
 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2丁目3番地1号／代表取締役社長：高橋 眞)は、 
1月27日（月）から19日間、エキュート各施設で「Chocolate LOVERS 2020」を実施します。自分へのご褒美にも 
ぜひ食べたい専門店のチョコレートや、大切な人と一緒に食べたくなる新作のチョコレートケーキも多数用意していま
す。 
 また、エキュート大宮は3月に開業15周年を迎えます。日頃エキュート大宮をご利用いただいているお客さまへ改
めて埼玉・大宮の魅力を発信するべく、15th  Anniversary ライブやワークショップの開催をはじめ、狭山茶、深谷ね
ぎなど埼玉県産食材を使用した商品、大宮ナポリタンを使用した限定商品などを展開します。 
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【NEWSLETTER Vol.22】 

 2020年1月22日（水） 
株式会社JR東日本リテールネット 

～エキュート💛バレンタインキャンペーン～ 

エキュート大宮、上野、東京、京葉ストリート、品川、品川 サウス、立川で

「Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ ＬＯＶＥＲＳ ２０２０」開催！ 

日本酒、ルビー、チーズ、日本茶などを組合わせた、各施設限定スイーツをご用意 

通勤の行き帰りにスムーズに受け取り。ネット事前予約可能ショップも。 

●エキュート大宮は、３月で１５周年・・・Anniversaryライブや限定商品が楽しめるキャンペーンを実施 



 自分へのご褒美にもぜひ食べたい専門店のチョコレートや、大切な人と一緒に食べたい新作のチョコレートケーキ、 

この時期限定のチョコレートの焼菓子やパンなど、エキュートにはチョコレートアイテムがいっぱい！チョコレートをプレゼン

トしようと思っている人も、チョコレートを愛してやまない人も、普段チョコレートをそんなに選ばない人も、この時だけはチ

ョコレートにときめく「Lover（愛好者）」になろう！ 

 

●展開期間  

 2020年1月27日（月）～2月14日（金） 19日間 

ＰＯＩＮＴ 

Topic １. エキュート大宮、上野、東京、京葉ストリート、品川、品川 サウス、立川で開催！ 
１月２７日（月）～２月１４日（金）「Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ ＬＯＶＥＲＳ ２０２０」 

□ 「Chocolate LOVERS」特設サイトで“秘密の合言葉”を見つけてお楽しみ💛 
 エキナカにはバレンタインにぴったりなチョコレートやスイーツがたくさん！あなたの目当てのチョコレートをさがしてみてね。 

     特設サイトで『秘密の合言葉』を見つけて、エキュート・チョコラバマルシェで使える500円LINEクーポンが1,000名様に当たり

ます。 

     チョコラバ2020特設サイト ： https://www.ecute.jp/chocolove/ 

✔ 

□ チョコレートの魔術師たちの共演！ 
 国内外で数々の賞を受賞するなど、卓越した技術と独創的なイマジネーションで人々を魅了するパティスリー、ショコラトリーが 

    品川駅に集結します。  

    地元の方から愛される、新百合ヶ丘「パティスリーエチエンヌ」や北鎌倉「ショコラトリーカルヴァ」は、品川駅限定での展開です。 

    選び抜かれた素材とチョコレートのマリアージュが放つ、まるで魔法にかけられたかのような甘美なチョコレートの世界に迷い 

    込んでみませんか？ 

✔ 

□ 出勤帰りにスムーズに受け取り！ネット事前予約可能ショップも多数。 
    忙しい日々でもネットで選んで購入できる「ネットでエキナカ」 で事前の予約注文が可能。 

    受取当日、お店でスムーズに受け取れます。 

    ネットでエキナカ サイト： https://www.net-ekinaka.com/ 

✔ 
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【エキュート品川・品川 サウス】  

タピネイラ 
カカオサンパカ（エキュート品川・イベントス
ペース）／5個入 2,700円（税込） 

バルセロナに本店を構える、スペイ
ン王室御用達のショコラテリア「カカ
オサンパカ」。“Color”をテーマに、
彩り豊かなフルーツ風味のチョコレ
ートお詰め合わせた、ここでしか買
えない限定コレクションです。 
※エキュート品川限定 
※限定900箱 
※ネット予約可 
※アルコール不使用 
※出店期間2/3（月）～14（金） 

