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一年の締めくくりは“ご褒美ギフト”に決まり。
人気の詰め合わせギフト「ネット注文数ランキングＴＯＰ１０」を発表
Topic １. 見た目も楽しい詰め合わせギフト「注文数ランキングＴＯＰ１０」・・・２～３ｐ
⇒掲載した全てが自宅にいながら受け取ることができる商品です。今年は“ご褒美ギフト”で素敵なおうち時間を。

Topic ２. オンラインショップ「東京みやげKIOSKモール HANAGATAYA」年末年始の最新情報・・・４ｐ
Topic ３. いよいよこのシーズンが到来！いちごを楽しむ「いちごＷeek」・・・５～６ｐ
Topic ４. その他エキナカ最新情報～JR池袋駅に「ミニヨン」が初出店～・・・７ｐ

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、エキュートで普段、手土産として喜ばれてい
る見た目も楽しい詰め合わせギフトを、今年は自分ご褒美や大切な家族と楽しむ“ご褒美ギフト”としてご提案します。今回は人気の詰め合わ
せギフト「ネット注文数ランキングTOP10」をご紹介します。掲載した全商品が自宅にいながら受け取ることができる商品です。年末年始も混雑
を回避しておうち時間を満喫してみてはいかがでしょうか。
そして、待ちに待ったこのシーズンが到来！2021年も「いちごWeek」を1月4日（月） ～24日（日）の期間で実施します。栃木県産「とちおとめ」や
茨城県産「いばらキッス」を使用した商品をはじめ、洋菓子、和菓子、パンなどいちごを使用した商品が多数登場！エキュートでしか味わえな
い限定商品や、今しか味わえない期間限定商品が揃いました。豊富なラインナップから、ぜひお気に入りを見つけてください。
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Topic1.一年の締めくくりは“ご褒美ギフト”で決まり。
見た目も楽しい詰め合わせギフト「ネット注文数ランキングＴＯＰ１０」
今年の年末は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で帰省できない方も多いはず。いつもはこの時期に誰かに贈っている
ギフトを、今年は一年間頑張った労いとして“自分ご褒美”にしてみたり、家族や大切な人とおうちで楽しむ“ご褒美ギフト”とし
て楽しむのはいかがでしょうか。
そこで今回、エキュートでは手土産として普段喜ばれている、見た目も楽しい詰め合わせギフト「ネット注文数ランキング
TOP10」をご紹介！さらに番外編として、三ツ星シェフがプロデュースするお弁当や、肉のことを知り尽くした目利きが厳選す
るしゃぶしゃぶ、そしてフランス直送の発酵バターやチーズを贅沢に使用したフラワーケーキなど…専門店だからこそ販売で
きる商品も多数ご用意。一層豪華に過ごせる予感です！
また、掲載した全てが自宅にいながら受け取ることができる商品です。今年は“ご褒美ギフト”でおうち時間を満喫しましょう。

アクセスはこちら

ネットでエキナカURL：https://www.net-ekinaka.com/shop/default.aspx
順位

商品名

店舗名（施設名）

価格（税込）

1位

タルトレット・シス

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）

1,728円

2位

サク アソート 30枚入

イシヤ 東京ステーション
（エキュート東京）

3,456円

3位

味の民藝 33個入

銀座あけぼの
（エキュート京葉ストリート）

2,160円

4位

アソート100

かきたねキッチン
（エキュート上野）

1,080円

5位

果実をたのしむミルフィユ 24個入

フランセ
（エキュートエディション渋谷）

3,240円

サク&シトリ 東京駅限定アソート

イシヤ 東京ステーション
（エキュート東京）

2,376円

7位

たいよう 16個入

空いろ
（エキュート品川）

2,476円

8位

柿山セレクト（米菓46袋入）

赤坂 柿山
（エキュート大宮）

3,240円

8位

季節のマカロン入り詰め合わせ（14個入）

ダロワイヨ
（エキュート品川）

3,240円

10位

ハッピースウィートアソート LL

ティラミス スペシャリテ シーキューブ
（エキュート東京）

5,400円

6位

※2020年1月1日～10月31日の間で、3種類以上の商品の詰め合わせである商品に絞り、「ネットでエキナカ」での注文数を集計※

【1位】
タルタレット・シス

【2位】
サク アソート 30枚入

【3位】
味の民藝 33個入

1,728円（税込）
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）

3,456円（税込）
イシヤ 東京ステーション（エキュート東京）

2,160円（税込）
銀座あけぼの（エキュート京葉ストリート）

1947年創業、白い恋人でおなじみのISHIYAによる北海道外
の直営店である「イシヤ」。東京にいながらも北海道を感じ
ることのできるお店をコンセプトに、道外ブランドならではの
商品をラインアップしています。
このサク アソートは、6種の様々な味わいのチョコレートを
色とりどりのラング・ド・シャでサンドした「白い恋人」のDNA
を受継いだお菓子です。

