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 2019年10月23日（水） 
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）は、2019年11月23日（土）～12

月25日（水）の期間で、クリスマスキャンペーンを全館で実施します。今年のキャンペーンテーマは「Brilliant Christmas」。宝石

のように煌めく贅沢なひとときを過ごすクリスマスを、エキュートが提案。各施設でしか買えないクリスマススイーツ＆デリが勢

揃いしました。 

 エキュート上野では、国立西洋美術館でのハプスブルク展開催に伴い、「ハプスブルク展コラボキャンペーン」を11月1日

（金）～22日（金）の22日間で実施。エキュート品川／品川 サウスでは、11月22日「いい夫婦の日」に伴ったキャンペーンを実

施し、ふたりの「絆」を紡ぐ「リボン」をモチーフにしたスイーツやふたりの会話が弾む、シェアして食べられるスイーツなど限定

商品が揃いました。 

Topic １. エキュートでしか買えない、“マストバイ”クリスマススイーツ＆デリ・・・２～６ｐ 
⇒クリスマスケーキのテーマは「Amazing Jewel」と題して、宝石のような美しい見た目、中から宝石のようにキラキラした中
身が出てくるような工夫を施したケーキを各店舗が考案。また今年も、ネット販売限定企画「いちごPREMIUM」では、苺をふ
んだんに、贅沢に使用したケーキが多数出揃いました！ 

Topic ２. 「ハプスブルク展コラボキャンペーン」（エキュート上野） ・・・７ｐ 

Topic ３. 「いい夫婦の日キャンペーン～紡ぐ。Our Stories～」（エキュート品川／品川 サウス）・・・８ｐ 
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エキュートでしか買えない、 
“マストバイ”クリスマススイーツ＆デリ特集 
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Topic1. 「エキュート限定商品に絞ったクリスマスケーキ／グルメ」特集 

 今年のキャンペーンテーマは「Brilliant Christmas」。宝石のように煌めく贅沢なひとときを過ごすクリスマスを、エキュートがご提案
します。またクリスマスケーキのテーマは「Amazing Jewel」と題して、宝石のような美しい見た目、中から宝石のようにキラキラした
中身が出てくるような工夫を施したケーキを各ショップで考案しました。 

 そして今年も、ネット販売限定で、「いちごPREMIUM」企画も実施。苺をふんだんに、贅沢に使用したケーキが多数出揃いました。
本ニュースレターでは、エキュート限定商品に絞り込み、各施設オススメのクリスマスケーキやデリをご紹介します。 

エキュート東京・京葉ストリート限定メニュー 

タルト・オ・フレーズ・シュエット 
直径15cm 5,940円（税込） 
ル ビエ 
～プロデュイ パー ア ラ カンパニュ～ 
サクサクのタルト生地をアーモンドクリームと
一緒に焼き上げ、カスタードクリームと合わせ
ました。甘みをおさえた生クリームをデコレー
ションし、こぼれ落ちそうなほどに苺を飾りまし
た。 
※エキュート東京限定 
※限定30台 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【キャンペーン名称】 
Brilliant Chirstmas 2019 
【キャンペーン期間】 
2019年11月23日（土）～12月25日（水） 
【クリスマスケーキ予約開始日】 
2019年11月1日（金） 
【特設サイトURL】 
https://www.ecute.jp/xmas/ 

【テーマ商品】 

クリスマスの輝き 
直径13cm 4,320円（税込） 
マイスターシュトュック ユーハイム 
洋菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド」にて
ユーハイムの職人が優勝した時のケーキをア
レンジしたクリスマスケーキ。 
※エキュート限定 
※店頭・ネット予約：12月10日（火）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

プティガトー・ノエル 
7cm×12cm×8.6cm 1,512円（税込） 
資生堂パーラー 
ふんわりしっとりと焼き上げたスポンジケーキ
に口どけの良いクリームと苺を組み合わせた
クリスマス限定ケーキ。 
※エキュート東京限定 
※限定150台 
※販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※ネット予約：12月10日（火）まで 
※アルコール不使用 

アンティパストセット 
1パック 2,500円（税込） 
平田牧場 
パックから開けて並べるだけで、自宅で簡単に
オードブルが出来るセットです。 
※エキュート東京限定 
※店頭・ネット予約：12月22日（日）まで/お渡
し日の3日前まで 
※引渡・販売期間：12月16日（月）～25日（水）
まで 