チョコレート×王道 

リュクスショコラ 
ラ・メゾン白金（エキュート品川 サウス・イ
ベントスペースB）／6個入 1,620円（税
込） 

東京白金発ショコラブランド「ラ・メゾ
ン白金」。本商品は、東京白金のフ
レンチレストラン“ラクープドール”発
の2つの味を掛け合わせた特別なシ
ョコラ。華やかで繊細な味が楽しめ
ます。 
※アルコール不使用 
※出店期間2/3（月）～16（日） 

チョコレート×王道 

Cacao Fleur  
ル ショコラ ドゥ アッシュ（エキュート品川
）／4枚入 1,900円（税込） 

世界中のカカオの香りや味わいを日
本の素材・文化と融合させ、一粒の
ショコラに込め日本から世界に発信
する「ル ショコラ ドゥ アッシュ」。ジャ
スミン、金木犀、梅、ローズの4枚入。
花の香りや美しさ、花言葉に秘めら
れた意味をショコラで表現した、新し
いコンセプトのボンボンショコラです。 
※ネット予約可 
※アルコール微量 
※出店期間2/10（月）～14（金） 

チョコレート×花 

ボンボンショコラ Crazy 
Cocltail 3種アソート 
ジョンカナヤ（エキュート品川）／1箱（3個入
） 1,728円（税込） 

お酒ベースと、スパイスの2層のガナッ
シュでカクテルをイメージしました。ショ
コラとお酒の絶妙なマリアージュを愉し
める大人の味わい。バジルジンジャー
（水色）、ティーマリー（ピンク）、スパイ
シーハイボール（黄）の各1個。 
※エキュート品川限定 
※ネット予約可 
※限定200個 
※アルコール使用 
※出店期間2/10（月）～14（金） 

チョコレート×スパイス 

https://www.ecute.jp/chocolove/
https://www.net-ekinaka.com/
https://www.net-ekinaka.com/
https://www.net-ekinaka.com/


【エキュート上野】  

酒粕蒸ショコラ 
イルフェジュール（エキュート品川）／ 
1個 206円（税込） 

イルフェジュールこだわりの「蒸ショ
コラ」に、澤ノ井の小澤酒造の酒粕「
酒の華」を使用。さわやかなお酒が
ふんわり香る一品です。 
※エキュート限定 
※1日限定100個 
※アルコール使用 
※出店期間2/10（月）～14（金） 

チョコレート×酒粕 

辻利コレクション 8個 
辻利（エキュート品川 サウス・イベントス
ペースA）／1セット 2,548円（税込） 

お茶を引き立てる素材が織りなす、
辻利のスペシャリテ。新フレーバーの
ほうじ茶を加えた7種（濃い茶、山椒、
さくら苺、黒糖、プラリネごま、ゆず、
ほうじ茶）の和の味わい。 
※4個入、6個入もございます。 
※アルコール使用 
※出店期間2/3（月）～16（日） 

チョコレート×お茶 

獺祭抹茶トリュフ 
和楽紅屋（エキュート品川）／4個入 
1,620円（税込） 

京都産宇治抹茶を使用したホワイト
チョコレートに、日本が誇る美酒“獺
祭”を掛け合わせた大人のための
贅沢なチョコレート。 
※2個入もございます。 
※アルコール使用 

チョコレート×日本酒 

アニマルチョコレート 
パティスリーエチエンヌ（エキュート品川）／
1個 4,800円（税込） 

遊び心が溢れる場所を目指している 
「パティスリーエチエンヌ」。スイートア
ートデザイナーとして世界的に知られ
る藤本美弥氏が手掛ける、かわいすぎ
るハンドメイド動物チョコレートです。 
※ネット予約可 
※アルコール不使用 
※出店期間2/10（月）～14（金） 

チョコレート×アニマル 

マスカットレーズン     
チョコレート 
オッジ（エキュート上野）／ 
1箱（45g） 756円（税込） 

甘みとうまみの強いオーストラリア
産マスカットレーズンを芳醇なブラン
デーで香りづけした大人の味わい
のチョコレート。 
※ネット予約可 
※アルコール使用 

チョコレート×レーズン 

国産苺コレクション 
メリーチョコレート 奏-KANADE- 
（エキュート上野・イベントショップ）／ 
1箱（9個入） 1,512円（税込） 

「とちおとめ」や「あまおう」といった日
本各地の苺を、それぞれ一番美味し
く味わえる組み合わせでチョコレート
に仕立てました。 
※アルコール使用 
※出店期間2/3（月）～15（土） 

