
 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
3月4日（水）から14日（土）までの11日間、エキュート各7施設で「ホワイトデーキャンペーン」を実施します。普段は
お弁当、社用手土産として利用されている男性サラリーマンの方々に向けて、生菓子、焼き菓子を中心に幅広いジャンル
のスイーツやギフトをご用意しました。 

 また春に向けて、6施設で「春Week」を実施します。各施設が独自に展開する今回の春キャンペーン。エキュート品川
を中心に、色鮮やかな限定商品が揃いました。その他、北陸新幹線金沢開業5周年を記念した、石川県ゆかりの素材
を使用したグルメをエキュート東京・京葉ストリートで販売します。毎年恒例となった「やっぱり猫Week」もエキュート立川
にて開催予定です。ぜひご注目ください。 
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【NEWSLETTER Vol.23】 

 2020年2月18日（火） 
株式会社JR東日本リテールネット 

～ホワイトデーと春シーズンを先どった限定商品が、各エリアで多数ラインナップ～ 

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

「ホワイトデーキャンペーン」「春Ｗｅｅｋ」（※）を開催！ 
 

● 「北陸新幹線金沢開業5周年×いしかわジャーニー」キャンペーンでは、奥能登の塩、五郎島金時、 

  加賀棒茶・ほうじ茶を使用したグルメを限定販売 （エキュート東京・京葉ストリート） 

● かわいらしい猫デザインを施したアイテムが集結！「やっぱり猫Wｅｅｋ」を開催  （エキュート立川） 

※「春Ｗｅｅｋ」のみ、大宮は不参加 

 



 普段はお弁当、社用手土産として利用されている男性サラリーマンの方々に向けて、エキュート各施設では生菓子、焼き菓子を中心

に幅広いジャンルのスイーツやギフトをご用意。今回はその中でも、エキュートに足を運ばないと買えない限定商品をご紹介します。 

Topic 1. 通勤の導線上で気軽に買える。男性サラリーマン必見、エキュート「ホワイトデーキャンペーン」 
（３月４日（水）～３月１４日（土）） 
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【エキュート品川、エキュート品川 サウス】  

プティフールセック  
パティスリーエチエンヌ（エキュート品川・ 
イベントスペース）／3,850円（税込）  

形も食感も違う１７種類のクッキー、
パイやメレンゲ、塩味クッキーなどで
バランスよく構成されたエチエンヌ  
おすすめのプティフールセックです。  
※エキュート品川限定出店  
※出店期間3/9（月）～3/14（土）  
※ネット予約可  

こねり4種アソート     
（ホワイトデー）  
coneri 品川（エキュート品川 サウス）／  
1箱 1,512円（税込）  

期間限定の「ミックスベリー」が加わ
った、手ごねパイ専門店の4種類の
スティックパイを、ホワイトデー限定
パッケージに詰め合わせました。  

※エキュート品川 サウス限定  

※ネット予約可  

モナロン・フルール 
和楽紅屋（エキュート品川）／  
6個入り 2,300円（税込）  

国産もち米粉を使用したカラフルな
最中にチョコレートクリームをサンドし
ました。宇治抹茶、珠州の塩、あまお
う苺、紫芋レーズン、柚子の5種類の
味をお楽しみください。 

※エキュート品川限定  

苺のティラミス風パフェ 
京橋千疋屋（エキュート品川 サウス）／ 

 730円（税込）  

マスカルポーネムースと酸味のき
いたベリーソース、スポンジの三層
でティラミス風に仕上げました。 
ホワイトデーにぴったりの可愛らし
いパフェです。 
※エキュート品川 サウス限定  

【エキュート東京・エキュート京葉ストリート】  

あまおうマカロンセット 
ル・ビエ～プロデュイ バー ア・ラ・カン
パーニュ～（エキュート東京）／6個入 
1,404円（税込） 

「あまおう」をふんだんに使った多
彩なマカロン6種の詰め合わせ。 
※エキュート東京限定 

クマゴロン☆ホワイトデー 
シレトコドーナツ（エキュート京葉ストリー
ト）／420円（税込） 

北海道の新鮮な素材から生まれ
た蒸し焼きドーナツをデコレーショ
ン。ハートに囲まれ、寄り添い合
うクマゴロンがアクセント。 

ミルフィーユ         
（ジャンドゥーヤ＆ベリー） 
マイスターシュトュック ユーハイム 
（エキュート東京）／8個入 1,512円（税込） 

サクサクのパイにジャンドゥーヤクリ
ームとベリークリームをサンドした2種
類のミルフィーユ。スウェーデンを代
表する陶芸家・デザイナーのリサ・ラ
ーソンとコラボレーションした、限定商
品です。 

