【NEWSLETTER Vol.27】

2020年8月7日（金）
株式会社JR東日本リテールネット

エキナカ商業施設 エキュート８月コンテンツ最新情報

Topic １＆２.
今年の帰省は、“駅の定番手土産”をオンラインで注文→受取！

施設担当者おすすめ！「夏スイーツ」／「人気東京手土産」

Topic ３. ８月３１日は「野菜の日」！
全施設横断企画・エキュート「野菜の日」キャンペーン

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、新型コロナウイルス感染予防として実家に帰れない方々も多いことが予想される今年のお
盆シーズンに「それでも、せめて手土産くらいは送ってあげたい・・！」というご要望に応えるべく、各施設の一部商品の
ネット注文・配送を承っております。さらに配送対象商品の一部は、送料無料でお届けいたします。施設担当者が
おすすめする手土産に是非ご注目ください。
ほかにも8月31日の「野菜の日」にむけて、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します。
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Topic１. 今年の帰省は、“駅の定番手土産”をオンラインでラクラク注文
施設担当者おすすめ！JR東日本公式サービス「ネットでエキナカ」で購入可能な、夏スイーツ情報
今年のお盆シーズンは、新型コロナウイルス感染予防として実家に帰れない方々も多いのでは。「それでも、せめて手土産くら
いは送ってあげたい・・・！」というご要望に応えるべく、エキナカ商業施設エキュートでは、各施設の一部商品のネット注文を
承っております。店頭での受取りだけでなく、一部商品は配送でのお届けも可能です。さらに配送対象商品の一部は、送料無料
でお届けいたします。今回は、この夏に各施設担当者がおすすめしたい夏スイーツ24品をご紹介します！ぜひご活用ください。
ネットでエキナカURL：https://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx

【エキュート東京】

サク&シトリ 東京駅限定アソート
15枚入
（イシヤ 東京ステーション／2,376円（税込））
ISHIYA銘菓「白い恋人」のDNAを受継いだ、
サクサクで軽い口どけが魅力の「サク ラング・ド・
シャ」をメインに、フィナンシェとショコラブランシェ
を東京駅限定パッケージに詰め合わせました。
※エキュート東京限定
※ネットでエキナカ販売期間：8月10日～常時展開
＜担当者おすすめポイント＞
東京駅の建築様式と赤レンガをモチーフにした華
やかなパッケージは、東京土産としても
喜ばれます。

タルトレット・ヌフ

くずどーふ 10個入

（ル ビエ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～
／2,592円（税込））

フレーバーを合わせた焼菓子の詰合せ。

（菓匠 禄兵衛／2,484円（税込））
ぷるぷる、もっちりの新食感と、つるっとした
喉越し。独自の製法で丹念に作りあげた
吉野葛入りの水羊羹です。
定番の小豆2個と果実のくずどーふ4種
各2個の詰合せ。

菓子職人が素材の味わいを活かすために

※ネットでエキナカ販売期間：8月31日まで

自慢のタルト生地にオレンジ・イチジク・イチゴ
などのフルーツやマロン、ナッツなど様々な

1つずつ丁寧に焼き上げた自慢の逸品です。
※エキュート東京限定
※ネットでエキナカ販売期間：常時
＜担当者おすすめポイント＞
スタイリッシュ×遊びゴコロあふれる新たな
「東京スタイル」を感じさせるエキュート東京
限定商品です。

＜担当者おすすめポイント＞
小豆・木苺・マンゴー・白桃・柚子、5種類の
味が楽しめます。ひんやり冷やしてお召し
上がり下さい。

【エキュート京葉ストリート】

クッキー詰合せ 20枚入
東京駅限定パッケージ

ローストキャラメルマーケット 12個入

銀座メロン 15個入

北海道産ミルクとフランスゲランドの塩を
使った生地でカマンベールチョコを挟んだ
「ソルト＆カマンベール」、スペイン産ローズ
マリー蜂蜜を練りこんだ生地でゴルゴン
ゾーラチョコを挟んだ「蜂蜜＆ゴルゴン

