【NEWS LETTER Vol.14】

2019年5月14日（火）
株式会社JR東日本リテールネット

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！
２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. 「パンダフルパーティー」キャンペーン・・・２ｐ～４ｐ
⇒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６日は“ロールケーキの日”。食べたくなる断面図を揃えてみました！・・・５ｐ
⇒各ショップの「らしさ」や「強み」を活かした個性あふれるロールを豊富に取り揃えました。期間限定商品やエキュート品川・品川サ
ウス限定商品など、特別感に満ちた“ロールスイーツ”をご提案いたします。

Topic ３. 「満腹博覧会 in ecute」～“ぽぅ”のエキュート探訪～（エキュート立川）・・・６ｐ
Topic ４. エキュートエキナカ 最新情報・・・６ｐ

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2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、「ロールケーキの日」にちなんだ商品展開や、巨大フードフェス「まんパク2019」と
のタイアップ企画などを実施予定です。ぜひご覧ください。
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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！
2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。

上野といえばパンダ！エキュート上野では、上野動物園のパンダの子・シャンシャンの2歳のお
祝いを盛り上げるパンダのスイーツやデリ、パンダグッズを取り揃えたキャンペーンを開催します。
エキュート上野オリジナルマスコット“うえきゅん”グッズや見ているだけで楽しくなる、様々なパン
ダグッズと共に一緒にお祝いしましょう！
【キャンペーン名称】 Pandaful Party
【開催期間】 6月3日(月）～6月30日（月）の28日間
【開催場所】 エキュート上野、JR上野駅店舗

パンダ助六セット

パンダ焼き芋スイートポテト

親子パンダのエクレール

648円（税込）
若廣
3匹の可愛いパンダは焼サーモン・鶏そぼ
ろ・玉子焼の3種の味が楽しめます。焼きい
なり1個と細巻2個が付いたエキュート上野
限定商品です。＜エキュート上野限定＞

100g 324円（税込）
おいもさんのお店 らぽっぽ
熟成焼き芋を使用した人気の焼き芋ス
イートポテトが、パンダになって登場しまし
た。 ＜エキュート上野限定＞

1個 380円（税込）
ドルチェフェリーチェ
パンダの親子をモチーフにした可愛ら
しいエクレア。チョコカスタードにカリカ
リのクランチをサンドしました。
＜エキュート上野限定＞
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パンダの豆箱入り・しみみ

メッセージ☆コパンダ

1箱 972円（税込）
まめや金澤萬久
パンダの絵を手描きした豆箱。中には黒
豆おかきにそれぞれ黄な粉チョコ、ほうじ
茶チョコを染み込ませた「しみみ」が入って
います。 ＜エキュート上野限定＞
出店期間：6/3（月）～16（日）

1個 420円（税込）
シレトコファクトリー
シャンシャンの誕生日を記念したデコドー
ナツ。北海道の中標津牛乳と手作りの塩
生キャラメル、自社養蜂のハチミツをブレ
ンドしたシレトコハチミツを練り込み蒸し焼
きにしました。＜エキュート上野限定＞

パンダつくよみ
1個 194円（税込）
宗家 源 吉兆庵
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、天面に可愛らしいパ
ンダの焼印をあしらいました。
＜エキュート上野限定＞

プレミアムパンダクッキー

パンダのチーズケーキ

上野アソーテッドクッキー

1箱 650円（税込）
和楽紅屋
北海道産バターと小麦を使用したサブレ
に、瀬戸内レモンピール入りのさわやかな
クリームをサンド。いろいろなうえきゅんの
プリントがかわいい限定商品です。
＜エキュート上野限定＞

1ホール 1,800円（税込）
マミーズ・アン・スリール
クリームチーズをたっぷり使用した、
ボリュームのあるチーズケーキ。
うえきゅんのイラストがキュート！
＜エキュート上野限定＞

1缶 1,296円（税込）
ユーハイム
かわいいうえきゅんのプリントビスケット
が入った上野店限定のクッキー詰合せ
です。＜エキュート上野限定＞

パンダココア（ホット・アイス）

パンダソルト

スノードーム

1杯 400円（税込）～
アップカフェ
大人も子供も大好きな人気のマイルドココ
アにかわいいパンダの絵柄を浮かべまし
た。＜エキュート上野限定＞

1個 1,080円（税込）
上野ランド
野菜やベリーなどで色をつけパンダを表し
たかわいいお塩。職人が1つひとつ手作り
しています。 ＜エキュート上野限定＞

1個 1,620円（税込）
上野ランド
クールラッシュ×上野ランド限定のオリジ
ナル商品。西郷さんとパンダに舞い散る
桜がとても素敵です。
＜エキュート上野限定＞

ベビーパンダ

BIWA小 パンダ

パンダみくじ

1個 2,484円（税込）
アンジェビュロー
日本のぬいぐるみメーカー「スターチャイ
ルド」の赤ちゃんパンダです。つぶらな瞳
と、アクリル素材のやわらかな手触りがた
まらない！