【テーマ商品】 【テーマ商品】 【デリ】 

【デリ】 

とろとろ焼きカップチーズ 
Merry Christmas 
1個 324円（税込）/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」にサンタが飛んで
きました。小さなかわいい、プチクリスマスをお
楽しみください。 
※エキュート京葉ストリート限定 
※店頭・ネット予約：お渡し日の3日前まで 
※引渡・販売期間：12月11日（水）～25日（水） 

クリスマスデコレーション寿司 
1パック 1,000円（税込） 
魚力海鮮寿司 
まぐろ、サーモン、いくら、エビをトッピングした
華やかで贅沢なケーキ寿司。 
※エキュート京葉ストリート限定 
※1日限定20パック 
※店頭・ネット予約：お渡し日の前日まで 
※引渡・販売期間：12月16日（月）～25日（水）
10：00～ 

クリスマス限定 恋する☆クマゴロン 
980円（税込） 
シレトコドーナツ 
サンタに扮したクマゴロン。トナカイと、仲間たち
も集まって皆様をお出迎え。 
※エキュート京葉ストリート限定 
※店頭・ネット予約：お引渡しの3日前15：00まで 
※引渡・販売期間：11月23日（土・祝）～12月25
日（水）まで 
※アルコール不使用 

【デリ】 【スイーツ】 【スイーツ】 

ポルチーニ茸とチキンのクリーム
ソースハンブルグステーキ 
1パック 1,080円（税込） 
つばめグリル デリ 
香り豊かなポルチーニ茸とチキンを使ったクリ
スマス限定クリームソースのハンブルグステー
キ。 
※エキュート限定 
※店頭予約：お渡し日の前日まで 
※ネット予約：12月21日（土）まで 
※引渡・販売期間：12月23日（月）～25日（水） 

（担当者コメント）「エキュート東京」「エキュート京葉ストリート」でしかお買い求めいただけない館限定商品が多数揃いました。おでかけ帰りに便利に立ち寄ることがで
きる「エキュート東京」では、専門店の本格的な味わいを集めて楽しいパーティシーンを演出します。また両館とも、大切な人と一緒に過ごす特別な日に宝石のように
煌めくスペシャリテはもちろん、限定のクリスマスケーキをバリエーション豊富にご用意いたしました。 

https://www.ecute.jp/xmas/
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エキュート品川／品川サウス 限定メニュー 

マスクメロンジュエル 
直径12cm 5,400円（税込） 
京橋千疋屋 
マスクメロンをふんだんに使用しました。甘さ
控えめのホワイトチョコムースとメロンムース
がベストマッチ。 
※エキュート品川サウス限定 
※限定100台 
※店頭・ネット予約：12月15日（日）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール微量 

（担当者コメント）大切な人と一緒に過ごす特別な日に宝石のように煌めくスペシャリテを。「エキュート品川・品川 サウス」でしか手に入らないケーキを取り揃えました。 
上質な美味を囲んで華やぐ大人のパーティや、おいしさと楽しさをテーブルに並べたご家族向けのデリもご用意しております。 

【テーマ商品】 

コフレ ビジュー 
約12cm×12cm 4,860円（税込） 
ダロワイヨ 
アーモンド入りのスポンジ生地に苺のジュレと
ヴァニラクリームを重ね、宝石型のチョコレー
トを飾ったラグジュアリーなケーキ。 
※エキュート品川限定 
※限定50台 
※店頭予約：お引渡し日の3日前 
※ネット予約：12月20日（金）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

 

綾錦～ayanishiki～ 
約17cm×8cm 2,808円（税込） 
空いろ 
中にはスポンジと餡を敷き詰め、外側をル
ビーチョコレートで覆いました。琥珀糖がキラ
キラのクリスマスを演出します。 
※エキュート品川限定 
※1日限定20台 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで 
※販売期間：12月23日（月）～25日（水） 
※アルコール不使用 

ハニージュエルショコラ 
直径12cm 3,500円（税込） 
パティスリー QBG 
滑らかなスイートチョコムースと、濃厚な自社
製のはちみつクリームを合わせ、グラサージュ
で艶やかに仕上げました。 
※エキュート品川限定 
※店頭予約：12月21日（土）まで 
※ネット予約：12月20日（金）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【テーマ商品】 【テーマ商品】 【テーマ商品】 