チョコレート×苺 

ポーラーハット 
ミスターキャラメリスト 
（エキュート上野・イベントショップ）／ 
12cm 1個 1,620円（税込） 

とろっとしたビターキャラメルとコク
のあるチョコレートがマリアージュし
た、大人のための贅沢な味わいの
ケーキです。 
※アルコール不使用 
※販売期間2/3（月）～14（金） 

チョコレート×王道 

コパンダ☆バレンタイン 
シレトコファクトリー（エキュート上野）／ 
1個 420円（税込） 

ハートの風船をもった仲良しパンダを
あしらった、甘くてキュートなドーナツで
す。仲良しな二人に是非食べてもらい
たい一品。 
※ネット予約可 
※アルコール不使用 

チョコレート×パンダ 

【エキュート東京／京葉ストリート】  

サク ラング・ド・シャ ルビー             
イシヤ 東京ステーション（エキュート東京）
／12枚入 1,296円（税込） 

ココア風味のラング・ド・シャで、まろ
やかな酸味のルビーチョコレートを
サンド。甘みと酸味のバランスにこ
だわりました。 
※2/14（金）まで、なくなり次第終了 

チョコレート×ルビー 

ル・ショコラ 5個入 
資生堂パーラー（エキュート東京）／ 
1箱 1,485円（税込） 

果実とお酒がマッチした、大人のため
のボンボンショコラ。苺、林檎、無花
果、柚子、白桃、いちばんのお好み
はどれですか？ 
※ネット予約可 
※アルコール使用  
※なくなり次第終了 

チョコレート×王道 

ショコラあんみつ 
船橋屋こよみ（エキュート東京）／ 
1個 583円（税込） 

チョコレートあんにハート型のくず餅
と苺寒天を添えたバレンタイン時期
限定のあんみつです。 
※販売期間2/2（日）～14（金） 
※アルコール不使用 

チョコレート×和菓子 

Artisan Chocolate 
コレックス イン（エキュート京葉ストリート）／ 
1個 各453円（税込） 

ご自宅用にはもちろん、ポップでキュー
トなアートワークのパッケージはギフト
にもぴったり。添加物不使用、オーガ
ニック（有機栽培）の原材料を使用。 
※アルコール不使用 

チョコレート×アート 
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【エキュート大宮】  

レアチーズサンド・ショコラ 
ナウ オン チーズ♪（エキュート大宮）／ 
1個 360円（税込） 

北海道産クリームチーズと生クリー
ム、さらにイタリア産マスカルポーネ
とチョコチップを加えたチョコチーズ
クリームをサンドした贅沢スイーツ。
※はちみつ使用 
※エキュート大宮限定 
※アルコール不使用 

チョコレート×チーズ 

とちおとめのショコラパイ 
オーヴォ（エキュート大宮）／ 
5個入 1,250円（税込） 

サクッとしたパイで口どけのよいチョ
コを包み、とちおとめを使用した自家
製苺ジャムを合わせました。 
※ネット予約可 
※アルコール不使用 

チョコレート×苺 

バーショコラ 
アンドメルシィ（エキュート大宮）／ 
4本セット 1,600円（税込） 

アンドメルシィオリジナルのバーショ
コラ。ヘーゼルナッツの香りたっぷり
のプラリネ、芳醇なラム酒を使用し
たラムレーズンの2種類のお味を 
お楽しみいただけます。 
※ネット予約可 
※アルコール使用 

チョコレート×ラム 

エキュート大宮限定ショコラ 
8個入 
1セット デジレー（エキュート大宮）／ 
8個入 1,377円（税込） 

1903年創業の老舗ブランドより、伝統
のトリュフ、鮮やかなレッドハート、新作
のルビーチョコレートなどを集めた限定
アソート。 
※エキュート大宮限定 
※ネット予約可（限定数50個） 
※アルコール不使用 

チョコレート×王道 

【エキュート立川】  

VDショコラ・タルト 
スイートガーデン カスタードマニア 
（エキュート立川）／1個 250円（税込） 

チョココーティングしたタルト皿に濃
厚なショコラムースを入れ、チョコグ
ラサージュをコーティングし、ココア
パウダーを飾りました。 
※エキュート立川限定 
※アルコール微量 

チョコレート×王道 

バレンタインデニッシュ 
アンテンドゥ（エキュート立川）／ 
1個 280円（税込） 

焼き立て自家製デニッシュにブランデ
ーシロップをたっぷりと染み込ませま
した。チョコレートとの相性バツグン
！バレンタイン限定商品です。 
※エキュート限定 
※1日限定20個 
※アルコール使用 

