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 2019年7月22日（月） 
株式会社JR東日本リテールネット 

  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）が運営するエキナカ商業施

設エキュートでは、夏の帰省ラッシュに向けてオススメの手土産を豊富なラインナップでご用意。今回は、6月号のお弁当売上

ランキングに続けて、夏のグルメ企画第2弾として「手土産」を特集。エキュート各施設のスイーツの営業担当者が選んだ、マ

スト手土産アイテムをぜひ御覧ください。また、8月31日は「野菜の日」ということで、野菜をふんだんに使用した色とりどりのメ

ニューを各施設で展開。エキュート日暮里の、大規模リニューアル前の最後のキャンペーン情報も合わせて、ぜひご一読くだ

さい！ 

～今月号は、夏のグルメ企画第２弾を実施！～  

エキナカ商業施設エキュート７月コンテンツ最新情報 
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Topic１. スイーツの営業担当者が自ら厳選！ 
エキュート上野＆品川＆品川サウスの、夏の手土産大特集 

夏限定商品6選／今年の新作カタログ 

 いよいよ夏休みシーズンの到来！多くの商品が並ぶエキナカで、帰省や手土産は何を買ったらよいか毎回迷ってしまいますよ
ね。そこでエキュートでは、夏のグルメ企画第2弾として、スイーツの営業社員が厳選した夏の手土産をご紹介！毎年に夏に発
売する人気商品から、この夏に新登場した限定商品まで各施設の見逃せない6商品にご注目ください！ 

【エキュート上野】 
スイーツの営業担当者が厳選した夏限定商品6選を発表！ 

大判焼き レアチーズ 
（餡舎ひよ子／1個 162円（税込）） 
この季節ならではの素材を活かし、時間が
たっても焼きたてのやわらかさが続く、新食
感の大判焼きに「レアチーズ」が新登場！ 
※エキュート上野限定 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
和×洋が見事に掛け合わさった、ありそう
でなかった一品。 

甘熟やきいものソルティチーズパイ 
（おいもさんのお店らぽっぽ／1台1,620円
（税込）） 
甘熟やきいもにコクのあるチーズを合わせ
しっとりと焼きあげました。ふわっと口溶けの
良い雪のような塩をトッピングした、暑い夏
にもぴったりな一品です。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
<担当者のおすすめポイント> 
暑い夏に食べたくなるような甘熟やきいもス
イーツ！！ 

和楽涼菓撰 夏の雅 
（和楽紅屋／1箱 2,400円（税込）） 
素材にこだわった人気の和ラスクと、和歌
山県産の温州みかんの果実をまるごと包
み込んだ贅沢なゼリーを詰め合わせました。
涼しげな包装でお手土産や御中元にも活
躍するおすすめギフトです。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
<担当者のおすすめポイント> 
夏らしいゼリーと夏限定パッケージのラス
クが詰め合わさり、見た目も華やかで
GOOD！ 

カドー ドゥ レテ 
（ヨックモック／1箱20個入 1,620円（税
込）） 
ヨックモック定番のラングドシャーをはじめ、
4種類のクッキーを夏季限定で詰め合わせ
ました。水面に浮かぶ花をイメージした透
明感のあるパッケージは、まるでお花を贈
るよう。大切なあのひとへ、季節のコミュニ
ケーションギフトとして。夏にぴったりの華
やかさです。 
※販売中～8月中旬までの販売予定 
※なくなり次第終了 
 
<担当者のおすすめポイント> 
まるでお花を贈るように、大切な人に贈り
たい一品。 

ガトーオレンジ 6個 
（オッジ／1箱 1,296円（税込）） 
香り高い、こだわりの自家製ガナッシュチョ
コレートとオッジのオレンジピールを練り込
んだ贅沢な一品。ひとつひとつ個包装に
なっているのでお手土産におすすめです。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
極上のデザートを提供する”オッジ”が、夏
季限定で展開するオススメ手土産。 

恐竜☆デコド 
（シレトコファクトリー／1個 420円（税込）） 
上野・国立科学博物館で展示される「恐竜
博2019」に合わせ、かわいい恐竜の足跡を
モチーフにしたシレトコデコド♪ 
※エキュート上野限定 
※販売中～8月18日（予定） 
 