（ローストキャラメルマーケット／1,080円
（税込））
生キャラメルの芳醇なコク。
甘さをより際立たせるカラメルソース。
キャラメリゼの香ばしさと深い旨み。
風味や食感を生み出し、キャラメルの魅力を
一つに凝縮させた究極のお菓子を目指しました。

（銀座あけぼの／2,160円（税込））
北海道富良野産の赤肉メロンを使用した
瑞々しく香り豊かなメロンクリームを、
ふんわりとした蒸しカステラで包みました。
冷やして食べても美味しい、爽やかさが
心を満たす夏ギフトの好適品です。

ゾーラ」の詰合せ。

※ネットでエキナカ販売期間：常時

（東京ミルクチーズ工場／1,965円（税込））

※エキュート京葉ストリート限定
※ネットでエキナカ販売期間：常時
＜担当者おすすめポイント＞
丸の内駅舎をデザインした限定パッケージ
が人気の、京葉ストリートお土産ランキング
NO.1商品です。

＜担当者おすすめポイント＞
世界で活躍する3つ星ペイストリーシェフ
とともに考案した”究極のキャラメル菓子”専門
店のスペシャリテ。

※ネットでエキナカ販売期間：8月16日まで
＜担当者おすすめポイント＞
古くは終戦後の銀座から受け継がれた職
人の技によって作り出された、
今を生きるお客さまの心を満たす一品。
2

【エキュート上野】

パンダクッキー詰合せ 10枚入

太陽の実 6個入

ジュレアターブル 6個入

（柿の木坂 キャトル／2,000円（税込））
シェフのこだわり素材で作ったサクサクの
サブレを可愛いパンダにしました。

（宗家 源 吉兆庵／3,456円（税込））
太陽の恵みを一身に浴びた濃厚な
マンゴーの果実ぜりぃです。

※ネットでエキナカ販売期間：9月16日まで

※ネットでエキナカ販売期間：8月27日まで

＜担当者おすすめポイント＞
パンダのかわいらしいサブレは、大人から
お子様まで喜ばれること間違いなし！

＜担当者おすすめポイント＞
本物のマンゴーのようなパッケージに
負けない濃厚マンゴーの味わいをお楽
しみください。

（ヨックモック／3,240円（税込））
さっぱりジュレ、2種類の果汁感のある
キューブジュレ、香り華やぐ果実のソース、
みずみずしい果肉のマリアージュ。
ひと口ごとに、新しい味わいや食感に
出会うことができるフルーツゼリーです。

【エキュート品川】

※ネットでエキナカ販売期間：8月27日まで
＜担当者おすすめポイント＞
素材の自然な甘みを生かした爽やかな
フルーツゼリーです。

そよかぜ 10個入

ジュレ・マカロン 詰合せ（小）

はちみつフィナンシェギフト15個入

（空いろ／3,052円（税込））
厳選した小豆、抹茶、黒糖わらびもち、
伊予柑、ピオーネ、ももの美味しさを生かした、
瑞々しくなめらかなくちどけの涼菓です。

（ダロワイヨ／3,240円（税込））
フルーツゼリー4種（各1個）とマカロン7種
（各1個）の詰合せ。
※ネットでエキナカ販売期間：なくなり次第終了

（パティスリーQBG／3,650円（税込））
2種類の自社製はちみつとバターが香る、
しっとりと焼き上げた看板商品です。
※ネットでエキナカ販売期間：常時

※ネットでエキナカ販売期間：なくなり次第終了

＜担当者おすすめポイント＞
美食の名店「ダロワイヨ」。人気のマカロンと口
どけの良いフルーツ感たっぷりのゼリーとの詰
合せです。

＜担当者おすすめポイント＞
豊かな香りと、しっとりとした食感！
ご贈答用にも、ご自宅用にもおすすめの
フィナンシェです。

＜担当者おすすめポイント＞
見た目も涼やかな水ようかん。
素材へのこだわりをそのままに、
現代的センスでアレンジした和菓子です。

【エキュート品川 サウス】

チョコレートパイ詰合せ 3種のアソート
3種10本入
（coneri 品川／1,296円（税込））
パイ層の奥まで、チョコレートがぎゅっと染み
込んだ“しとサク食感”のスティックパイです。
※エキュート品川 サウス限定
※ネットでエキナカ販売期間：常時
＜担当者おすすめポイント＞
うなぎパイを作る春華堂が手がけるスティック
パイ専門店「coneri 品川」。パイの奥までチョコ
レートが染み込み、しっとりサクサクした食感が
人気のエキュート品川 サウス限定手土産です。