クッキー10枚入詰合わせ 
東京ミルクチーズ工場（エキュート京葉 
ストリート）／1,000円（税込） 

不動の人気でもある、塩気の効い
た甘さ控えめな味が特徴な「ソルト
＆カマンベール」と濃厚贅沢な「蜂
蜜ゴルゴンゾーラ」が楽しめるホワ
イトデー限定商品。 
※数量限定 

【エキュート上野】  

赤ちゃんパンダのカスタード 
（ホワイトデー掛け紙） 
餡舎ひよ子／520円（税込） 

冷めても柔らかい、バニラビーンズ入
りの贅沢カスタードが特徴の大判焼き
。キュートなデザインを施した、ホワイ
トデー限定掛け紙をおかけいたします
。 
※エキュート上野限定 

ホワイトデーカヌレセット          
ラ・スール（イベントショップ）／ 
1,400円（税込） 

もっちりとした優しい触感が特徴
の「オモテナシカヌレ」の中にドラ
イフルーツを入れたホワイトデー
限定の一品。 
※出店期間3/2（月）～3/14（土） 

エキュート上野限定セット
「春の花トート」        
カレルチャペック紅茶店（イベントショッ
プ） ／2,700円（税込） 

春限定紅茶をかわいい限定パン
ダトートバッグに詰め合わせたお
得なセットです。 
※出店期間3/2（月）～3/14（土） 

©LISA LASON 

ホワイトデーマカロン5個
セット        
クリオロ（イベントショップ） ／ 
1,500円（税込） 

まるで生ケーキのようにフレッシュ
で、一つ一つ凝縮された美味しさ
を楽しめるマカロンです。 
※出店期間3/2（月）～3/14（土） 
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【エキュート大宮】  

レアチーズサンド・ホワイト
ベリー 
ナウ オン チーズ♪／400円（税込） 

サクホロ食感のチーズクッキーに、
クランベリーとピスタチオが入ったレ
アチーズクリームをサンドしました。 
※エキュート大宮限定 

マカロンフレーズ 
資生堂パーラー／ 

18個入り 1,377円（税込） 

福岡県産あまおう苺のピューレを 
加えた生地で、マダガスカル産バニ
ラビーンズ入りバニラペーストを合
わせたクリームをサンドしました。 

Topic ２. 桜を使用したメニューや春色の商品が大集合。見た目にも春を満喫できる「春Week」は 
お花見のお供やギフトを楽しく選ぼう！ 

ホワイトショコラ・タルト  
スイートガーデン カスタードマニア 

／250円（税込） 

ホワイトチョココーティングしたタルト
皿にホワイトチョコムースを入れ、ブ
ラングラサージュをコーティングし、
金粉を飾りました。 
※エキュート立川限定 

ギモーヴ 
ガトー・ド・ボワイヤージュ／1,296円（税込） 

凝縮した果汁（パッションフルーツ、フラ
ンボワーズ、マンゴ、ライム、青りんご
、ブルーベリー、苺、アプリコット、シー
クヮーサー、白桃）の美味しさと、なめ
らかな口どけの良さが自慢の10種類
のマシュマロです。 

