相当) 20名様
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