飲むフルーツゼリー 6個入

茶の丸 10個入

（京橋千疋屋／3,240円（税込））
香り豊かな純国産フルーツを喉越し
なめらかなゼリーに仕上げました。

（目黒東山 菓匠雅庵／2,160円（税込））
宇治抹茶の風味にこだわり、しっとりとした
口どけの良い焼菓子です。抹茶本来の
苦味も感じながら、やさしいミルクの風味が
まろやかな味わいとなっています。

※ネットでエキナカ販売期間：常時
＜担当者おすすめポイント＞
食べても飲んでもおいしい一度で二度
楽しめるゼリー。小さなお子様からご年配
の方まで、ご自宅用やおもたせにもオススメ
なゼリーです。

※ネットでエキナカ販売期間：常時
＜担当者おすすめポイント＞
宇治抹茶の風味が口いっぱいに広がります！
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【エキュート立川】

デセール フリュイ 16個入

夏の馬車道ギフト 24個入

ひとつぶのマスカット 4個入

（ガトー・ド・ボワイヤージュ／3,240円（税込））
暑い季節にもぴったり。
爽やかな口当たりの焼菓子を取り揃えました。
見た目も鮮やかな夏の贈り物です。
※ネットでエキナカ販売期間：8月31日まで(予定)

（旬果瞬菓 共楽堂／1,296円（税込））
岡山県産アレキサンドリアマスカットを
生のまま丸ごと一粒求肥で包んだ当店の
看板商品です。
※ネットでエキナカ販売期間：9月上旬まで(予定)

（フルーリア ロイスダール／1,296円（税込））
あまおう、ゴールドキウイ、白桃、シャイン
マスカット、4種の国産フルーツを使った
一口サイズのゼリーです。
※ネットでエキナカ販売期間：9月中旬まで(予定)

＜担当者おすすめポイント＞
夏にうれしいさっぱり爽やかな「塩レモンのスフレ」
と「ゆずのスフレ」入りです。

＜担当者おすすめポイント＞
旬のみずみずしいマスカットを丸ごと楽しめる、
老若男女問わず人気の商品です。

＜担当者おすすめポイント＞
かわいらしい花柄のパッケージが魅力。
特に女性に喜ばれる逸品です。

夏の旬彩 お詰合せ

名水しるこ「きら」詰合せ

大宮限定ギフト 16枚入

（銀座若菜／3,958円（税込））
夏野菜まるごとのフレッシュなお漬物と
チーズの味噌漬のお詰合せ。
※エキュート大宮限定
※ネットでエキナカ販売期間：8月16日まで

（YAMADAYA／3,240円（税込））
一口サイズのこし餡のおまんじゅうと、
上品な甘味が特徴のおしるこを詰め合
わせました。

[シュガー/ケベック州メープル/プレミアム
アマンド/アールグレイ+ジューシーオレンジ
各4枚]
（東京ラスク／1,080円（税込））
大宮駅限定のパッケージに4種類のお味を
詰合せました。
※エキュート大宮限定

【エキュート大宮】

＜担当者おすすめポイント＞
季節の野菜の持ち味を引き出したお漬物は
夏のご挨拶にぴったり！食卓に彩りを添え
るアイテムです。

＜担当者おすすめポイント＞
YAMADAYAの人気商品が満を持して
ネットでエキナカに登場！上品な甘味
をお楽しみください。

＜担当者おすすめポイント＞
日持ちのするラスクはご贈答やお土産にも
お薦めです。

【エキュート日暮里】

あずき羹 4缶入

夏のおやつじかん

（羽二重団子／2,292円（税込））
丹波大納言を使用した粒入り水羊羹。
冷やすとより一層美味しくお召し上がり
頂けます。お日持ちも致します。
※ネットでエキナカ販売期間：8月16日まで

