【NEWS LETTER Vol.13】

2019年4月3日（水）
株式会社JR東日本リテールネット

～ゴールデンウィークに向けて、各施設が様々なコンテンツを展開～
エキナカ商業施設 エキュート４月コンテンツ最新情報

Topic １. 帰省やおでかけで立ち寄る前に知っておきたい、

品川駅＆上野駅「手土産＆お弁当」売上ランキング・・・３ｐ～

Topic ２. 新元号改定記念 商品＆イベント・・７ｐ～
・「平成」 「令和」商品を期間限定販売
・平成元年生まれのイラストレーターがデザイン！ノベルティ プレゼント

Topic ３. エキュート春のキャンペーン情報・・９ｐ～
・静岡県を代表する食材の魅力を、商品を通して発信。静岡ディスティネーションキャンペーン
・エキュート ブランディング動画の放映
・祝！中央線開業130周年記念キャンペーン

株式会社JR東日本リテールネット（本社：東京都新宿区西新宿／代表取締役社長：高橋 眞）は、ゴールデンウィークに向け、
ターミナル駅でもある上野駅と品川駅の「手土産・お弁当売上ランキング」を実施しました。各施設人気の商品が一目瞭然。ぜひ御
覧ください。
またエキュートでは、静岡県の魅力を発信するイベントや、新元号改定を記念したノベルティ配布、中央線開業130周年キャンペー
ンなど4月も情報が盛りだくさんです。ぜひご注目ください！
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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6,300万人を超え、スイーツからデリ、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。

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. ゴールデンウィーク前に知っておきたい、
品川駅＆上野駅「手土産＆お弁当」売上ランキング
【エキュート品川＆エキュート品川 サウス
「手土産」売上ランキング ベスト１０】
定番の東京土産以外に、手土産、ギフトだけでなく、
自分ご褒美としても使える商品がランクイン。
順位

商品名

税込価格

ショップ名

【エキュート品川＆エキュート品川 サウス
「お弁当」売上ランキング ベスト５】
食べ応えのある肉系のお弁当が人気。なだ万厨房のお弁当
は、たくさんの種類が食べられるので女性に嬉しい。
順位