1個 4,536円（税込）
遊中川
パンダの顔をモチーフにした、キュートな
琵琶の形のバッグ。持ち歩いたら注目の
的！ ＜エキュート上野限定＞

1個 432円（税込）
遊中川
陶器でつくったパンダの中に、パンダのお
みくじ入り！おみくじを楽しんだ後は、置き
飾りに！ ＜エキュート上野限定＞
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東京たまご 2味詰合せ
1箱 1,230円（税込）
みやげ菓撰
銀座たまや１番人気のごまたまご
とチョコたまごの2味をパンダのか
わいいパッケージに詰合せました。
＜上野限定＞

手作りぱん玉

玉乃子あわせ

2個入 540円（税込）
みやげ菓撰
職人の手作りのあんこ玉がみやげ
菓撰限定でパンダverで登場。買う
たびに表情の違うパンダが見れる
かも。 ＜エキュート上野限定＞
※1日限定各30個

1箱 520円（税込）
みやげ菓撰
かわいい玉子型の最中種の中に
あんをつめて手作りで楽しめるお
菓子です。みやげ菓撰限定でパ
ンダパッケージで登場。
＜上野限定＞

うえきゅん2way拡大コンパクト
ミラー

うえきゅんスクイーズ

うえきゅん携帯リング

うえきゅんスマホ放水シート

1個 540円（税込）
ニューデイズ（大連絡橋店）
大人気のスクイーズにうえきゅ
んデザインが登場！パンの中
に癒しのうえきゅん！
＜エキュート上野限定＞
※限定各50個

1個 432円（税込）
ニューデイズ（大連絡橋店）
スマホの落下防止に！
おしゃれで実用的！
＜エキュート上野限定＞
※限定各50個

1個 1,296円（税込）
ニューデイズ（大連絡橋店）
プールサイドで！
アウトドアでも安心です。
＜エキュート上野限定＞
※限定各50個

1個 864円（税込）
ニューデイズ（大連絡橋店）
どこでも手軽に2way！拡大コンパ
クトミラー付き。
＜エキュート上野限定＞
※限定各50個

PANDA SOCKS
1足 540円（税込）
プレミィコロミィ
親子でお揃いにできる ソックス
です！
＜エキュート上野限定＞

オリジナルショッパープレゼント
6月12日のシャンシャン2歳の誕生日から、エキュート上野内の各ショップで
パンダ商品を購入のお客さまにオリジナルショッパーをプレゼント！
■日時：6月12日（水）
■配布箇所：エキュート上野内 飲食ショップを除く各ショップ
※なくなり次第終了
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Topic２. ６月６日はロールケーキの日。
食べたくなる断面図を揃えてみました！（エキュート品川・品川 サウス）
6月6日の『ロールケーキの日』に合わせて、各ショップの「らしさ」や「強み」を活かした個性あふれるロールを豊富に取り揃えました。
期間限定商品やエキュート品川・品川サウス限定商品など、特別感に満ちた“ロールスイーツ”をご提案いたします。
【キャンペーン名称】 ロールケーキの日
【開催期間】 6月3日(月）～6月9日（日）の7日間
【開催場所】 エキュート品川、品川 サウス

①メロンのロールケーキ

②もちもちフルーツロール

③はちみつレモンロール

700円（税込）
アトリエうかい
しっとりと焼き上げた生地にメロンの果汁
入りクリームと大きめにカットした旬のメロ
ンを贅沢に使用しました。

2,592円（税込）
京橋 千疋屋
もち粉を使用し、もっちりとしたロール生地
にカスタードと生クリーム上に果物を飾り
ました。
※1日限定12本
＜エキュート品川 サウス限定＞

1,400円（税込）
パティスリーQBG
自社製のはちみつをふんだんに使い、
みつばちのいる花畑をイメージしました。
＜エキュート品川限定＞

④初夏のチーズロール

⑤濃茶ロールケーキ

1,620円（税込）
ボビーユーハイム
爽やかなクリームチーズとレモンの酸味
が絶妙にマッチしたロールケーキです。
※1日限定10個
＜エキュート限定＞

大1,600円/小1,200円（税込）
柿の木坂 キャトル
アーモンドたっぷりのしっかり焼き上げた
ビスキュイ生地で、宇治抹茶を使用したク
リームを巻き上げたケーキ。

⑦鳥居醤油ロール

⑧紫陽花

1,500円（税込）
和楽紅屋
卵黄をふんだんに使い和三盆や黒糖で仕
上げた生地に石川県名産鳥居醤油を加え
コクのあるカスタードクリームと生クリーム
を2層に巻きました。

324円（税込）
ふるや古賀音庵
上用まんじゅう生地で羊羹を巻き、紫陽花
（あじさい）風に見立てた限定商品。
※1日限定20個
＜エキュート品川限定＞

⑥プティ ロールケーキ マングー
540円（税込）
ダロワイヨ
マンゴーとパッションフルーツのコンポート
とヴァニラクリームを黄色いロール生地で
巻いた小さなロールケーキ。
＜エキュート品川限定＞