<担当者おすすめポイント> 
インスタ映えするデコレーションドーナツ！
4種類の中からお好きな絵柄をお選びいた
だけます。 
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【エキュート品川/品川 サウス】 
スイーツの営業担当者が厳選した夏限定商品6選を発表！ 

「銀座のチーズケーキ」です。 
（ちいさなバームツリー～ねんりんやより～／
8個入 1,029円（税込）） 
マスカルポーネチーズ＆カスタード。 
贅沢２層のダブルクリームが爽やかにとろ
ける、夏限定チーズケーキ。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
迷ったら定番！季節限定を選んでアソビゴ
コロを！ 

ふきよせ ほたる狩り 
（アトリエうかい／1箱 1,080円（税込）） 
夏の夜のほたるが舞う情景を、ちいさな包
みの中に表現しました。夏の食材を使用し、
ひとつひとつの味と食感を吟味して丁寧に
焼き上げました。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
見た目にも美しい詰合せは特別な方への
お手土産に最適です。 

SETOUCHI LEMON  
（アンドザフリット／ 1袋 700円（税
込））  
“サクサク食感”のドライフリットに、瀬戸
内産（広島県 / 愛媛県産）の国産レモン

のパウダーをまぶしました。爽やかな酸
味と自然な甘みを楽しんでいただけます。 

※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
レモンフレーバーが爽やかで夏にぴった
り。甘いものが苦手な男性への贈り物に
もおすすめです！ 

小夏一番 
（銀座甘楽／ 9個入り 2,926円（税込）） 
高知県四万十川流域で採れた小夏を贅沢
に使用した爽やかなゼリーです。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
暑い夏のお土産は、ひんやり冷やしておい
しいゼリーで涼しさもプレゼント！ 

そよかぜ 
（空いろ／6個入 1,816円（税込）） 
水ようかん、フルーツ羹、わらび餅の 
6種が入ったバラエティ豊かな涼菓の 
詰め合わせ。 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
東京限定ブランドは地方への手土産に
おすすめ！食べ比べで帰省先での話
題にも。 

レモンフィナンシェ（5個入り） 
（パティスリーQBG／1箱 1,350円（税
込）） 
今しか味わえない限定フレーバー！レ
モンはちみつとレモン果肉が相性バク
グンで、やみつきになります！ 
※販売中～なくなり次第終了 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
お手土産に人気のフィナンシェも爽やか
レモンで夏にぴったり！ 
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【エキュート品川/品川 サウス】 
番外編～2019年新作手土産～ 

こねり スイカ 
（coneri 品川／1箱（6本入） 754円（税
込）） 
パイ職人が仕上げたスティックパイに、スイ
カのチョコレートを染み込ませました。 
冷やしてどうぞ。 
※エキュート品川 サウス限定 
※夏季限定 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
夏らしくスイカをイメージした2パターンの
パッケージに注目！ちょっとしたお手土産
に喜ばれること間違いなし！ 

シュガーバターサンドの木 ベリーズ
ショコラ（シュガーバターの木／12個入 
1,188円（税込）） 
まるで華やかなベリーパーティー！ 
ラズベリー・カシス・苺が甘酸っぱい、夏の
新作ベリーショコラサンド。 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
旬のベリーを使ったさわやかなシュガーバ
ターサンド！シリアル生地の軽やかな食感
がクセになります！ 

東京表参道プレッツェルクッキー 
（レモン＆チョコレート） 
（ボビーユーハイム／20枚入り 1,080円
（税込）） 
お手土産におすすめのプレッツェルクッ
キーの夏季限定商品。レモンを練りこん
だクッキーにホワイトチョコレートをコー
ティングした爽やかなお味をお楽しみい
ただけます。 
※夏季限定 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
東京を訪れたらこれ！レモンとチョコレー
トの風味が絶妙で、入数も多く、大人数
へ配る際に大変おすすめです！ 

和楽紅屋 夏ギフト 
（和楽紅屋／ 12個入り 1,400円（税込）） 
厳選された和素材を使用した3種類のラスク
と、サブレ生地にレモンクリームをサンドした
さざなみレモン、プリント入りのみのりサブレ
を詰め合わせた夏限定のギフトです。 
※夏季限定 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
ショップのイチオシが詰まった夏限定のお手
土産！東京名所の絵柄入り「みのりサブレ」
は帰省のお手土産としてもぴったりです！ 
 