【いちごPREMIUM】 

スペシャルストロベリーショート 
直径18cm 12,960円（税込） 
京橋千疋屋 
一粒一粒、丁寧に選び抜いた苺を隙間なく贅沢
に並べました。苺のおいしさを存分に味わえるス
ペシャルな一品です。 
※エキュート品川サウス限定 
※限定10台 
※店頭・ネット予約：12月10日（火）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール微量 

クリスマス・チーズ・プラトー 
4人前 2,000円（税込） 
フェルミエ 
大人のクリスマスに欠かせないチーズ・プラ
トーはパーティーシーンを華やかに盛り上げま
す。 
※エキュート品川限定 
※店頭・ネット予約：お引渡し日の3日前まで
※引渡期間：12月16日（月）～25日（水） 
※販売期間：12月21日（土）～25日（水） 

バナナの葉包焼きスペシャルチキン
1個 3,800円（税込） 
シターラダイナー 
ムガル帝国時代から伝承されるスパイスを使い、
中にはビリヤニを詰め、バナナの葉で包んでまる
ごとチキンを焼き上げた逸品。 
※エキュート品川限定 
※店頭・ネット予約：お引渡しの3日前まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 

【デリ】 【いちごPREMIUM】 【デリ】 

ノエル和楽 苺のフロマージュ 
直径15cm 4,000円（税込） 
和楽紅屋 
ジュレ、ムース、シャンティーにあまおう苺を使
用。ベイクドチーズケーキとムースフロマー
ジュの2種類のチーズケーキが味わえます。 
※エキュート品川限定 
※ネット予約：12月17日（火）まで 
※引渡期間：12月21日（土）～25日（水） 
※アルコール微量 

エキュート上野 限定メニュー 

ノエル ドゥ オペラ 
12㎝×10㎝ 4,536円（税込） 
パティスリーアンドゥ（イベントショップ） 
コーヒーの風味がしっかりと感じられる、甘さ控
えめの大人のケーキに仕上げました。華やかな
デコレーションに思わずうっとり。 
※エキュート上野限定 
※限定50台 
※店頭予約：12月20日（金）まで/お渡し日の2日
前まで 
※ネット予約：12月19日（木）まで/お渡し日の3
日前まで 
※引渡期間：12月20日（金）～25日（水） 
※販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール微量 

（担当者コメント）エキュート日暮里に出店していた、清澄白河に本店を構える「パティスリーアンドゥ」がエキュート上野に初出店。華やかで洗練されたクリスマスケー
キが一層充実したラインナップになりました。上野にちなんだ、パンダのアイテムもお見逃しなく。クリスマス本番前の週末、お子様連れのパーティー、そしてクリスマス
当日仕事帰りにも購入できる商品ラインナップの豊富さが、「エキュート上野」の特徴です。 

【テーマ商品】 

ノワゼットショコラ ノエル 
12cm×5.5cm 2,484円（税込） 
オッジ 
ヘーゼルナッツペーストを使用した濃厚なチョ
コレートケーキ。サクサクのクレープ生地がア
クセントです。 
※エキュート上野限定 
※限定40台 
※店頭・ネット予約：12月19日（木）まで 
※引渡・販売期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール不使用 
 

フレーズ リュクス 
直径12㎝ 4,968円（税込） 
パティスリー アンドゥ（イベントショップ） 
タルトの中に苺やレモン果汁を加えたガナッ
シュ、その上にチーズが入った苺のムースを
載せました。上下で異なる酸っぱさが楽しめる、
フレッシュな苺づくしのケーキです。 
※エキュート上野限定 
※限定50台 
※ネット予約：12月19日（木）まで 
※引渡期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール不使用 
※ネット予約限定 

【テーマ商品】 【いちごPREMIUM】 

ジュエリーボックスのアントルメ 
直径15cm 4,320円（税込） 
ドルチェフェリーチェ 
チョコレートの大きなリボンで着飾ったアントル
メ。苺とベリーが煌めく、お子さまから大人の
女性まで喜ばれるスペシャリテです。 
※エキュート上野限定 
※限定50台 
※店頭・ネット予約：12月18日（水）まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 
 

【テーマ商品】 
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コパンダ☆クリスマス 
1個 420円（税込） 
シレトコファクトリー 
サンタに扮したコパンダがトナカイと一緒に皆様
をお出迎え。かわいいドーナツはプレゼントにも
◎。 
※エキュート上野限定 
※販売期間：11月23日（土・祝）～12月25日（水） 