（富士見堂／891円（税込））
お好きなトッピングや味付けが楽しめる
生地せんべい入りのアソートセット。
※ネットでエキナカ販売期間：8月16日まで

＜担当者おすすめポイント＞
約10か月ぶりにエキュート日暮里に戻ってき
た老舗「羽二重団子」の夏の定番をもう一度。

＜担当者おすすめポイント＞
青砥に本店を構える、新ショップの
富士見堂の夏限定アイテム。
大切な方への贈り物にぴったりな一品。

極上たまごのパイとフィナンシェギフト
各5個入
（オーヴォ／1,750円（税込））
自社ブランド卵「磨宝卵ゴールド」を使用した
キャラメルカスタードをパイ生地で包み、
ふっくら香ばしく焼き上げた極上たまごパイと、
濃厚なたまごの味わいのフィナンシェのセット。
＜担当者おすすめポイント＞
新ショップであるオーヴォ。東京初出店の
これぞオーヴォな焼き菓子をぜひご賞味
ください。
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Topic2.人気の東京みやげもオンラインで！東京みやげのオンラインサイト「東京みやげKIOSKモール」
東京ばな奈「見ぃつけたっ」や東京カンパネラなど人気の東京みやげがオンラインで購入可能に！！
新ブランドのおみやげ店「HANAGATAYA」の限定商品も取扱い開始！
東京駅、上野駅、品川駅で展開をする新ブランドのおみやげ店
「HANAGATAYA」。公共性の高いエキナカで選ばれている“エキナカお墨付
き”の商品とブランドが、このたび楽天市場「東京みやげKIOSKモール」に初
登場しました。人気上位商品や、HANAGATAYAでしか買えない限定商品
をはじめ、新しい東京みやげとして喜ばれること間違いなしの新商品です。
また、3,980円以上お買い上げの方は送料無料サービスもご提供できるよう
になりました。この夏の特別なギフトとして是非ご利用ください。
※送料無料：一部買上条件を除く（詳細は以下URLにて）
東京みやげKIOSKモール
https://www.rakuten.ne.jp/gold/kioskgift/hanagataya/#ttl02

【誰もが待ち望んだ、東京みやげの名品が登場！】

東京ばな奈「見ぃつけたっ」
8個入
（東京ばな奈ワールド／1,078円（税込））

東京みやげNo.1の東京ばな奈。
まわりは、ふんわり柔らかい
スポンジケーキ。中には、本物の
バナナをていねいに裏ごしして作った
バナナカスタードクリームがとろーり。
甘くてやさしいバナナの香りがお口
いっぱいに広がります。

東京カンパネラ
(ショコラ・ホワイト）
（東京カンパネラ／
ショコラ10個入 1,250円（税込）
ホワイト8個入 1,000円（税込））

東京駅で人気の定番みやげが
ついに登場！うすく焼き上げた
ラングドシャを特製チョコレート
のピラー（柱）で3層に組み上げ
ました。ほどよく開いた空気の
層から心地よい香りと味わいが
生まれます。

プレスバターサンド 9個入
（PRESS BUTTER SAND／
プレーン 1,710円（税込）
ココア 2,430円（税込））

サクサク食感のクッキーに濃厚な
バタークリームと口どけなめらかな
キャラメルクリームの2層を挟んだ
バターサンドです。フレッシュバター
をたっぷり使い、バターそのものの
風味を楽しめる味わいと食感に
仕上げました。

HANAGATAYAで
人気のお惣菜を食卓で！

まい泉のヒレかつ(非加熱)
2枚入
（とんかつまい泉／1,080円（税込））

とんかつの名店の味をご自宅で。
癖のない上品な甘さが特徴の
「四元豚シルキーポーク」を使用
しました。一枚一枚丁寧に筋切り
してほぐす「まい泉流手仕込」で、
柔らかく“箸でも切れる”ジュー
シーなとんかつに仕立てました。

