【NEWS LETTER Vol.17】

2019年8月21日（水）
株式会社JR東日本リテールネット

毎年１０月に東京食肉市場で開催される「東京食肉市場まつり」のプレイベントとして、
エキュート品川・品川 サウスを含めた品川ベイエリアの各商業エリアが大勢参加！

「Ｓｈｉｎａｇａｗａ ＭＥＡＴ ＬＯＶＥＲＳ」
Topic １. 「Ｓｈｉｎａｇａｗａ ＭＥＡＴ ＬＯＶＥＲＳ」（エキュート品川・品川 サウス ）・・・2～3ｐ
⇒岐阜の名産「飛騨牛」A5等級のロース、期間限定で復活したスパムおむすび、茨城県産の黒毛和牛「常里牛」100％
パテを使用した絶品バーガー、肉汁あふれる和牛100％のメンチカツ、国産牛「瑞穂牛」のローストビーフなど各店舗自
慢の肉メニューをご用意！！

Topic ２. 「ぶどうweek」を開催（エキュート大宮・立川）・・・4ｐ
⇒旬を迎えたみずみずしいぶどうを使った商品が勢ぞろい！ケーキから焼菓子までシーンに合わせてお楽しみください。

Topic ３. お月見商品もエキナカで！「まんまるお月見week 」を開催（エキュート立川）・・・5ｐ

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、エキュート品川・
品川 サウスで 9月2日（月）～23日（月・祝）に「Ｓｈｉｎａｇａｗａ ＭＥＡＴ ＬＯＶＥＲＳ」を開催します。岐阜の名産「飛騨
牛」A5等級のロース、期間限定で復活したスパムおむすびなど、35ショップが協力のもと、「東京食肉市場まつり」と
一緒に品川を盛り上げる、クオリティの高いメニューが揃いました。またエキュート各施設では「ぶどうweek」や「まん
まるお月見week 」など食材や季節を楽しむフェアを期間限定で実施いたします。ご注目ください。
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Topic１.35ショップ協力のもと、
「Ｓｈｉｎａｇａｗａ ＭＥＡＴ ＬＯＶＥＲＳ」（エキュート品川・品川 サウス）を開催！
毎年10月に開催され、遠方からも多くのお客さまが駆けつける「東京食肉市場まつり」。この開催に合わせて、エキュート品川・品川
サウスでは35ショップの協力のもと、 9月2日（月）～23日（月・祝）に「Ｓｈｉｎａｇａｗａ ＭＥＡＴ ＬＯＶＥＲＳ」を開催します。今年は、アトレ品
川やアレア品川、品川シーズンテラスも参加し、約60ショップが揃い「東京食肉市場まつり」と一緒に街を盛り上げるメニューを展開しま
す。是非、お肉の魅力をエキュート内でも存分にお楽しみください。
【キャンペーン名称】Shinagawa MEAT LOVERS
【開催期間】 2019年9月2日（月）～9月23日（月・祝） 22日間
【開催場所】 エキュート品川、品川 サウス
【展開内容】 肉を使用した限定商品の展開、イベントの実施
※東京食肉市場まつり2019
年に一度のお肉のフェスティバル!!38回目の開催となる今回の推奨銘柄牛は、岩手県の「いわて牛」です。
当日はご家族で一日楽しんでいただける盛りだくさんのイベントをご用意しています。

“肉弁当”

飛騨牛弁当

肉まみれ弁当

三種の肉弁当

二段肩ロースすき焼弁当

1折 2,980円（税込）
肉卸小島（エキュート品川）

1折 2,280円（税込）
肉卸小島（エキュート品川）

1折 1,945円（税込）
浅草今半（エキュート品川 サウス）

岐阜の名産「飛騨牛」A5等級のロー
スのみを厳選した極上の旨味溢れる
贅沢な逸品です。

お肉好きにはたまらない、いろいろな
お肉の盛り合わせ弁当。肉卸ならで
はのお肉尽くしの逸品です。

1折 1,300円（税込）
日本橋だし場 OBENTO
（エキュート品川）

※提供時間 16：00～

※エキュート品川限定

3種のお肉（牛しぐれ煮、豚テキ、
鳥の照焼き）が楽しめる味わい深
いお弁当です。

秘伝の割り下で煮上げた黒毛和牛の
肩ロースがたっぷり入った、二弾重ね
のすき焼弁当です。
※エキュート限定

※エキュート品川限定

※販売期間 9/16（月・祝）～23（月・
祝）
※エキュート品川限定
※数量限定

“ワンハンド肉グルメ”