【パンダ】 

オードブルセット 
1セット 1,800円（税込） 
シターラダイナー 
タンドールの窯で焼き上げたチキンカバブが4
種。シークカバブと、レモン、マライ、チキンの
ティッカのオードブルセットです。 
※エキュート上野限定 
※1日限定10セット 
※店頭・ネット予約：12月22日（日）まで/お渡
し日の3日前まで 
※引渡・販売期間：12月16日（月）～25日（水） 
※提供時間11：00～ 

【デリ】 

エキュート立川 限定メニュー 

コフレ オ フルール「花の宝石箱」 
12cm 3,672円（税込） 
ステーションカフェバーゼル/osoto 
苺と大きな花びらを飾ったデコレーションが、思
わず目を引く華やかなケーキ。白ワインと苺の
ムースが大人の味わい。 
※エキュート立川限定 
※限定40台 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで/お渡し
日の2日前まで 
※引渡・販売期間：12月21日（土）～25日（水） 
※アルコール微量 

【テーマ商品】 

マイプリンセス ティアラ 
直径12㎝ 2,980円 
アンの工房/エキナカEAST 
ピンク色のデコレーションがキュートなマスカ
ルポーネとクリームチーズのチーズケーキ。ホ
ワイトチョコのアーモンドクランチをサンドしま
した。 
※エキュート立川限定 
※限定80台 
※店頭・ネット予約：お渡し日の3日前まで 
※引渡期間12月22日（日）～25日（水） 
※販売期間：12月23日（月）～25日（水） 
※アルコール不使用 

クリスマスジュエル ショコラケーキ
11cm×11cm 2,200円（税込） 
スイートガーデンカスタードマニア/2F 
カスタードクリームと生クリーム、チョコスポン
ジ、チョコクリームの層の上にグラサージュと3
種のベリーを飾ったスクープケーキです。 
※エキュート立川限定 
※限定100台 
※店頭・ネット予約：お引渡しの3日前 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール微量 

タルトフレーズ 
直径12cm 4,200円（税込） 
パティスリー ドゥ シェフ フジウ/2F 
タルト台にアーモンドクリームを絞り、カスター
ドと苺をたっぷり飾り付けました。苺づくしのプ
レミアムタルトです。 
※エキュート立川限定 
※限定45台 
※ネット予約：12月19日（木）まで/お渡しの3
日前まで 
※引渡期間：12月20日（金）～25日（水） 
 

【チョコレート】 【テーマ商品】 【テーマ商品】 

【いちごPREMIUM】 

クリスマスチキン(丸鶏) 
1羽 1,980円（税込） 
紅燈籠/2F 
焼くのではなく、まるごと揚げたクリスマスチキ
ン。にんにく醤油をベースに味付けしました。 
外はパリパリ、中はジューシーで食べごたえ抜
群です。 
※エキュート立川限定 
※限定20羽 
※店頭・ネット予約：12月23日（月）までお渡し
日の前日まで 
※販売期間：12月23日（月）～25日（水） 

黒毛和牛ハンバーグ 
1皿 864円（税込） 
浅草 今半/2F 
風味豊かで味わい深い黒毛和牛の旨味を封じ込
めたビーフハンバーグ。 
デミグラスソースでお楽しみください。 
※エキュート立川限定 
※数量限定 
※店頭・ネット予約：12月13日（金）まで 
※引渡・販売期間：12月23日（月）～25日（水） 
※提供時間：12：00～ 

【デリ】 【いちごPREMIUM 】 【デリ】 

スペシャルデコレーションケーキ
直径12cm 3,780円（税込）/直径15cm 
5,768円（税込） 
イルフェジュール/2F 
農林水産大臣賞を受賞した生クリームを使用
した、リッチな味わいのデコレーションケーキ。 
※エキュート立川限定 
※12cm 限定30台/15cm 限定10台 
※ネット予約：12月20日（金）まで 
※引渡期間：12月22日（日）～25日（水） 

Xmasパンダショートケーキ 
直径11cm 3,000円（税込）／直径14cm 
4,000円（税込） 
柿の木坂キャトル 
苺とフレッシュなクリームをサンドした人気の
パンダショートケーキがXmasバージョンで登場。 
※エキュート上野限定 
※店頭・ネット予約：12月18日（水）まで/お渡
し日の4日前まで 
※引渡期間：12月13日（金）～25日（水） 
※販売期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール微量 