商品名

税込価格

ショップ名

1位

スペイン産ベジョータ
イベリコ豚重

2位

若鳥のチキン南蛮弁当

860円 塚田農場 OBENTO&DELI

1,080円 鎌倉 豊島屋

3位

崎陽軒 シウマイ弁当

860円 銘店弁当 膳まい

定番５種セット

1,000円 八天堂

4位

琴

1,350円 なだ万 厨房

5位

パンダのシュガーバターサンドの木
14個入

1,080円 シュガーバターの木

5位

やわらかヒレかつ弁当

1,078円 とんかつ まい泉

6位

ベルンのミルフィユ 10個入

1,080円 ベルン

7位

東京ハニーシュガー 12個入

1,080円 ヨックモック

8位

ミルクサンド 8枚入

1,080円 テラ・セゾン

9位

わらび餅

10位

チョコレートケーキ レギュラー

1位

フールセック・小缶

2,160円 アトリエうかい

2位

東京ばな奈ラッコ コーヒー牛乳味、
「見ぃつけたっ」8個入

1,080円

3位

鳩サブレー袋入 １０枚入

4位

ちいさなバームツリー
～ねんりん家より～

772円 目黒東山 菓匠雅庵
1,998円 トップス

【エキュート上野限定商品
「手土産」売上ランキング ベスト１０】
上野といったらやはりパンダ！
見た目も美味しさも兼ね備えたアイテムが勢ぞろい。
順位

1,100円 イーション

商品名

税込価格

ショップ名

1位

大判焼き赤ちゃんパンダの
カスタード

1個124円
餡舎ひよ子
4個496円

2位

恋するコパンダ

3位

かきたねキューブ3個セット
（うえきゅん掛け紙）

4位

ラスクショコラテ（うえきゅん）

6本入
オッジ
540円

5位

パンダサブレ

6本入
和楽紅屋
700円

6位

しっとり安納芋と濃厚クリーム
チーズパイ

7位

パンダプリンアラモード

8位

栗入り粒餡パンダつくよみ

9位

パンダのくりーむパン

1個
八天堂
240円

10位

手作りぱん玉 2個入り

540円 みやげ菓撰

７個入
シレトコファクトリー
980円
1,134円 かきたねキッチン

【エキュート上野限定商品
「お弁当」売上ランキング ベスト３】
手土産だけでなく、お弁当もパンダをモチーフにした
かわいい商品が人気。
順位

商品名

税込価格

ショップ名

1位

石狩ちらし

1,275円 ちらし鮨 関山

2位

牛肉重

1,080円 浅草今半

3位

エキュート上野限定
eashionセレクション

799円 イーション

1,296円 おいもさんのお店らぽっぽ
510円 柿の木坂キャトル
5個入
宗家 源 吉兆庵
1,080円

＜対象商品＞
エキュート品川＆エキュート品川 サウス、エキュート上野のお土産商品とお弁当商品に限る ※各ショップ1商品のみエントリー
＜対象商品の売上集計期間＞
2019年2月18日～2019年2月24日
＜本ランキング紹介の際の表記＞
「株式会社JR東日本リテールネット調べ」
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【エキュート品川＆エキュート品川 サウス「手土産」売上ランキング ベスト１０】
第１位

フールセック・小缶
アトリエうかい（エキュート品川）／2,160円（税込)

口へ運ぶとほろほろとほどけるクッキーや、
しっとりとした生地に酸味の効いたジャム、サク
サクとした生地に香ばしい黒ごまがたっぷりの
ガレットなど、アトリエうかい特製の宝石箱の
ような焼き菓子の詰め合わせ。

第４位
定番5種セット
八天堂（エキュート品川 サウス）／1,000円（税込)

「和」と「洋」を融合した、今までのパンにはな
かったまったく新しいスイーツパン。何度食べ
ても飽きが来ない、一度に2個目も食べられ
る様なあっさりした、素材の味に徹底的にこ
だわりお創りしている「くりーむパン」を定番5
種セットでお楽しみください。

第２位
東京ばな奈ラッコ コーヒー牛乳味、
「見ぃつけたっ」8個入
ちいさなバームツリー～ねんりん家より～
（エキュート品川 サウス） ／1,080円（税込)

ふかふか浮かんだラッコ印のスポンジケーキ。
コーヒー牛乳味のバナナクリームをとろんと包
みました。

第３位
鳩サブレー 袋入 10枚入
鎌倉 豊島屋（エキュート品川 サウス）／
1,080円（税込)

バターがた っぷり明治生まれの 鳩 サブ
レー。ハイカラな鎌倉の味としてお親しみ
いただいております。東京・神奈川のみ限
定販売です。

第５位
パンダのシュガーバターサンドの木
14個入

第６位
ベルンのミルフィユ 10個入

シュガーバターの木（エキュート品川 サウス）
／1,080円（税込)

香ばしく焼き上げた3層のパイに、3種の異な
るクリームをサンドして、3種のオリジナルチョ
コレートでやさしく包みました。3つのおいしさ
のバラエティは他に真似のできないベルンの
自信作。1965年に発売以来のベストセラー。

ホワイトショコラをサンドしたシリアル生地に可
愛らしいパンダのお顔を描きました。生地とショ
コラが一体となってとろけるパンダのシュガー
バターサンドの木です。

ベルン（エキュート品川 サウス）／1,080円（税込)

第７位

第８位

第９位

第１０位

東京ハニーシュガー 12個入

ミルクサンド 8枚入

わらび餅

ヨックモック（エキュート品川 サウス）
／1,080円（税込)

テラ・セゾン（エキュート品川 サウス）
／1,080円（税込)

目黒東山 菓匠雅庵
（エキュート品川 サウス）／772円（税込)