【エキュート立川】 

「SPRING is BEAUTIFUL. キラメク、トキメク、品川の春。」 
 

都会の喧騒のなかにも、たしかに聞こえる春の息吹き。朗らかに、美しく咲き誇る花々。希望に満ち、光溢れる人々。 

そんな春爛漫のシーンを彩る、春の香り漂う品々をお届けします。 

桜花 
和楽紅屋（エキュート品川）/ホール2,500円 
カット600円（税込） 

和楽紅屋らしく、和のテイストを強調し
たガトー。あんこや抹茶、各和素材を
桜の華やかな香りが包む、上品な甘
さのマリアージュ。 
※エキュート品川限定 

さくらあんいちご生クリーム 
サンドイッチハウス メルヘン（エキュート品
川 サウス）/432円（税込） 

やさしい甘さのさくらあんといちごの
ハーモニーが春にぴったりのスイーツ
サンドです。 
 

スプリングシュトーレン 
ブレッドワークス（エキュート品川）/1本
（長さ18cm） 2,200円・ハーフ（長さ
9cm 1,100円（税込） 

春の訪れをイメージさせるシュト
ーレン。桜の花と葉の塩味と3種
の豆の甘さのバランスが絶妙で
す。 

スカーレット 
MYGRATS（エキュート品川 サウス・イベ
ントスペース）/2,052円（税込） 

なめらかないちごムースにバラの
香るフランボワーズジュレを忍ば
せ、真っ赤なナパージュ、チョコレ
ートクリーム、ナッツ、ベリーを飾り
金箔で仕上げました。 
※エキュート品川サウス限定 
※出店期間3/15～3/29 

生マカロン5個詰 
ダロワイヨ（エキュート品川） 
/1,836円（税込） 

素材の風味際立つ生マカロン。品川
限定フレーバー「ポンム」や「とろける
あまおう苺、パリマカロン、ピスター 
シュ・ピスターシュ、オペラマカロン」の 
5種を詰め合わせました。 
※エキュート品川限定 

日向夏と清見オレンジの
ムース 
京橋千疋屋（エキュート品川 サウス）
/756円（税込） 

日向夏、清見オレンジのムースと
ジュレをクランブルの上に重ね、
果実をふんだんに飾った、爽やか
な春色スイーツです。 
※エキュート品川サウス限定 

季節の握り・春 
築地竹若（エキュート品川）/ 
1,300円（税込） 

桜エビ、白魚、鯛、赤貝、サヨリな
ど、旬のネタが躍る、春の彩りを
表現した握り寿司です。 
※エキュート品川限定 

お花見御膳「はるうらら」 
なだ万厨房（エキュート品川）/ 
1,944円（税込） 

ちらし寿司と筍御飯に多彩なおかず
が入った、お花見に最適な二段弁
当。 

【エキュート品川、品川 サウス】 開催期間：3月16日（月）～ 4月5日（日） 
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【エキュート立川「桜Week」】 開催期間：3月20日（金・祝）～ 4月5日（日） 
  ヴェリーヌ桜 