【パンダ】 

クリスマスアップルパイ 
直径20cm 3,500円（税込） 
マミーズ・アン・スリール 
自家製カスタードの上に信州のリンゴを贅沢
に敷き詰めました。クリスマス限定の星を散り
ばめたアップルパイです。 
※エキュート上野限定 
※店頭・ネット予約：お引渡しの3日前 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【スイーツ】 

クリスタル 
直径15cm 3,672円（税込） 
キャトルキャール 
チョコで固めたサクサクのシュトロイゼル、ブ
ルーベリージャム、チーズクリームを組み合わ
せた幻想的なケーキです。 
※エキュート立川限定 
※限定80台 
※店頭・ネット予約： 12月21日（土）まで/お渡
し日の2日前まで 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 
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エキュート大宮 限定メニュー 

ジュエル・ボックス 
16cm×9cm×5cm 4,800円（税込） 
アンドメルシィ 
チョコレートプレートで作られたジュエル・ボッ
クスに宝石のようなベリーとチョコレートクリー
ムがたくさん詰まったスペシャルなケーキです。 
※エキュート大宮限定 
※限定30台 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで/お渡
し日の前日15:00まで 
※引渡・販売期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【テーマ商品】 

グレイス（神の恵） 
直径15㎝ 10,000円（税込） 
キャトーズ・ジュイエ 
グリオットチェリー入りピスタチオのタルトの上
にチョコレートムースをのせて。ハイヒールの
チョコレートの中には、クリーム・オ・ブール・
キャラメル、ケークショコラ入り。 
※エキュート大宮限定 
※限定30台 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで/お渡
し日の3日前まで 
※引渡期間：12月15日（日）～25日（水） 
※アルコール微量 
※予約限定 
 

アルブル ド ノエル 
直径15㎝ 5,400円（税込） 
オーヴォ 
フランボワーズのジュレとスパークリングワイ
ンのムースを、艶めく苺のムースで包んだ大
人な味わいのケーキです。 
※エキュート大宮限定 
※限定50台 
※店頭・ネット予約：12月21日（土）まで/お渡
し日の3日前まで 
※引渡・販売期間：12月21日（土）～25日（水） 
※アルコール使用 

ももとベリーのレアチーズ 
直径21cm 6,200円（税込） 
キャトーズ・ジュイエ 
クリーミーなレアチーズの中に桃とベリーの
ジュレを入れました。桃のコンポート、苺、ブ
ルーベリーを飾ったクリスマスケーキです。 
※エキュート大宮限定 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで/お渡
し日の3日前まで 
※引渡期間：12月15日（日）～25日（水） 
※限定30台 
※アルコール使用 
※予約限定 

【テーマ商品】 【テーマ商品】 

【バラエティ】 【シュトーレン】 

サーロインを使ったガーリックライス 
1折 2,980円（税込） 
肉卸小島 
黒毛和牛と一緒に炒めたガーリックライスに、肉
厚にスライスされたサーロインをのせた逸品。 
※エキュート限定 
※1日限定10折 
※店頭・ネット予約：お引渡しの2日前まで 
※引渡・販売期間：11月1日（金）～ 
12月25日（水） 

【デリ】 

ガトーエペシュトーレン 
約18cm 1,620円（税込） 
フルーリア ロイスダール 
生地にフレッシュバター、ナッツ、ドライフルー
ツを使用して焼き上げたコクのある深い味わ
いのシュトーレンです。 
※エキュート限定 
※店頭・ネット予約：お引渡しの3日前まで 
※引渡・販売期間：12月1日（日）～25日（水） 
※アルコール使用 

フォレスト・ノエル 
直径15㎝ 4,800円（税込） 
アンドメルシィ 
彩り鮮やかなピスタチオスポンジの上に森の
木々のように国産苺をたっぷりとのせたクリス
マス限定のケーキです。 
※エキュート大宮限定 
※限定60台 
※ネット予約：12月20日（金）まで/お渡し日前
日の15：00まで 
※引渡期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール不使用 
※ネット予約限定 

Xmas チョコレートケーキ 
直径12cm 3,500円（税込） 
アンドメルシィ 
濃厚で香り豊かなチョコレートムースを堪能で
きるグルテンフリーのチョコレートケーキです。 
※エキュート大宮限定 
※店頭・ネット予約：12月20日（金）まで/お渡
し日の前日15:00まで 
※引渡・販売期間：12月20日（金）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【いちごPREMIUM】 