チョコレートケーキ
レギュラー

さくさく食感のゴーフレットに、甘い蜂
蜜シロップを加えてつくりました。は
ちみつがふんわり香る、自信作です。

北海道美瑛産の小麦を使ったクッ
キーは、小麦自体の風味が感じら
れる、シンプルなおいしさが特徴。
サクサクのクッキー、チョコレート、
とろける練乳ミルクの３つのおいしさ
が合わさり、お口の中で広がります。

極限までやわらかく練り上げ、なめ
らかな口どけに仕上げました。
香高く旨みの深いきな粉をたっぷり
かけました。手土産にも喜ばれる人
気商品です。

トップス（エキュート品川）／
1,998円（税込)

良質なスイスチョコレートを使用し
たチョコレートクリームは、深みの
ある味わいです。クルミが食感の
アクセントに。
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【エキュート品川＆エキュート品川 サウス「お弁当」売上ランキング ベスト５】
第１位
スペイン産ベジョータイベリコ豚重

第２位
若鳥のチキン南蛮弁当

第３位
崎陽軒 シウマイ弁当

イーション（エキュート品川 サウス）／1,100円（税込)

塚田農場 OBENTO&DELI
（エキュート品川 サウス）／860円（税込)

銘店弁当 膳まい（エキュート品川 サウス）
／860円（税込)

塚田農場オリジナルのプレミアム卵「塚だま」
で手作りした特製タルタルソースをたっぷり添
えたチキン南蛮のほか、じっくり味をしみこま
せた肉じゃがが入っています。

昭和29年に登場したシウマイ弁当。崎陽
軒のこだわりが詰まったこのお弁当は発
売以来、多くの方に親しまれ続けていま
す。

イベリコ豚の中でも最高峰のベジョータを使用！
旨味のある脂身を楽しめるイベリコ豚を楽しめる
大人気弁当。

第４位
琴

第５位
やわらかヒレかつ弁当

なだ万 厨房（エキュート品川）／1,350円（税込）

とんかつ まい泉（エキュート品川）／1,078円（税込）

「なだ万」の味を少しずつお楽しみいただける

まい泉自慢のやわらかなヒレかつメインのお
弁当。煮物や玉子焼きも入り、食べ応え十分
です。

自慢のお弁当です。
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【エキュート上野限定 「パンダの手土産」 売上ランキング ベスト１０】
第１位
大判焼き赤ちゃんパンダのカスタード

第２位
恋するコパンダ

餡舎ひよ子／1個 124円（税込)・4個入 496円（税込）

シレトコファクトリー／7個入 980円（税込)

名菓ひよ子が手掛ける大判焼き！カスタードを
たっぷり詰めて焼き上げました。冷めてもやわらか
い生地で、お散歩の帰り道にもオススメです！

かわいい動物たちのひとくちサイズの
ドーナツ。かわいさに食べられないと言
いつつ手がとまらないおいしさです。

第４位
ラスクショコラテ（うえきゅん）

第５位
パンダサブレ

オッジ／6本入 540円（税込）

和楽紅屋／6枚入 700円（税込)

サクサクのパン生地にクーベルチュールチョ
コレートをコーティングしたOGGIこだわりの
ラスクです。

パティシエ・辻口博啓さんによるサクサク
の厚焼きサブレ。可愛いパンダのイラスト
入りです。

第３位
かきたねキューブ3個セット
（うえきゅん掛け紙）
かきたねキッチン／1,134円（税込)

柿の種とさまざまなナッツが入った人気商品。
バラエティ豊かなフレーバーから中身をお選び
いただけます。

第６位
しっとり安納芋と濃厚クリーム
チーズパイ
おいもさんのお店らぽっぽ／1,296円（税込）

熟成安納芋をたっぷりと使用し、まろやかで
コクのあるクリームチーズを組み合わせた
上野限定のパイです。

第８位

第９位

第１０位

パンダプリンアラモード

栗入り粒餡パンダつくよみ

パンダのくりーむパン

手作りぱん玉 2個入り

柿の木坂キャトル／510円（税込）

宗家 源 吉兆庵／

八天堂／1個 240円（税込）

みやげ菓撰／540円（税込）

かわいいパンダの濃厚プリン！

5個入 1,080円（税込)