【HANAGATAYAでしか買えない限定商品もオンラインで！】

東京ばな奈バターマドレーヌ
8個入

トロワアンプレス ショコラ
ひよ子 6個入

（東京ばな奈ワールド／1,080円（税込））

（東京ひよ子／1,188円（税込））

芳醇バターとバナナの美味しさが
とろけあう、とってもグルメなマドレー
ヌ！HANAGATAYAでしか購入でき
ない特別な限定商品です。
バナナコンフィチュールをとじこめて、
しっとり優しく焼きあげました。

これまでにない三層のひよ子が
誕生しました。
香ばしい皮の中には、独自製法
で作った白雪餡を使い、なめらか
にととのえたチョコレート餡。
さらにその餡で、とろける濃厚
チョコレートを包みました。
特別仕立ての味わいをお楽しみ
ください。

大江戸松崎 顔見世
（松崎煎餅／1箱 2,160円（税込））

松崎煎餅を代表する「大江戸松崎
道成寺」「江戸草加 本丸」「江戸
あられ 鳴神」から詰め合わせました。
大江戸松崎 三味胴をはじめとする
伝統の瓦煎餅に加え、お米の美味
しさが詰まった草加煎餅、あられを
入れたバリエーション豊かなお詰合
せです。

神田明神名物 笹一葉
15個入
（神田明神みやび／3,270円（税込））

神田の老舗が作る笹寿司です。
米を選び、酢にこだわり、みずみ
ずしい笹の葉一枚に工夫を凝らし、
ひと口サイズのお寿司を可愛らし
く包みました。大切な方への贈り
物や手土産はもちろんのこと、
様々なお集まりの機会や、楽屋
見舞いにもご好評頂いている一品
です。
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Topic3. エキュート「野菜の日」キャンペーン

8月31日は「野菜の日」。エキュートの各施設では、彩り豊かなサラダや野菜とたまごでバランスアップした商品などを多数展開し、
忙しい日々を送る20代～30代の女性のお客さまに向けて「手軽に・健康に・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「駅でサラダを。ENJOY！駅べジ」キャンペーンを実施します。ぜひお立ち寄りください。
【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】 2020年8月24日（月）～9月6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】 野菜を使用した商品の展開、Twitterキャンペーンの実施

各施設おすすめ商品
【エキュート東京】

①白菜のシーザーサラダ
（ヴィ パレット／357円（税込））
シャキシャキの白菜が主役の新感覚サラダ。
タマゴたっぷりの自家製シーザードレッシング
と一緒にお召し上がりください。

③
①

③野菜美人弁当
（ヴィ パレット／1,080円（税込））
20種類の旬の野菜をたっぷりと使ったおかず
とたまごを詰め込んだ、栄養バランスに優れた
お弁当です。

④

②

②グリルパレット バジルチキンと
緑黄色野菜
（ヴィ パレット／681円（税込））
彩り鮮やかな緑黄色野菜のグリル。
バジルチキン風味のチキンは柔らかく
爽快な味わいが楽しめます。

④4種の野菜炙りチーズカレー
（サラダつき）
（ヒント インデックス ブック／1,150円（税込））
4種類の野菜を使ったカレーに炙ったチーズを
トッピング。スパイスとチーズのコクが食欲を
そそる、暑い夏にピッタリのメニューです。

【エキュート京葉ストリート】

②

③

①

④

①大きな北海道コーンパン

②ベジタブル

（ブーランジェリー ラ・テール／303円（税込））
北海道産とうもろこしと無添加ベーコンを
たっぷりとのせ、マヨネーズ、チーズを
合わせたボリュームたっぷりのパンです。

（ブッツ サンドウィッチ／390円（税込））
フレッシュ野菜とマリボーチーズに濃厚なソース
を組合せました。野菜を味わうサンドイッチです。

③海老＆ブロッコリーサラダ

④キャロットラペ
（チキン＆クリームチーズ）

（ブッツ サンドウィッチ／480円（税込））
相性抜群の海老とブロッコリーにオリジナル
たまごサラダを合わせた食感も楽しいサンド
イッチです。

（ブッツ サンドウィッチ／380円（税込））
ザクザク食感のキャロットラペを2種の味わいで
楽しめる色どりも鮮やかなサンドイッチです。
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【エキュート上野】
④
①