【チョコレート】 

エキュート赤羽 限定メニュー 

ジュエリー・クリスマス 
直径12cm 3,780円（税込） 
ブールミッシュ 
金粉スプレーを吹き付けたハート型のチョコに、
宝石に見立てた苺とキラキラジュレをトッピン
グしたショートケーキ。 
※エキュート赤羽限定 
※限定50台 
※店頭・ネット予約：11月1日（金）～12月18日
（水） 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【テーマ商品】 

スペシャルデコレーションケーキ 
直径14.5cm 7,560円（税込） 
パティスリー銀座千疋屋 
エキュート赤羽でしか味わえない、銀座千疋
屋自慢の苺をふんだんに使用したスペシャル
なクリスマスケーキ。 
※エキュート赤羽限定 
※限定108台 
※店頭・ネット予約：11月1日（金）より 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

【テーマ商品】 【テーマ商品】 

ビジュー 
12cm 4,860円（税込） 
ダロワイヨ 
アーモンド入りのスポンジ生地に苺のジュレと
ヴァニラ風味のクリームを重ね、宝石型のチョ
コレートを飾りました。 
※エキュート赤羽限定 
※店頭・ネット予約：11月1日（金）～12月15日
（日） 
※引渡・販売期間：12月22日（日）～25日（水） 
※アルコール不使用 

苺のデコレーションケーキ 
直径12cm 4,320円（税込） 
パティスリー銀座千疋屋 
まるごと苺を贅沢に敷き詰めた、素材の美味
しさを味わっていただけるデコレーションケー
キです。 
※エキュート赤羽限定 
※限定155台 
※店頭・ネット予約：11月1日（金）より 
※引渡・販売期間：12月21日（土）～25日（水）
※アルコール不使用 

【いちご】 
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JR日暮里駅を彩るクリスマスツリーが登場！ 

 株式会社フェリシモが推進する｢FELISSIMO HAPPY TOYS PROJECT｣とコラボレーションイベントを展開します。これは、多くの繊維問屋が軒を
連ねる“日暮里繊維街”が近隣にあることを背景として、2009年から手芸やものづくりに関心の高いお客さまに向けて取り組みを開催したもので、
地域のお客さまに支えられ、今年で11回目を迎えるイベントです。 
お客さまのあたたかな思いを子どもたちの笑顔につなげるお手伝いを通して、社会への貢献に努めてまいります。 

■オープニングセレモニーの開催 
JR日暮里駅構内に登場するクリスマスツリーの点灯式や東京荒川少年少女合唱隊によるクリスマスソングの合唱を実施します。 
 
【開催日時】 
2019年11月24日（日） AM9：00～ 
 
【開催場所】 
JR東日本 日暮里駅構内 北改札コンコース 
 
【開催内容】 
・点灯式 
・東京荒川少年少女合唱隊によるクリスマスコンサート 
 
【セレモニー登壇者】 
・西川 太一郎氏 (特別区長会会長 荒川区長) 
・浜浦 章雄氏 (東京日暮里繊維卸協同組合理事長) 
・土田 尚宏氏 (日暮里まちづくり実行委員会会長) 
・東京荒川少年少女合唱隊 
・塩谷 健一氏 (JR日暮里駅長) 
・高橋 眞 (㈱JR東日本リテールネット 代表取締役社長)  

■クリスマスツリーの展示 
 日暮里駅コンコースに、クリスマスツリーを設置します。また、クリスマスツリーの下には、お客さまから募集した手づくりのぬ
いぐるみを展示し、駅を行き交うお客さまにご覧いただけます。また、期間中に完成したぬいぐるみをニューデイズエキュート
日暮里店へお持ちいただくと、翌日、エキュート社員がツリーに飾らせていただきます。 
 
【開催期間】 
2019年11月24日（日）～12月25日（水） 
 
【点灯時間】 
7：00～22：30 
※点灯式当日は時間が異なります ※点灯時間は変更になる場合があります 

 

【開催場所】 
JR東日本 日暮里駅北改札コンコース 
 
 
※ニューデイズエキュート日暮里店は、日暮里駅改札内にあります。改札外からいらっしゃるお客さまは、 
 JR日暮里駅の入場券が必要です 
※受付方法等の詳細は、エキュート上野 運営事務室（03-5826-5600）へお問合せください（電話対応時間：11：00～20：00） 
※ハッピートイズプロジェクトの参加キットで製作されたぬいぐるみのみ受付対象です 
 