くりーむパン定番の味であるカ
スタードが、かわいいパンダの
パッケージで包まれた上野店
限定商品です。

老舗「舟和」の定番商品「あんこ
玉」が上野店限定でかわいいパン
ダになりました。

第７位

奥久慈の地鶏の卵をたっぷり使
用した濃厚なプリンに、可愛らし
いホワイトチョコムースのパンダ
とフルーツを飾りました。

きざみ栗入りの粒あんをふっくらと
焼き上げた生地で挟み、可愛らし
いパンダの焼印を付けました。
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【エキュート上野限定「お弁当」売上ランキング ベスト３】
第１位
石狩ちらし

第２位
牛肉重

ちらし鮨 関山／1,275円（税込)

浅草今半／1,080円（税込)

エキュート上野限定！

牛肉にこだわり続ける浅草今半のお弁当！

新鮮な魚、貝、かに、うにと魚介を豊富に盛り
込んだ一品です。

黒毛和牛の切り落しをすき焼味に仕上げた一
品です。エキュート上野限定のスリーブでご用
意いたします。

第３位
エキュート上野限定
eashionセレクション
イーション／799円（税込)

エキュート上野で人気のおかずに、パンダの
形の海苔を添えた、イーションならではの彩り
豊かなお弁当。
※提供時間：10:00～

Topic２. 新元号改定記念 商品＆イベント
【新元号改定を記念した限定商品を販売！】
東京駅エキュート東京「東京あんぱん豆一豆」では新元号改定を記念した限定商品として、で一番人気の「東京レンガぱん」の
平成と令和を販売いたします。
「東京レンガぱん 令和」287円（税込）
・販売期間：5月1日（水）～5月7日（火）
・開店から限定50個
・単品での購入のみ
・なくなり次第終了

「東京レンガぱん 平成. 」 287円（税込）
・販売期間：4月24日（水）～4月30日（火）
・開店から限定50個
・単品での購入のみ
・なくなり次第終了

画像はイメージです

画像はイメージです

※この他の店舗でも4月下旬から販売開始商品を続々開発中！

【新元号ノベルティー～平成元年生まれのイラストレーターがデザインした春のお出かけグッズ～】
5月1日（水）から新元号になることを記念すべく、エキュートでは、平成元年生まれのイラストレーター・かとーゆーこ氏がデザイン
したエキュートオリジナルランチバッグ」を制作します。元号改定をお祝いし、花束をイメージしたオリジナルデザインです。
■製品名：エキュートオリジナルランチバッグ
■イラストレータープロフィール：かとーゆーこ
平成元年生まれ。イラストレーター・絵本作家。平成元年に福島県で
生まれ、静岡県で育つ。女子美術大学修士課程デザイン専攻修了。
「物語」をテーマに絵本、イラスト、デザインなど幅広い分野で活動中。
第１回白泉社MOE絵本グランプリ佳作受賞。
■配布日：2019年5月1日（水）
■配布場所：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
■配布方法：合計750個程度を配布。1,000円以上お買上かつクイズ
に答えてプレゼント。
画像はイメージです
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Topic３. その他エキナカ最新情報
【新緑の大地、静岡～五感で味わう静けさ、美しさ～】
エキュートでは、「静岡茶」をはじめとした静岡県を代表する食材の魅力を商品を通して発信し、静岡県への観光誘致につなげ
ます。
■実施期間：5月13日（月）～5月26日（日）
■主な商品：静岡県を代表する食材である「お茶」「わさび」「桜えび」を使用