チョコレート×パン 

レーヴ ドゥ バレンタイン 
パティスリー ドゥ シェフ フジウ 
（エキュート立川）／1個 600円（税込） 

オレンジ風味のチョコレートムースと
いちじくのコンフィチュールを合わせ
ました。バレンタイン期間限定の商
品です。 
※エキュート限定 
※アルコール微量 

チョコレート×アート 

メゾン ド トリュフBOX 
ステーションカフェバーゼル 
（エキュート立川OSOTO）／ 
1個 2,460円（税込） 

おうちの形に見立てた、スイスの伝統
的なチョコレートケーキです。 
※アルコール使用 

チョコレート×アート 

カカオ茶 
日本百貨店おみや（エキュート大宮）／ 
1パック5pc入 864円（税込） 
テイクアウト 1杯 300円（税込） 

「世界緑茶コンテスト」金賞を受賞し
た、長崎県のお茶ソムリエ・小川孝
行氏がバレンタイン向けにスペシャ
ルブレンド。 
※アルコール不使用 

チョコレート×日本茶 チョコレート×ジェラート チョコレート×ケーキ チョコレート×パン 

ハスキージェラート ショコラ 
ハスキージェラート（エキュート大宮）／ 
1個 540円（税込） 

世界中のトップパティシエに愛され
る、ヴァローナのショコラ「グアナラ」
を使用したジェラート。パッケージも
SNS映え間違いなし！ 
※アルコール不使用 

バレンタイン・ショコラティーヌ 
キャトーズ・ジュイエ（エキュート大宮）／ 
1台 1,600円（税込） 

しっとりと焼き上げたチョコレートスポンジ
ケーキにフレッシュなチョコ生クリームと 
自家製木いちごのコンフィチュールで。 
※エキュート大宮限定 
※アルコール微量 

パルミエ・ショコラ・ブラン 
（フランボワーズ） 
ポール（エキュート大宮）／ 
1枚 561円（税込） 

人気のパルミエにホワイトチョコレー
トをコーティングしフランボワーズを
トッピングしました。 
※ネット予約可 
※アルコール不使用 
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Topic２. エキュート大宮15周年記念キャンペーン 

【15th  Anniversary ライブ！・My 盆栽づくり体験！】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ［盆栽家 平尾成志氏］      ［日本画家 丁子紅子氏］  ［尺八演奏家 大山貴善氏］ ［三味線演奏家 中原正人氏］ 
 

 本キャンペーンのメインイベントとして、「大宮そしてエキュートの変遷」をお客さまと一緒に体感できるライブイベントを企画して
おります。大宮にまつわる文化と人が織りなす即興コラボライブをお楽しみください。 
出演は、大宮が誇る文化の一つである「盆栽」を国内外でデモンストレーション・パフォーマンスされる盆栽家 平尾成志氏、 
そして日本画の新世代を担うといわれる大宮出身の日本画家 丁子紅子氏のお二人。その製作の様子に尺八と三味線の演奏
が華を添え、趣きのあるひと時を演出いたします。 
また同日には、平尾氏が園主を務める成勝園による「My 盆栽づくり体験」を開催します。是非足をお運びください。 
 
【日時】2月29日（土） 
・15th Anniversaryライブ  14：00～14：40 
・My 盆栽づくり体験     第一部 10：00～13：00／第二部 15：30～19：00 
                  ※所要時間：15～30分程度（作成した盆栽はお持ち帰りいただけます。） ※当日受付のみ 
【場所】 JR大宮駅西口イベントスペース  
【参加費】 Anniverasaryライブ 無料／My 盆栽づくり 1,500円（税込） 

 

【15th Anniversary Time Travel展（仮称）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ▲開業時に描かれたパース画                ▲工事風景 
 

 「15th Anniversary Time Travel展（仮称）」を開催。開業時に描かれた貴重なパース画や工事風景、開業当初の館内の様子
など今までお見せしたことのないエキュート大宮の歴史を15周年の記念にご覧いただけます。 
 