『フェリシモ ハッピートイズプロジェクト』は、全国のみなさまによって作られたぬいぐるみを、世界中

のこどもたちへ贈る手づくりイベントです。毎年新しく発表されるキャラクターの「ハッピートイズ」は、
お気に入りの布や思い出の服を使って1体ずつ手づくりされ、世界でたったひとつのぬいぐるみがた

くさん集まります。クリスマスの時期などに各地の会場でおひろめされ、その後、日本を含む世界各
国のこどもの集う施設や学校、病院、難民キャンプなどに「笑顔の親善大使」として贈られます。本
プロジェクトは、1997年にスタートし、2019年に23年目を迎えました。 

※画像は2018年のものです 

※過去の設置例 

http://www.happytoysproject.com/


ハプスブルク家をイメージした、華やかな限定メニュー 

 国立西洋美術館にて2019年10月19日（土）～1月26日（日）までハプスブルク展が開催されます。それに伴い、エキュート上野では
「ハプスブルク展コラボキャンペーン」を11月1日（金）～11月22日（金）の22日間で実施します。 

【キャンペーン名称】エキュート上野×ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史 

【開催場所】エキュート上野 
【開催期間】2019年11月1日（金） ～22日（金） 

マリー☆アントワネット 
1個 420円（税込） 
シレトコファクトリー 
マリーアントワネットをイメージした華やかなデ
コレーションドーナツです。 
※エキュート上野限定 

ショコラエクレール 
1個 300円（税込） 
ドルチェフェリーチェ 
チョコカスタードとチョコ生クリームをベースに、ハ
プスブルク家のように豪華な7層に仕立てました。 
※エキュート上野限定 

ザクザクポテトアップルパイ 
1個 680円（税込） 
おいもさんのお店 らぽっぽ 
オーストリアの伝統的お菓子をイメージした、しっとり
おいも生地とりんごをサクサクのパイ生地で包み込ん
だ食感も楽しいパイです。 
※エキュート上野限定 ※1日限定20個 

大判焼き チョコレート 
1個 162円（税込） 
餡舎ひよ子 
人気の大判焼きに、オーストリアのお菓子をイ
メージしたチョコレートクリームが登場。 
※エキュート上野限定 

ウィンナーコーヒー 
ICE/HOT 480円（税込） 
ハミングカフェ バイ プレミィ・コロミィ 
マリアテレジアをイメージした、オレンジとチョ
コが香るウィンナーコーヒーです。 

luxurious bouquet 
1束 2,376円（税込） 
青山フラワーマーケット 
マリーアントワネットをイメージした、ラグジュア
リーなブーケ。アンティークカラーでまとめました。 
※エキュート上野限定 
※入荷状況により花材は変更あり 

ハプスブルク展とのコラボイベントを開催！ 

【イベント名称】 
オリジナルチケットファイルをプレゼント 

【配布日】 

11月1日（金）～  

※なくなり次第終了 ※種類はお選びいただけません 

イベント① 
エキュート上野で販売するハプスブルク展とのコラボ商品をお買い上げ、または、 
ご飲食された先着150名様にチケットファイル（3種のうち1種）をプレゼント。 

【イベント名称】 
長場 雄コラボイラスト展を開催 

【開催期間】 

11月1日（金）～11月22日（金） 

イベント② 
人気のイラストレーター長場 雄が、ハプスブルク展とコラボ。エキュート上野館内
（入谷改札前）にてパネル展を開催します。 

【イベント名称】 
ハプスブルク展イメージソングの館内放送 
【開催期間】 

11月1日（金）～11月22日（金） 

イベント③ 
音声ガイドナレーターを務める、女優の花總まりと、声優の梅原裕一郎による
アナウンス、そして、Aimer（エメ）の歌う展覧会イメージソング『marie』を 
エキュート上野館内にて放送。 

【イベント名称】 

ブックエキスプレス「ハプスブルク展コーナー展開」 

＋長場 雄イラストしおり配布 

【配布日】 

11月1日（金）～  

※なくなり次第終了 ※種類はお選びいただけません 

イベント④ 
ハプスブルク展に関連する書籍コーナーを設置。長場 雄コラボデザインのしお
りをプレゼント。 

マルガリータ・テレサ ルドルフ２世 

Topic２. 「ハプスブルク展コラボキャンペーン」（エキュート上野） 
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「紡ぐ。Our Stories」テーマ商品 