ダロワイヨ（エキュート立川）／       
594円（税込） 

宇治抹茶のパンナコッタ、サク
ラのムースとジュレの角切りを
重ね、春の色合いに仕上げた
ヴェリーヌ。 
※期間 3/1（日）～桜開花時期   
  による 

桜ちらし          
穂まれや（エキュート立川）／ 
210円（税込） 

桜の花としらすを使用したちらし
ずしです。桜の色と香りが春を感
じさせます。 
※エキュート立川限定 

栗あんババロア さくら 
小布施堂（エキュート立川）／       
486円（税込） 

定番商品のババロアにさくらを
加えた、春の限定商品です。 
※期間 3/20（金・祝） 
 ～3/31（火） 

さくらパフェ 
アンの工房 
（エキュート立川）／450円（税込） 

さくらあんと白玉をサンド。桜の
クリームで、和のテイストに。 
※1日10個限定 

【エキュート上野「ようこそ上野」】 開催期間：3月15日（日）～ 4月5日（日） 

サヨリと真鯛の海鮮ちらし          
ちらし鮨 関山（エキュート上野）／ 
1,167円（税込） 

旬のサヨリと真鯛、桜海老、鮪や 
ねぎとろ、イクラ等をふんだんに 
盛り込んだ海鮮ちらしです。 
※期間3/5（木）～3/14（土） 

シフォンサンド（さくら）  
オッジ（エキュート上野）／378円（税込） 

桜香るふわふわシフォン生地に、
なめらか生クリームを絞りました。
ほんのり加えた桜塩漬けが隠し味
です。 
※エキュート上野限定 

大判焼き 桜餡 4個入 
限定掛け紙 
餡舎ひよ子（エキュート上野）／ 
648円（税込） 

冷めてもやわらかいのが自慢
の大判焼き。大判焼き桜餡4個
入り箱に限定掛け紙をお付けい
たします。 
※エキュート上野限定 

桜いちごのミルフィーユ        
柿の木坂 キャトル（エキュート上野）
／680円（税込） 

桜の花をイメージしたサクサクの
パイに、苺のクリームとイチゴを
たっぷりと重ねた季節限定の 
スペシャルケーキです。 

【エキュート東京・京葉ストリート「さくらさくら」】 開催期間：3月15日（日）～ 4月5日（日） 
 

さくらもち 
銀座あけぼの（エキュート京葉スト
リート）／248円（税込） 

北海道産小豆のこしあんを、
かわいらしい“ふくさ包み”で
ひとつひとつ手作業で包んで
います。 

桜のティラミスL       
シーキューブ（エキュート東京）／     
1,620円（税込） 

風に舞う満開の桜をイメージし
ました。ビスキュイのシロップに
桜葉を、中の層には桜餡をサ
ンドし、桜の香りが際立ちます。 
※期間3/20（木）～4/12（日） 

春のチーズケーキ    
（さくら味） 
資生堂パーラー（エキュート東京）／     
3個入 999円（税込） 

桜のペーストとデンマーク産の
クリームチーズを、北海道産の
小麦粉を使い焼き上げました。 
※期間2/15（土）～なくなり次第
終了 

鶏ちらし弁当 
東京京鳥（エキュート京葉ストリー
ト）／880円（税込） 

人気の塩麹鶏そぼろと、阿波
尾鶏の照り焼きをちらし寿司
風に彩りました。さっぱりとボ
リュームたっぷりのお弁当で
す。 
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Topic 3. 北陸新幹線金沢開業5周年×いしかわジャーニー 

 2020年3月に北陸新幹線が開業5周年を迎えます。新幹線始発駅である東京駅において、石川県の食や伝統工芸等

の魅力を発信する記念イベントを実施します。また5,000円（税込）以上のお買い上げレシートで、北陸新幹線で行く石川

の旅や能登牛プレミアムいちぼステーキなどが当たるプレゼントキャンペーンも予定しています。 

期間：3月4日(水)～3月29日（日） 

クロッカンシュー 
和楽紅屋（エキュート東京）／300円（税込） 
石川県出身、世界のパティシエ・辻口博啓
氏プロデュースのブランド「和楽紅屋」のエ
キュート東京限定のシュークリーム。北海
道産小麦とバターを使用した、カリカリ食感
のクロッカンシューに、とろ～り滑らかなカス
タードクリームを。カスタードクリームには、
「珠洲の塩」を忍ばせ、香ばしさと豊かな風
味を引き立てています。店内厨房で焼き上
げた出来立ての美味しさです。 
※エキュート東京限定 

珠洲の塩キャラメルのロールケーキ 
ティラミス スペシャリテ シーキューブ 
（エキュート東京）／1,350円（税込） 
「珠洲の塩」を使用したロールケーキ。ふん
わりとしたスポンジに北海道産の生クリーム
をたっぷりと使用し、クリームの中には「珠洲
の塩」を使った塩キャラメルソースを入れてい
ます。塩キャラメルとコクのある生クリームが
マッチしたロールケーキです。 
※エキュート東京限定 

【奥能登の塩】 
400年以上前から伝わる、揚げ浜式製塩法で作り続られ、海水100％で作っている塩。能登半島沖の日本海は暖流と寒流が混ざり合うポイントで、能登の
海にはプランクトンが多く、海水も種類豊富なミネラルが含まれています。この塩は、加賀前田家の「塩手米制度」（藩の塩の専売制度）により、奥能登で
は塩づくりが発展・発達。手間ひまのかかる製法のため、「手塩にかける」の語源とも言われています。  

 

タルト オ パタート ドゥース 
ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～
（エキュート東京）／1カット 594円（税込） 
サクっとしたタルト生地に、黄金色に輝くお芋
のタルト。金沢伝統の加賀野菜「五郎島金時」
を低温で焼き込み、甘味を引き出しました。ゴ
マの風味とも相性の良い仕上がりに。 
※エキュート東京限定 