ミルクサンド 
（テラ・セゾン／8枚入 1,080円（税
込）） 
北海道産小麦粉を使ったサクサクの
クッキー、チョコレート、とろける練乳ミ
ルク。3つの美味しさが合わさりお口の
中で広がります。 

 
＜担当者おすすめポイント＞ 
北海道産の素材にこだわったどこか懐
かしく、優しい味わいのミルクサンド！
今人気の「サクトロ」食感をぜひご堪能
あれ♪ 

発酵バターリッチサブレ 
（柿の木坂 キャトル／12枚入り 1,800
円（税込）） 
コクある発酵バターと香ばしいレジャン
デール小麦をパティシエの技術でサブ
ラージュしました。ざくりとした食感と深
い風味をお楽しみいただけます。 
 
＜担当者おすすめポイント＞ 
巷で話題の発酵バターを使用した一
品！味わい深く、ざくっとした食感も魅
力の一つです！ 
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Topic２. エキュート「野菜の日」キャンペーン 

8月31日の「野菜の日」をきっかけに、エキュートの商品を通して忙しい日々を送る20代～30代の女性のお客さまに「手軽に・楽
しく・おいしく野菜を摂取しよう」というメッセージをお伝えするべく「駅でサラダを。ENJOY！駅べジ」キャンペーンを実施します。 
 
①厚生労働省が発表する平成29年度野菜摂取量の平均値データによると、20代後半～30代の女性が野菜不足という結果に。 

⇒野菜不足を感じており、もっと野菜を摂取したい！ 

②日本政策金融金庫が発表する平成28年度の消費者動向調査では、「もっと野菜を摂取したい」と考える女性が半数を超える
一方で、肉や魚の摂取量の変化については「変わらない」という回答が7割を超えている。 

⇒肉や魚の摂取量は減らしたくない！ 

・・・という声に応えるべく、各ショップ様々な限定メニューを販売いたします。 

マンゴードレッシングの   
サラダカオマンガイ 
（カオマンガイキッチン／エキュート
大宮） 
980円（税込） 
南国香るマンゴードレッシングに、
色鮮やかな野菜やフルーツで体も
元気に！！ 
※エキュート大宮限定 
※提供時間：10:00～23:00 
 

フレッシュ野菜とグリル野菜の
サラダボウル 
（えさきのおべんとう／エキュート東京） 
1,296円（税込） 
新鮮な野菜のしゃきしゃき感とグリル
野菜の甘みが口の中いっぱいに広が
る贅沢なサラダボウルです。 
※エキュート東京限定 

ハワイアンポキちらし 
（ちらし鮨関山／エキュート上野） 
999円（税込） 
本マグロ、サーモン、アボガドをハワイ
風のサラダちらしにしました。食用花
を添えエキゾチックに仕上げています。 
※エキュート上野限定 

夏野菜のサラダ丼 
（ハピマルシェ／エキュート立川） 
594円（税込） 
さっぱりとお酢で和えた雑穀米と色
鮮やかな夏野菜。バルサミコソース
の甘酸っぱい風味が食欲をそそり
ます。 
※エキュート立川限定 

【キャンペーン名称】駅でサラダを。ENJOY！駅べジ キャンペーン 
【開催期間】 2019年8月19日（月）～9月1日（日） 14日間 
【開催場所】 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、赤羽 
【展開内容】 野菜を使用した限定商品の展開、イベントの実施  
 
 
 
 
 
 
 
【商品一例】 

ガパオライスとパワーサラダ
弁当 
（ガパオキッチン／エキュート赤羽） 
800円（税込） 
人気のガパオライスとタイ風パ
ワーサラダの入ったオトクな弁当。 
※エキュート赤羽限定 
 

夏野菜のBBQサラダ 
（バルマルシェコダマ／エキュート品川） 
972円（税込） 
彩り豊かな夏野菜をグリルして 
シャルキュトリーをあわせた、 
ＢＢＱを連想させる豪快なサラダです。 
※エキュート品川限定 