 エキュート品川/品川 サウスが展開するいい夫婦の日キャンペーンの今年のテーマは『紡ぐ。Our Stories』。 
あんなことやこんなこと、ふたりで紡いだそれぞれの物語たち。優しい思い出や懐かしいハプニング、そんなかけがえのない時間の
数々を語り合う、「今」という最高の贅沢に彩りを添える商品が揃いました。新たな物語の始まりに、ふたりの「絆」を紡ぐ「リボン」をモ
チーフにしたスイーツやふたりの会話が弾む、シェアして食べられるスイーツで大切な想いで溢れるライフシーンを演出します。 

いい夫婦ショートケーキ 
1ホール 2,160円（税込） 
京橋千疋屋（エキュート品川 サウス） 
2段にサンドしたショートケーキにたっぷりのベ
リーをトッピングしました。ふたりで分け合うの
にぴったりなケーキです。 
※エキュート品川 サウス限定 
※1日限定16台 

クール ド カシスポワール 
1台 3,240円（税込） 
ダロワイヨ（エキュート品川） 
ショコラブランのムースにカシスとフランボワー
ズのコンポートがアクセントのハート型のケー
キにリボンを飾りました。 
※エキュート限定 

ハートショート 
1ホール 2,500円（税込） 
柿の木坂キャトル（エキュート品川 サウス） 
人気の北海道生クリームを使用したショートケーキ
を、可愛らしいハート型仕上げた、期間限定ショート
ケーキ。 
※11月21日、22日のみ販売 

ショコラフランボワーズ 
1ホール 1,580円（税込） 
パティスリーQBG（エキュート品川） 
赤いリボンをあしらった、フランボワーズとチョコレー
トムース。自社製のはちみつを使用しています。 
※エキュート品川限定 

スイートアニバーサリー 
1台 1,620円（税込） 
ボビーユーハイム（エキュート品川） 
生クリーム、苺クリーム2種の繊細なデコレー
ションとバラで華やかに飾ったお祝いにもおす
すめのケーキです。 
※11月21日、22日のみ販売 

クール ド コーラル 
ホール/1800円 プチガトー/590円 
和楽紅屋（エキュート品川） 
ホワイトチョコと甘酸っぱい苺の白と白糖で華や
かなグラデーションに仕立てた限定ケーキ。 
※エキュート品川限定 
※ホール：11月15日～期間中限定80台限定 
  プチガトー：期間中限定150台 

【キャンペーン名称】いい夫婦の日キャンペーン～紡ぐ。Our Stories～ 
【開催場所】エキュート品川/品川 サウス 
【開催期間】2019年11月12日（火） ～22日（金） 

Topic３. １１月２２日は「いい夫婦の日」。「いい夫婦の日キャンペーン～紡ぐ。Our Stories～」 
（エキュート品川／品川 サウス） 
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仲良しくまさん 
1箱2個入 600円（税込） 
自由が丘 蜂の家（エキュート品川） 
大きなハートを持ったかわいらしいペアのくま
さんを白とピンクのおまんじゅうの上にのせま
した。 

あんこパイ（6個入） 
1セット 1,122円（税込） 
空いろ（エキュート品川） 
あずきのつぶあんといもあんをパイ生地でしっ
とりと包み焼きあげました。食後のコーヒーや
紅茶とお楽しみください。 
※エキュート品川限定 

上生菓子「紡-つむぐ-」 
1個 432円（税込） 
目黒東山 菓匠雅庵（エキュート品川 サウス） 
花言葉“夫婦愛”の「よもぎ」と、「ゆず」の2種の餡を薯
蕷練切（じょうよねりきり）で包み、夫婦の絆を紡ぐリボ
ンをイメージした2色の羊羹を配しました。末永く続く夫
婦愛をイメージした上生菓子です。 
※エキュート品川 サウス限定 
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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。 
2019年11月1日からは、新業態「エキュートエディション」も加わり、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10施設で400を超える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。 

エキナカを中心に展開する「エキュート」の特徴・強みを、環境や利用シーン毎
にカテゴリーを最適化して提供する新業態として”編集”。この意味を込めて、
「EDITION」＝「版」というサブネームを付けました。 