①25品目のCOBB SALAD

②5CC original ガッパオ

（イーション／594円（税込））
海老、アボカド、玉子などをはじめとした25品目
の食材がたっぷりと入った食べ応えのあるごち
そうサラダです。スパイシーなコブサラダドレッシ
ングをかけてお召し上がりください。

（ファイブクロスティーズコーヒー／820円（税込））
エスニックテイストに仕上げたチキンと16種類の
雑穀が入ったごはんをレモンでさっぱりと召し上
がって頂くサラダライスです。

③½日分野菜 旨みまろやか海老マヨサラダ ④とうもろこしのポテサラサンド
③

②

【エキュート品川】
②
①

⑤

（アール・エフ・ワン／864円（税込））
不足がちな野菜の1/2日分が摂れるサラダ。
柑橘の香りを加えた、やさしい味わいのマヨネーズ
ソースが味の決め手です。和風オニオンドレッシング
でさっぱりとした味わいをプラスしました。

（ラ ブランジュリ キィニョン／260円（税込））
とうもろこしを加えたツナ入りポテトサラダとレタ
スをもちもちの食パンでサンドしました。野菜を
美味しくいただける手軽なサンドイッチです。
※販売期間：9月30日まで(予定)

①VEGE&EGG&MEAT

②ベジタブルフライドキヌア 味玉のせ

（バル マルシェ コダマ／831円（税込））
玉子の赤ワインピクルス漬けと免疫力アップの
緑色野菜、サラダチキンを合わせたヘルシーデリ。
※エキュート品川限定
※1日10個限定

（ブレッドワークス／450円（税込））
5種の野菜のソテーとキヌアのチャーハン。
ヘルシー＆グルテンフリー。自社製kenkaの
トムヤムクンナッツと味玉をトッピング。

③サンド・トマト・レギューム

④夏野菜のテリーヌ

（ポール／1個 388円（税込））
ドライトマト、ゴーダチーズを練り込んだパンに
ベーコンと夏野菜のグリルをサンドしました。
※エキュート限定

④
③

（ターブルオギノ／480円（税込））
型に入れて作る色鮮やかなテリーヌ。
トマト、ナス、ズッキーニの美味しさを
存分に楽しめます。

⑤鶏とたまごの親子サンド（小麦と酵母 満／1個 370円（税込））
鶏もも肉を照り焼きのたれで味付け、タマゴサラダ、玉ねぎを合わせました。
※エキュート限定
※画像は2個です

【エキュート品川 サウス】

③
②

④

①

⑤

①アスパラマヨ天むす

②7種具材の野菜キンパ

（百千／1 個 280円（税込））
アスパラ天と特製マヨソースの相性抜群！
※エキュート限定

（カンナムキンパ／680円（税込））
お子様でも食べやすい韓国海苔巻きです。
７種の具材が相性良く口の中で広がります。

③大きな北海道コーンパン

④千葉県産生のりとアボカドのサンド

（ブーランジェリー ラ・テール／303円（税込））
北海道産のとうもろこしと無添加ベーコンを
たっぷりとのせ、マヨネーズ、チーズを
合わせたボリュームたっぷりのパン。

（サンドイッチハウス メルヘン／496円（税込））
優しい味付けのタマゴサラダにアボカド、レタス
を挟み、千葉県産の生のりで味付けした和風
惣菜サンド。

⑤緑の健康 バランス30品目（ベジテリア／レギュラーサイズ 400円（税込））
野菜を中心とした30品目の素材に、フルーツ、牛乳、小麦胚芽で苦味をおさえ
飲みやすく仕上げています。

【エキュート立川】
②

④
①

③

①夏野菜とチキンのイエローカレー

②シーザーサラダ

（サイン／1,200円（税込））
暑い夏にぴったり！
たっぷり夏野菜とごろっとチキンのタイ風
イエローカレーです。

（四季の味 献心亭 匠／421円（税込））
たっぷり野菜にミニトマト・ブロッコリー、
自家製ベーコン・スモークチキン・ゆで卵を
トッピングしたボリュームたっぷりのサラダです。