【日時】2月15日（土）～3月31日（火） 
【場所】JR大宮駅 エキュート大宮 コモレビ広場 

 エキュート大宮は、3月に15周年を迎えます。それを記念し下記の期間中、 

「Time Travel  with ecute omiya」をテーマに、開業からこれまでの変遷を埼玉・

大宮という街の魅力とともに振り返る企画を多数開催致します！これまでご利

用いただいてきたお客さまへ感謝の気持ちをお伝えすると共に、私たちが暮らす

大宮に思いを馳せて…。また、エキュート大宮のこれからの進化に、更にご期待

いただけるような魅力的な商品も多数ご用意いたします。 

▼ビジュアルコンセプト 

 15年間の時間の変遷を砂時計で表しています。大宮という文化と進化が共存

する街に、エキュートが誕生し15年。これまでお客さまに喜んでいただけるような

サービス・商品を開発してまいりました。そしてこれからもエキュートはお客さまか

らの期待に応え続けます。そんな気持ちを込めています。 

▼展開期間  

 2020年2月15日（土）～3月31日（火） 
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【期間限定！エキュート大宮開業15周年記念商品】 
 日ごろエキュート大宮をご利用いただいているお客さまへ、改めて埼玉・大宮の魅力を発信するべく、様々な商品をご用意しました。 
今回はその一部をご紹介します。下記にご紹介する商品は、すべてエキュート大宮限定で2月15日（土）から3月31日（火）までの販売です。 

深谷ねぎの焼漬 
銀座若菜／540円（税込） 

甘みのある深谷ねぎを香ばしく焼
きさっぱりと醤油漬けにしました。 
※エキュート大宮限定 

カヌレ・マッチャ 
ポール／270円（税込） 

日本三大茶「狭山茶」パウダーを
使いました。お茶の良い香りが特
徴です。 
※エキュート大宮限定 

大宮ナポリタン 
ベーグルアンドベーグル／453円（税
込） 

「大宮ナポリタン」をたっぷりとベ
ーグルにサンドしたインパクト大
の大宮限定商品です。 
※エキュート大宮限定 

大宮ナポリタン 

深谷ねぎ 

狭山茶 

レアチーズサンドの狭山
茶＆小豆 
ナウ オン チーズ♪／360円（税込） 

埼玉県産狭山茶と北海道産小豆
・チーズを使用しさっぱりとしたチ
ーズクリームサンドです。 
※エキュート大宮限定 

狭山茶フィナンシェと    
ショコラスクミックス 
東京ラスク／1,500円（税込） 

濃厚でコクのある狭山茶でしっとり
焼き上げました。 
※エキュート大宮限定 

チーズ入り大宮ナポリ
タンサンド 
サンドイッチカフェ おいしいメルヘ
ン。／475円（税込） 

太麺のナポリタンに、埼玉県産
ルッコラと細切りチーズをたっ
ぷり挟んだ、大宮限定サンド。 
※エキュート大宮限定 

狭山茶 

狭山茶 

深谷ねぎと桜えび天 
てとて／400円（税込） 

冬の寒さで甘みが増した深谷ねぎ
と、彩り鮮やかな桜えびを使用しま
した。 
※エキュート大宮限定 

狭山茶クリームといちごの
タルト 
フルーツピークスアルティザン／581円（
税込） 

カスタードの上に生クリームと苺を
サンドし、狭山茶パウダーを使用し
たクリームを載せました。甘酸っぱ
い苺の酸味と濃厚な抹茶の香りが
口の中に広がるタルトです。 
※エキュート大宮限定 

深谷ねぎ 

狭山茶 

狭山茶のプディング 
資生堂パーラー／621円（税込） 

選び抜いた狭山茶のパウダー
を使用した、なめらかで濃厚な
味わいのプリンです。 
※エキュート大宮限定 

古乃端（狭山茶） 
赤坂柿山／648円（税込） 

狭山茶ペーストを新大正もち米に練
り込んだ、香りを楽しめる限定おか
き。ほろ苦さが癖になる。 
※エキュート大宮限定 

埼玉野菜とグリルチキンの 
プレート 
Cafe Timber house／1,000円（税込） 

埼玉県で作られるヨーロッパ野菜（
ケール、ビーツ、ルッコラ、カリフラ
ワーなど）を楽しむための贅沢なプ
レート。 
※エキュート大宮限定 

狭山茶 

狭山茶 

大宮ナポリタンドッグ 
デイジイ／270円（税込） 

旬の埼玉野菜を使用した大宮ナポ
リタンをデイジイ定番のドッグパン
にはさみました。 
※エキュート大宮限定 

大宮ナポリタン 

狭山茶 大宮ナポリタン 埼玉県産野菜 

さいたまヨーロッパ野菜 大宮ナポリタン 



【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。 
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