ズッキーニの肉詰め串 
（東京京鳥／エキュート京葉ストリート） 
480円（税込） 
夏野菜の代表であるズッキーニに鶏
のつくねをふんだんに使用しました。
さっぱり塩ダレと相性がバツグン！ 
※エキュート京葉ストリート限定 

太巻サーモンアボカド 
（すしべん／エキュート日暮里） 
648円（税込） 
アボカド、レタス、パプリカ、キュウ
リと野菜がたっぷり入った巻き寿司
です。脂ののったサーモンとご一緒
にどうぞ。 
※エキュート日暮里限定 
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【イベントの実施】 

③ほんとほんと主催 「やさいのたね図鑑をつくろう」 
本物のやさいのたねをマグネットつきのシャ―レに入れて、 
図鑑をつくろう！科学の本の読み聞かせも実施します。 
開催日時：2019年8月24日(土)12：00〜16：00 
開催場所：エキュート立川3F タマリバ 
参加費：300円 

④野菜スタンプであそぼう！ 
絵本『やさい ぺたぺた かくれんぼ』の作者、松田奈那子さんと一緒に野菜スタンプでオリ

ジナルグッズを作ろう！当日は、松田奈那子さんの読み聞かせやサイン会も開催いたし
ます。身近な野菜へお子さまの興味がふくらむ造形遊びをたっぷりお楽しみください。 
開催日時：2019年8月31日（土）①11：00〜 ②14：00〜（ 各回40分） 
開催場所：エキュート立川3F タマリバ 
参加費：無料 

①美味しい商品が当たる！インスタ＆ツイッターキャンペーン 
開催期間：2019年8月19日（月）～9月2日（月） 15日間 
 
■Instagram応募方法■ 
対象アカウントをフォロー⇒「野菜を楽しむ」をテーマにした写真を撮影⇒その写真の投稿に「#エキュート」「#駅べジ」の2つ
のハッシュタグをつけて投稿すれば応募完了！ 
 
対象アカウント：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 
 
賞品：合計100名様 
エブリシングサラダ青山 お食事券（3,000円分） 
毎日食べたくなるサラダと野菜料理を提案するレストラン。 
野菜がたっぷり摂れるボリューム満足なサラダとあったかいスープをお届けます。 
 
■Twitter応募方法■ 
下記いずれかの対象アカウントをフォロー⇒キャンペーン告知ツイートをリツイートすると応募完了！ 
 「#駅べジ」のついたツイートをリツイートすると当選確率が上がります。 
 
対象アカウント：NewDays、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、赤羽 
 
賞品：合計200名様 
ドレッシング3本セット 
野菜を美味しく食べられる、キユーピー自慢のドレッシングを3本セットでお届けします。 

②サラダクラブ「お野菜教室」を開催！ 

株式会社サラダクラブによる、食育をテーマとしたお野菜教室を開催。野菜にふれあうことで 

野菜を好きになってもらい、野菜をより身近に感じてもらうことができる体験イベントです。 

今年は、夏野菜を使ったオリジナルうちわ作りを実施します。 

 
・エキュート立川 

開催日：8月25日（日） 展開場所：エキュート立川3F タマリバ 

定員：各回6組12名様（3歳～小学生までのお子様とその保護者が対象） 

・エキュート上野 

開催日：8月31日（土） 展開場所：エキュート上野内レストスペース 

定員：各回5組10名様（3歳～小学生までのお子様とその保護者が対象） 

 

・申し込み方法 

事前予約制 info@saladclub.jpへお客さまより直接メールにて申し込みをしていただきます。 

メールの件名を「エキュート サラダクラブお野菜教室」として、実施希望場所(立川または上野)、 

お子さまのお名前・年齢・電話番号・希望時間・アレルギーの有無を明記の上、メールをお送りください。 

・イベント時間 

エキュート立川 8月25日（日） 1回目 11：00～11：40 2回目 14：00～14：40 

エキュート上野 8月31日（土） 1回目 11：00～11：40 2回目 14：00～14：40 

2018年実施の様子 

やさいのたね図鑑 

やさい ぺたぺた かくれんぼ 

mailto:info@saladclub.jp
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Topic３. エキュート日暮里リニューアル情報 