自家製ブルドポークバーガー
1食 780円（税込）
タミルズ（エキュート品川 サウス）
大人気の自家製ブルドポークバーガー
が復活！甘辛BBQソースに紫キャベツ
のコールスローがよく合います。
※提供時間 11：00～22：00
※エキュート品川 サウス限定
※1日限定20食

アンシェン・ブッフ
（ロティ＆パストラミ）
1本 1,188円（税込）
ポール（エキュート品川）
自慢のフランスパンにローストビーフとパ
ストラミビーフを挟んだ、2つの味が楽し
めるサンドイッチです。
※エキュート品川限定
※1日限定20本

ローストビーフ太巻き

スパムおむすび

1パック（5個入） 1,350円（税込）
築地竹若（エキュート品川）

1個 290円（税込）
百千（エキュート品川 サウス）

和風ローストビーフとサクサクしょう油
が新鮮な組みあわせの一品です。
※エキュート品川限定
※1日限定20パック

百千のスパムおむすびが期間限定で復
活！相性抜群の分厚いスパムと玉子焼
きでがっつり食欲を満たして。
※エキュート品川 サウス限定
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“お肉とお酒のマリアージュ”
メンチカツ×赤ワイン

和牛のメンチカツ
赤ワインと濃厚チーズ2色のソース

ローストビーフ×ビール

瑞穂牛の「特製」ローストビーフ

1皿 1,500円（税込）
カッフェ クラシカ（エキュート品川）

1個 980円（税込）
常陸野ブルーイング品川
（エキュート品川）

肉汁あふれる和牛100％のメンチカツ、コ
クのある赤ワインソースと濃厚なイタリア
ンチーズフォンドゥで召し上がれ。

良質な赤身が特徴の国産牛「瑞穂牛」を
使用した、常陸野ブルーイング特製の
ローストビーフです。

※提供時間 17：00～（土日祝 15：00～）
※エキュート品川限定
※赤ワインは別途料金です。

※ビールは別途料金です。

マトンチョップ×マンゴービア

ムガル帝国
マトンチョップカレーセット
1セット（マンゴービア（中）付き）
2,000円（税込）
シターラダイナー（エキュート品川）
ムガルの皇帝たちが愛した骨付きマトン
を贅沢なマサラでカレーに仕上げました。
フルーティーなマンゴービアと相性抜群。

ローストビーフ×日本酒

ローストビーフと本日の日本酒
1セット 1,400円（税込）
ぬる燗佐藤 御殿山茶寮
（エキュート品川）
甘めのタレのローストビーフに辛口の日
本酒を合わせました。この機会に是非！
※日によって日本酒の銘柄は異なります。
詳しくはスタッフまでお問合せください。

※エキュート品川限定

特別イベント①
【イベント名称】「サントリー伊右衛門 特茶（500ml）」又は「サントリー特茶ジャスミン
（500ml）」のいずれか1本プレゼント！
【配布期間】 2019年9月2日（月）～11日（水）
【引換期間】 2019年9月2日（月）～23日（月・祝）
【引換場所】 JR品川駅のNewDays、KIOSK各店
【展開内容】 エキュート品川、品川 サウス、アトレ品川、アレア品川、品川シーズンテ
ラスで対象の肉商品及び肉メニューをお求めいただくと、先着で1日800名様、期間中
合計8,000名様に「サントリー伊右衛門 特茶（500ml）」又は「サントリー特茶ジャスミン
（500ml）」のお好きな方を1本プレゼント。
※店舗により取扱いのない商品があります。
※1回のお買い上げにつき、おひとりさま1本限りとさせていただきます。
※引換券の配布枚数は各店により異なる場合がありますので、ご了承ください。
※各店で引換券がなくなり次第、配布を終了いたします。

特別イベント②
【イベント名称】抽選で10名様に「いわて牛」ギフトが当たる！
【開催期間】 9月2日（月）～23日（月・祝）
【展開内容】 期間中、専用サイトにアクセスいただき、必要事項を記入いただき、
ご応募いただいたお客さまのなかから抽選で10名様に「いわて牛」ギフトをプレ
ゼントします。
専用サイトはこちら https://crm.j-retail.jp/m/shinagawa
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Topic２.エキュート大宮・立川「ぶどうweek」を開催