③季節野菜のバーニャカウダ

④緑黄色野菜のディッシュサラダ

（ハピマルシェ／540円（税込））
ハピマルシェの人気No.1サラダ！毎日入荷
される新鮮な旬の野菜を豪快に盛り込みました。
プロ監修のオリジナルソースも人気の秘密☆
野菜だけでも満足感を味わえる、スペシャルな
サラダです。
※エキュート立川限定

（紀ノ国屋アントレ／321円（税込））
緑黄色野菜と葉物野菜をバランス良く
お召し上がり頂ける、ディッシュサラダです。
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【エキュート大宮】
②

④

③

①

①1食あたり511kcal鶏つくねと
半熟たまごのSALAD DON

② ½日分野菜 旨みまろやか
海老マヨサラダ

（イーション ベジプラス／699円（税込））
米粒状にカットしたカリフラワーにキヌアや雑穀、
豆腐なども加えて、ごはん風に仕立て、おかず
を添えました。

（アール・エフ・ワン／864円（税込））
不足しがちな野菜の1/2日分が摂れるサラダ。
柑橘の香りを加えた、やさしい味わいのマヨ
ネーズソースが味の決め手です。和風オニオン
ドレッシングで、さっぱりとした味わいもプラス。

③夏野菜のサラダカオマンガイ

④大宮ナポリタン

（カオマンガイキッチン／980円（税込））
彩りあざやかな夏野菜と、ブラックペッパー&
フライドオニオンがアクセントになった夏に
ぴったりのサラダとカオマンガイのセットです。

（デイジイ／１個 270円（税込））
埼玉県産野菜を使用したナポリタンをドッグパン
で挟みました。子どもから大人まで幅広い世代
に人気の一品です。
※エキュート大宮限定

①オムライス＋選べる副菜セット

②チキンeggサンドイッチ

（デリコメール／1,000円（税込））
当店一番人気のオムライスと副菜1品がセットに
なった商品です！対象の副菜から1種を選んで
バランスよい食事はいかがでしょうか。

（鶏と玉子 太郎／2個入 756円（税込））
照り焼きチキンにレタスと玉子ポテトサラダが
相性抜群のサンドイッチです。
※エキュート限定

③タルタルチキン野菜サンド

④自家製フランクと夏野菜の
ミックスグリル

【エキュート日暮里】
③
②

①

④

（ファイブクロスティーズコーヒー／380円（税込））
トマトやレタスが入ったフレッシュなサンドイッチ
です。コーヒーと相性が抜群です！

（千駄木腰塚／831円（税込））
夏野菜がふんだんに入った肉屋の逸品グリル
です。見た目もおなかも大満足なボリュームです。

■Twitterキャンペーン
対象のTwitterアカウントをフォローして、キャンペーン告知ツイートをリツイートしていただいた方
の中から抽選で、お客さま200名様にキユーピー ドレッシング3本セットが当たります。
さらに「#駅ベジ」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】
エキュート大宮/大宮 ノース、エキュート日暮里、エキュート上野、エキュート東京/京葉ストリート
エキュート品川/品川 サウス、エキュート立川、エキュート赤羽

【応募期間】
8月24日（月）～9月6日（日）まで
キユーピー ドレッシング3本セット

8

【参考】

【株式会社JR東日本リテールネット 運営施設】

2020年8月25日開業
※先行開業ショップあり
※部分開業

2020年8月31日より順次開業
※先行開業ショップあり
※部分開業

2020年8月10日開業
■エキュート
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。運営する施設は、大宮、大宮 ノース、日暮里、上野、東京、京葉ストリート、品川、
品川 サウス、立川の9施設です。
■マーチエキュート
「マチとのコトづくり」をテーマに、周辺地域との連携を図りながら街のさらなる活性化の一貫を担うべく
立ち上げたブランドです。マーチエキュートには、街と共に歩み続け、独自性のある魅力を発信していきた
いという想いを込めています。
■エキュートエディション
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”という 意味を込めて「EDITION」＝「版」というサブネームを付けました。

・2020年8月7日(金)時点での情報です。今後変更となる可能性がございます。
・画像はすべて現時点のイメージであり、実際と異なる場合があります。
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