⑨ふわふわ小倉クリームのとらの巻
324円（税込）
自由が丘 蜂の家
小倉餡を入れたふわふわのクリームを、
焼き立てのとら焼の皮でくるくると巻いた
新しいタイプのとら焼です。
＜エキュート品川限定＞
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Topic３. 「満腹博覧会 in ecute」～“ぽぅ”のエキュート探訪～（エキュート立川）
▼エキュート立川～フードフェス「まんパク2019」と「エキュート立川」がコラボレーション～
巨大フードフェス「まんパク2019（企画制作：株式会社ロッキング・オン・ジャパン）が今年も、立川市 国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーンで開催さ
れます（5月16日～6月3日）。会期中、おいしい食を楽しむ多くのお客さまが立川エリアに訪れることに合わせて、「エキュート立川」は、「まんパク
2019」とタイアップして、『満腹博覧会 in ecute～“ぽぅ”のエキュート探訪～』キャンペーンを展開します。立川駅を中心とする、街の賑わいに貢献する
ことを目的として開催する取組みです。
【キャンペーン名称】 『満腹博覧会 in ecute～“ぽぅ”のエキュート探訪～』
【開催期間】 5月20日(月）～6月3日（月）の15日間
【開催場所】 エキュート立川
【展開内容】 「まんパク2019」とコラボレーションした商品の発売／まんパク公式ソングの館内放送

ぽぅ繭衣/銀座 甘楽
185円（税込）

“ぽぅ”くん/アンテンドゥ
300円（税込）

まんパクプリン/アンの工房
580円（税込）

ふわっとした食感に蒸し上げた生
地で、契約農園産小豆の粒あんを
挟みました。可愛らしいぽぅをモ
チーフにしました。
※エキュート立川限定商品

まぁるい“ぽぅ”くんの中には、
カスタードクリームがたっぷり。
※エキュート立川限定商品

大きなプリンの上にクリームを絞り
入れ、“ぽぅ”くんの顔を書きました。
※エキュート立川限定商品

①“ぽぅ”がエキュート立川に来店！
まんパク公式キャラクター“ぽぅ”と、
ふれあいや写真撮影をお楽しみ頂けます。

ひとつぶのマスカット4個入/
旬果瞬菓 共楽堂
1,296円（税込）
生の岡山県産アレキサンドリアマ
スカットを丸ごと一粒求肥で包んだ
贅沢な和菓子。限定短冊をお付け
します。

「まんパク」とは
2011年から始まった日本最大級のフードフェス。東京では、
立川市・昭和記念公園で開催されています。2019年は5月
16日（木）～6月3日（月）の開催。「肉」「海鮮」「野菜」「ラー
メン」「餃子」「チーズ」「揚げもの」「スイーツ」「たまエリア」
「物産」の10ジャンルが集結する巨大なフードフェスで、
2018年は約42万人を動員しました。エキュート立川とのタ
イアップは2015年、2017年、2018年に続いて4回目。

■日時：5月20日（月）・21日(火） 18:00～（30分程度）
■場所：エキュート立川 2Ｆ メインエントランス
②まんパク公式ソングが館内BGMで流れる！
宇宙まおさんが歌う、まんパク公式ソング
「夢みる二人」が館内に流れます。
（作詞・作曲：宇宙まお）

お問い合わせ：manpaku@rockinon.co.jp
公式サイト：http://manpaku.jp/

■日時：5月20日(月）～6月3日（月）
シンガーソングライター 宇宙まお

Topic４. エキュートエキナカ 最新情報
▼エキュート大宮～新茶の季節が到来！香り豊かなお茶を使用したスイーツが続々登場！～
新茶の季節が到来するこの時期に、香り豊かなお茶を使用したスイーツが勢ぞろい。見た目にも鮮やかな、この時期限定のお茶スイーツを是非お楽
しみください！
【キャンペーン名称】 お茶スイーツ特集【開催期間】 5月13日(月）～5月26日（日）の14日間
【開催場所】 エキュート大宮
【展開内容】 抹茶やほうじ茶を使用したスイーツ・ベーカリー アイテムの展開

パルミエ・ショコラブラン・テ・
ヴェール/ポール
1個 561円（税込）

お茶の子（抹茶・ほうじ茶）/
自由が丘 蜂の家
各1個 216円（税込）

サクサク食感が人気のパルミエに
抹茶とホワイトチョコをコーティング
した期間限定の商品です。

抹茶とほうじ茶のかすてらに桃山
を重ね、抹茶には大納言を、ほうじ
茶にはくるみを入れて焼き上げま
した。

抹茶ドームクーヘン/ヤマダヤ
10個入 1,620円（税込）
しっとりとした抹茶風味の生地の
中に、山田屋自慢のこし餡が入っ
たドーム型のバームクーヘンです。

宇治抹茶のティラミスL/
シーキューブ
1個 1,620円（税込）
宇治抹茶を使ったクリームの上品
な味わいをお楽しみ頂ける、期間
限定ティラミスです。
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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。

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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