旬を迎えたみずみずしいぶどうを使った商品が勢ぞろい！
この時期しか味わえないフレッシュなぶどうを使用した期間限定ケーキ
や定番人気の焼菓子まで幅広いランナップでご用意しました。
シーンに合わせてお楽しみください。
【キャンペーン名称】ぶどうweek
【開催場所】 エキュート大宮・立川
【開催期間】 2019年8月19日（月） ～ 9月1日（日）

おすすめスイーツ

ナガノパープルとシャインマスカットとレア
チーズ
1ピース 1,080円（税込）
フルーツピークスアルティザン（エキュート大宮）
コクのある甘みが特徴のナガノパープルと爽や
かな甘みが特徴のシャインマスカットにレアチー
ズを合わせました。どちらも皮ごと食べられ種の
無いぶどう。アクセントに白ワインゼリーをトッピ
ングした、大人風味のタルトです。

ぶどうのヴェリーヌ
1個 500円（税込）
キャトーズ・ジュイエ（エキュート大宮）
みずみずしいぶどうのムースとジュレのヴェリー
ヌそれぞれの食感と香りをお楽しみください。
※エキュート大宮限定

旬の果実のシフォンサンド
シャインマスカット
1個 800円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮）
極上たまごをたっぷり使用したシフォン生地で、
栃木県産のシャインマスカットをサンド。ジュー
シーで上品な味わい。

黒糖レーズンサンド くろがさね

やわらかラムレーズン

ぶどうピーナツ

5個入 1,080円（税込）
九六一八（エキュート大宮）
沖縄県産黒砂糖使用の黒糖風味豊かな生地に
香り高い黒糖クリームとジューシーなラムレーズ
ンをたっぷりと挟みました。

1個 100円（税込）
梅林堂（エキュート大宮）

1袋 378円（税込）
鎌倉まめや（エキュート大宮）
爽やかな酸味のぶどう味のピーナッツです。
一口ほおばってお口の中に秋を感じてください。

梅林堂人気の生サブレやわらかです。ラムレー
ズン好きにはとてもおすすめの商品です。

シャインマスカットのタルト

巨峰プリン

ひとつぶのマスカット

1台 3,200円（税込）
スイートガーデンカスタードマニア
（エキュート立川）
アーモンド風味のタルト台の上に旬のシャイ
ンマスカットをたっぷりのせたタルトです！

1個 345円（税込）
アンの工房（エキュート立川）
巨峰のピューレをふんだんに入れたプリ
ンと濃厚ミルクプリンの二層の上に巨峰
をたっぷりトッピング。

4個入 1,296円（税込）
旬果瞬菓 共楽堂（エキュート立川）
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。当店の看板商品です。

※エキュート立川限定

※1日限定10個
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Topic３.エキュート立川「まんまるお月見week」を開催
エキュート立川では、9月13日の十五夜にあわせて、うさぎや月をテーマ
にしたスイーツ・デリをご用意しました。お月見に欠かせない月見団子だ
けでなく、まるまるおいしい「まんまるデリ」やお月様をおもわせる「まん
まるスイーツ」が揃いました。
【キャンペーン名称】まんまるお月見week
【開催場所】エキュート立川
【開催期間】2019年9月2日（月） ～13日（金）

まんまるデリ おすすめ商品

月見団子

粒あん

胡麻団子

てまり鮨（お月見）

1折 1,029円（税込）
銀座甘楽（エキュート立川）

1個 220円（税込）
いろは堂（エキュート立川）
北海道産の小豆がぎっしりつまった、
甘さ控えめの粒あんおやき。おやつ
にもぴったりです。

1個 147円（税込）
紅燈籠（エキュート立川）

1パック 999円（税込）
おさかな処 築地 奈可嶋
（エキュート立川）

かわいいうさぎと黄色いお月さまが
入った、お月見にぴったりのお団子
詰合せです。
※9/12（木）・13（金）限定

もちもち生地にこしあんがたっぷりと
入った中華のデザートです。香り豊
かで、女性やお子さまに人気の一品。

コロコロかわいいてまり鮨です。
※1日限定10パック

※1日限定40個

【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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