 JR日暮里駅 駅改良工事に伴い、9月1日（日）をもってエキュート日暮里が一時休業し、2020年夏に装いを新たにリニュー
アルオープンをいたします。今回はリニューアルに伴う一時休業のご案内とともに、約10年間ご愛顧いただいた感謝を込め
た「エキュート日暮里“また、ここで会いましょう。”キャンペーン」を実施しますので、お知らせいたします。 

①ノベルティプレゼント 
キャンペーン期間中、 エキュート日暮里の各ショップで合計 500円（税込） 

以上お買い上げいただいたレシートを引換日にお持ちいただいたお客さまに、 
感謝の気持ちを込めてガーベラ1輪をプレゼント。 
 
【引換日時】 
2019年8月31日（土）14:00～・9月1日（日）16:00～ 
※各日先着150名様 
※おひとり様1輪まで 
 

【キャンペーン名称】エキュート日暮里“また、ここで会いましょう。”キャンペーン
【開催期間】 2019年8月19日（月）～9月1日（日） 14日間 
【開催場所】 エキュート日暮里 
 
【展開内容】 イベントの実施  

②エキュート上野で利用可能なクーポン券をプレゼント 
キャンペーン期間中、エキュート日暮里の各ショップで１回のお会計につき 
1,000円（税込）以上お買い上げのお客さまに、エキュート上野で利用できる 
200円引きクーポン券をプレゼント。 
 

【クーポン券利用可能期間】 
2019年8月19日（月）～9月30日（月） 

・8月7日（水） 
 NewDaysがオープン！ 
 
・9月1日（日） 
 青山フラワーマーケット、ドリップマニア、 
小麦と酵母 満、羽二重団子 他 
 計16ショップ クローズ 
 
※フェルツは営業しております。 

 【エキュート日暮里フロアマップ】   クーポン券デザインイメージ 

 ノベルティイメージ 

 メインビジュアル 

見本 
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Topic４. その他エキナカ最新情報 

【開業日時】 
7月12日（金）  
【出店施設】 
マーチエキュート神田万世橋 
 
【BRIFT STAND】  
株式会社生産者直売のれん会は、ロンドンで行われた靴磨き世界選手権（ロ
ンドンスーパートランクショー2017）にて見事優勝した世界一のシューシャイ
ナー、長谷川裕也氏が率いる「Brift H」と昨年業務提携を行い、『BRIFT 
STAND』ブランドを立ち上げました。 
キーワードは、「足元から日本を元気に」。今まで靴に興味を持っていなかった
方にも、気軽に高水準の技術を体験して頂くことで、生活をより豊かにしていく
きっかけを持って頂きたい。お客様と対面し会話をしながら靴を磨くスタイルで、
エントリーモデルとしてのサービスの提供を目指しております。 
【営業時間】 
11：00～20：00 

■靴磨き新業態『BRIFT STAND』第1号店が登場！ 

■エキュート品川 サウスに人気デリブランド、２ショップの出店が決定！ 

【開業日時】 
8月6日（火）8：00  
【出店施設】 
エキュート品川 サウス 
 
【カンナムキンパ】 
素材にこだわった「キンパ（韓国海苔巻）」の専門店です。 
新しいスタイルの韓国デリとして、キンパ・ビビンバ・チャプチェ・チヂミなどの韓
国料理を、オシャレに美味しく表現します。具だくさんの「7種具材の野菜キン
パ」、韓国版すき焼きの「プルコギキンパ」など、ヘルシーで美味しい料理を取り
揃えています。電車内でのご褒美弁当や家でのご夕食、ホームパーティーにも
ピッタリな韓国料理をどうぞお召し上がりください。 
【営業時間】 
月～土8:00～22:00（日・祝～21:00） 
 
【浅草今半】 
浅草今半は明治28年に“牛めし屋”として創業。以来120余年、浅草の地で親し
まれるすき焼の専門店です。 
牛肉を知り尽くした職人の技と、厳しい目で選んだ素材から生み出される伝統
の味を、黒毛和牛の旨味を最大限に引き出した「牛肉弁当」や「すき焼弁当」な
どのお弁当で、ご提供致します。ランチや車中のお供としてはもちろん、会議等
にもおすすめです。すき焼店自慢のお弁当をぜひお楽しみください！ 
【営業時間】 
月～土8:00～22:00（日・祝～21:00） 



【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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