五郎島金時天むす 
おむすび百千（エキュート京葉ストリート）／
280円（税込） 
ほっこり味わい深い五郎島金時の天ぷらを、
百千特製タレと自慢のお米でおむすびにしま
した。迫力のビジュアルとともに、やさしい味
わいをお召し上がりください。 
※エキュート京葉ストリート限定 

【五郎島金時】 
金沢伝統の加賀野菜の一つで、形が良く色も美しく甘いと全国的に知られるようになった良質のさつまいも。ホクホクした食感が特徴。 

シレトコ☆花模様 
シレトコドーナツ（エキュート京葉ストリート） 
／420円（税込） 
思わず「かわいい！」と笑顔になってしまうデ
コドーナツに、石川県の加賀棒茶を使用した
ドーナツが仲間入り！北海道の素材をふん
だんに使用した、やさしい蒸し焼きドーナツ
は、おやつにもお土産にもおすすめ。 
※エキュート京葉ストリート限定 

加賀ほうじ茶ラテ 
小岩井農場（エキュート東京）／ 
550円（税込） 
香ばしい加賀ほうじ茶と小岩井農場直送の
牛乳をあわせた、和のミルクティーが新発
売。エキュート館内の休憩スペース「フーブ
ツシ」でゆったりと楽しむこともできます。 
※エキュート東京限定 

【加賀棒茶・ほうじ茶】 
加賀や金沢で普段のお茶といえば、茎を焙じた棒茶。江戸時代初期に生まれ、芳しい香りとすっきりした飲みやすさが特徴。工場見学や茶室でお茶を 
楽しめるところもあります。 

【イベント1】アンテナショップ 

石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物
語・江戸本店」が期間限定で登場！ 

和菓子などの食品や地酒、工芸品が集結し
ます。観光情報も充実しているので、 

これからの旅の参考にしてみてはいかがで
しょうか？ 

■展開期間：3/4（水）～3/29（日） 
■場所：エキュート東京イベントスペース  粋 

【イベント3】ひゃくまんさんおでまし 

石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃく
まんさん」が登場！ 

ひゃくまんさんが石川県の魅力をPRし、エキ
ュートを盛り上げます。 

  

■日程： 
イベント期間中の土・日・祝日 

各日12:00～/16:00～ エキュート東京 

     14:00～    エキュート京葉ストリート 

【イベント2】レシート応募でプレゼント！ 

抽選で石川県の魅力的な賞品が当たる、 

レシート貼付型のプレゼントキャンペーン 

を実施いたします。 

 

■応募期間：3/4（水）～3/29（日）21:30 

■展開店舗：エキュート東京／京葉ストリート 

■内容：期間中、各ショップのお買い上げレ
シートをご希望の賞品分集めて、レシートを
貼付して応募いただくと、抽選で「北陸新幹
線で行く石川の旅 北陸新幹線往復チケット
とホテル日航金沢ペア宿泊券」や、能登牛の
ステーキ、九谷焼、地酒セット等、石川の魅
力的な特産品をプレゼントします。 
※レシート合算応募可 

※イベントスペース粋では、
毎週末に金沢金箔貼り体験、
地酒の試飲など楽しいイベン
トが開催されます。ひゃくまん
さんのぬいぐるみも販売いた
します。 
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Topic 4. 「やっぱり猫Week」 （エキュート立川） 

 2月22日の「ネコの日」を記念して、猫をテーマにしたユニークな商品が勢ぞろい！色々な表情の猫ちゃんや、 

肉球モチーフのスイーツや雑貨など、ネコ好きにはたまらない「やっぱり猫Week」をお楽しみください。 

期間：2月15日（土）～3月3日（火） 

モンブラン ミャオ 
ダロワイヨ／810円（税込） 
猫の形をしたモンブランケーキ。 
※エキュート立川限定 

ミルクチーズタルト 
スイートガーデン  カスタードマニア 
／1,080円（税込） 
人気のミルクチーズタルトにココアパウダ
ーで猫のシルエットを描きました。 
※エキュート立川限定 