【エキュート ブランディング動画の放映について】
開業以来、エキナカで日常化されてきた「エキュート」という存在に、新たな期待感を持っていただきたいという思いを表現する
ブランディング動画を作成しました。エキュートを新たに「目的地」として感じられる動画を是非ご覧ください。
■CMタイトル／内容：
①【周りの人へ感謝 編】
主人公である40代前半女性が、 「一番身近にいる人たち」への感謝を伝えます。
（キャスト：TOSHIKOさん）
②【頑張っている自分へ 編】
主人公である20代後半の女性が、頑張っている「あなた自身」へ寄り添うシーンを演出します。
（キャスト：仁村紗和さん）
■コンセプト：「今日も、なんかの記念日だ」
きちんとプレゼントを贈るほどではないけれど、
「ちょっと誰かに何かを送りたい日」ありませんか？
そんな時は、電車の乗り換えがてらエキュートへ。
手土産は、みんなを幸せにします。
■放映期間：
2019年3月20日（水）～9月30日（月）※媒体により放映期間は異なります。
■放映先：
・エキュート公式HP（https://www.ecute.jp/）
・エキュート館内デジタルサイネージ ※一部施設を除く
8

【祝！中央線開業130周年記念キャンペーン】（エキュート立川）
2019年度に中央線（新宿～八王子間）は開業130周年を迎えます。立川駅の開業日が4月11日であることから、
エキュート立川では記念商品の販売やイベントを開催します。
■実施期間：2019年4月1日（月）～4月21日（日）
■主な商品：

【エキュート立川限定】
DEGOICHI
1個 216,000円（税込）
リング アイウェア
D51形蒸気機関車を手彫りした
木製眼鏡です。
※限定1点
※エキュート立川限定

UCHU-O-SEN
90～185cm
3,888～5,616円（税込）
オジコ
宇宙を走る中央線。その名も
”うちゅうおうせん”。表裏でつなが
るデザインです。
※エキュート立川先行販売

中央線130周年記念クッキー
詰合せ
1箱 864円（税込）
アンファン
プリントアイシングクッキーなどの
詰合せセットです。
※エキュート限定
※限定50セット

栗かのこケーキ
（旧型特急あずさケース）
1箱 1,296円（税込）
小布施堂
小布施堂の栗鹿ノ子を入れて焼き
上げたパウンドケーキに旧型特急
あずさのパッケージが付いた限定
品です。

【ニューデイズ オリジナル商品】
中央線130周年記念グッズ

チーズケーキ（中央線130周年）

1個 300円（税込）
アンテンドゥ
くちどけの良いパンの中に、なめらか
なチョコクリームをたっぷり包んだか
わいらしい電車パン。
※エキュート限定

1個 450円（税込）
ドリップマニア
オレンジ色のマンゴーでデコレーショ
ンした130周年記念のチーズケーキ
です。
※エキュート限定

記念駅弁

チーズ肉まん

1折 1,150円（税込）
穂まれや
4/13(土).14(日)2日間限定！
中央線開業130周年を記念した
立川駅限定の掛け紙でご用意い
たします。
※数量限定

1個 230円（税込）
PAOPAO
PAOPAO人気の肉まんにチーズ
を入れた中央線カラーのおまん
じゅうです。

エキナカコンビニ「NewDays」でも中央線130年を記念したオリジナル商品を展開！

武蔵境・国分寺・立川・八王子駅のNewDays店舗にて販売いたします。
■販売期間：4/13（土）～販売開始 ※数量限定

オリジナルデザインキャップ

でんしゃくん

オリジナルデザインパーカー

1着 9,800円（税込）
1個 6,000円（税込）
人気の201系をイメージしたオリジ カスタマイズができるワッペン付！
ナルデザイン。※画像はイメージです 自分だけのオリジナルパーカーを
作ろう！！ ※画像はイメージです

立川駅開業130周年記念グッズ
中央線×多摩モノレール初のコラボグッズ！
立川駅のNewDays店舗にて販売いたします。
■販売期間：4/13（土）～販売開始 ※数量限定

クリアファイル

アクリル置き時計

1枚 350円（税込）
中央線と多摩モノレールの各車両
を、裏面には昭和記念公園の
花火大会をデザイン。

1台 4,000円（税込）
文字盤に中央線と多摩モノレー
ルの各車両をレイアウト。中央線
130周年記念ロゴ入り。

※画像はイメージです

サイズ：幅12×縦12×奥7cm
※画像はイメージです
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