ねこ繭衣 
銀座甘楽／185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。 
可愛らしい猫のデザインを施しました。 
※エキュート立川限定 

くろねこ・にくきゅう・やっぱりねこ 
セット 
アンテンドゥ／（左から）350円（税込）、 
200円（税込）、セット500円（税込） 
くろねこ…しっとりココア生地にたっぷりの 
カスタードクリームを包みました。 
にくきゅう…口どけの良い生地の中に、 
濃厚チョコレートクリームを包みました。 
※エキュート立川限定 

ねこカップくず餅 
船橋屋／500円（税込） 
人気のカップくず餅にネコ型くず餅をプラス
しました。 
※エキュート立川限定 

にゃんこの掌（たなごころ） 
旬果瞬菓共楽堂／1個 299円（税込） 
猫の肉球をモチーフにしたおまんじゅうです。 
※エキュート立川限定 

ネコのマット・ラグ 
Lbc with Life／各3,850円（税込） 
お部屋が楽しくなる、ねこモチーフのラグマ
ット。ソファー下やベッドサイド、玄関などに
敷けます。インパクトがありインテリアとして
もおススメです。 

ノラネコぐんだんぬいぐるみ・絵本 
PAPER WALL／Sサイズ：1,980円（税込）
Mサイズ：2,530円（税込）  
※絵本は1,320円（税込） 
絵本「ノラネコぐんだん」のかわいいグッズ
が勢揃い。ネコの絵本もたくさん揃ってい
ます。 

ネコネイル 
ダッシングディバ／10,340円～（税込） 
愛らしいネコをモチーフとしたネイルアート。 
指先にネコを飼って癒やされてみませんか？ 
※エキュート立川限定 



【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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Topic 5. その他、エキュート最新情報 

ファイブクロスティーズコーヒー［カフェ］ 

「a cup of idea（一杯のアイデア）」をブランドコ
ンセプトに、こだわりのコーヒーと食で気持ちを
切り替え、新しいアイデアが溢れてくる場所を
お客さまに提供していくカフェ。農園や産地に 
こだわった豆をハンドドリップで淹れたコーヒー
や「Green＆Brown」をコンセプトに、自然の恵
みをたくさん食べて欲しいという願いから、野
菜類や全粒穀物などの未精製フードを使用し
たメニューをお楽しみいただけます。 

ゴンチャ［台湾ティーカフェ］ 
台湾で創業し、世界で店舗を展開するティー
カフェ。抽出時の湯温や時間を茶葉ごとに変
え、お茶本来の風味を最大限に引き出した上
質な台湾ティーをカジュアルなスタイルで楽し
めます。 
店舗で丁寧に調理する「パール（タピオカ）」等
のトッピングや、ドリンクの甘さ、氷の量をお好
み通りにカスタマイズでき、その豊富なメニュ
ーの中から、その時の気分に合わせた自分だ
けの一杯を見つけていただけます。 

プレミィ・コロミィ［雑貨・衣料品］ 
プレミィ・コロミィエキュート上野店が新しくな
りました。「あなたの欲しかったモノに気づか
されるお店」をコンセプトに、ここでしか買えな
いオリジナル商品や、かわいいことりグッズ、
パンダグッズをたくさん揃えています。 
リニューアルセールでは、ことりグッズのノベ
ルティや新作をお買い得価格でご用意。 
ちょっとかわいいギフトラッピングも無料です
ので、大切な人への贈り物に、自分へのご褒
美にぜひご利用くださいませ。 

【エキュート上野リニューアル】  

3月19日（木）10：00 オープン 3月19日（木）10：00 オープン 3月27日（金） 8：00 リニューアルオープン 

【オープン記念】 

1,000円（税込）以上お買い上げのお客さま 

先着500名様に、5 CROSSTIES COFFEE 

オリジナルドリップバッグをプレゼント。 

 

 

【オープン記念】 
各日ドリンクをご注文のお客さまにオリジナル
付箋をプレゼント。 

（3/19（木）・20（金）・21（土）限定） 
 

【オープン記念】 
3,000円（税込）以上お買い上げのお客さま先着
50名様に、ことりグッズのノベルティをプレゼント。 

  