素材と製法にこだわった和菓子とおかきを販売している、
銀座で育った菓子屋「銀座あけぼの」。
素材から装いの細部まで、全てに心を配った銀座あけぼ
のの自信作です。チーズ・チョコなど個性的なおかきも
入ったこだわり12種のおかきを詰合せました。

本格タルト生地に日本全土の旬のフルーツをふんだんに
使用した生菓子、こだわりの食材を使用した焼き菓子など
を遊びゴコロがあふれる提案で新たな「東京スタイル」を
創造する「ル ビエ」。自慢のタルト生地に様々なフレー
バーを合わせた焼菓子の詰め合わせ「タルトレット」です。
※エキュート東京限定

【4位】
アソート100

【5位】
果実をたのしむミルフィユ 24個入

【6位】
サク＆シトリ 東京駅限定アソート

1,080円（税込）かきたねキッチン（エキュート上野）

3,240円（税込）フランセ（エキュートエディション渋谷）

柿の種専門店として本物の美味しさを追求しながら、自由
で無限の味付けや組合せに挑戦し続けている「かきたね
キッチン」。
「あと辛」「チーズ」「塩だれ」の人気3種を個包装にして詰合
わせています。

甘みと酸味のバランスが絶妙ないちごクリームを使用した「いちご」、
爽やかな香りと酸味の広がるレモンクリームを使用した「レモン」、
濃厚で奥深い味わいのピスタチオクリームを使用した「ピスタチオ」、
香り高く風味豊かなアーモンドとヘーゼルナッツを使用した「ジャン
ドゥーヤ」と個性の異なる4つのミルフィユを詰め合わせました。

2,376円（税込）
イシヤ 東京ステーション（エキュート東京）
サク ラング・ド・シャをメインに、人気商品を東京駅限定
パッケージに詰め合わせました。
※エキュート東京限定
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【7位】
たいよう 16個入

【8位】
柿山セレクト（米菓46袋入）

2,476円（税込）
空いろ（エキュート品川）

3,240円（税込）
赤坂 柿山（エキュート大宮）

老舗和菓子店「空也」の５代目である山口彦之
氏が、「あんこを世界へ」という想いの元、現代
的センスでアレンジした和菓子を届けている
「空いろ」。
小ぶりなどらやき「たいよう」の詰め合わせです。
あずきのつぶあん、○（まる）あん、
白いんげんの○（まる）あんの3種入り。

富山県産「新大正もち米」を主原料に、惜し
まぬ手間暇から生み出されるこだわりのお
かきを製造する「赤坂 柿山」。
「赤坂 柿山」の一番人気。慶長、慶凰、かき
もちを詰め合わせました。

【9位】
季節のマカロン入り詰め合わせ
（14個入）

【10位】
ハッピースウィートアソートLL

3,240円（税込）
ダロワイヨ（エキュート品川）

5,400円（税込）
ティラミス スペシャリテ シーキューブ
（エキュート東京）

「マカロン」をはじめ、ダロワイヨが発祥のチョ
コレートケーキ「オペラ」などフランスのスペ
シャリテを創り続けているフランス王家の食膳
係として歴史を刻んできた美食の名店。
ダロワイヨ人気のマカロン4種に、季節のマカ
ロン3種の味を加えた7種の詰め合わせ。

自慢の「ティラミス」をはじめ、お菓子を通じ
て暮らしをもっと面白く変えたいと願い、人と
人との幸せのつながりをアシストするスイー
ツブランド。
シーキューブ１番人気の焼きティラミスの
入った詰め合わせ。

【番外編】専門店が展開する“ご褒美ギフト”
三ツ星シェフがプロデュースするお弁当や肉のことを知り尽くした目利きが厳選するしゃぶしゃぶにオススメの豚肉、フランス直
送の発酵バターやチーズを贅沢に使用したスイーツショップが展開するフラワーケーキなど食事からスイーツまで、ランクインし
たアイテムとの合わせ技でさらに豪華に過ごせる予感…♡ もちろん、こちらもご自宅までお届けできる商品です。

三ツ星シェフえさきの低糖質五品弁当

ドライフルーツ・お茶セット（大）

ガトー・オ・ブーケ 『ロゼ ハーフ』

6,480円 （税込） ※送料別/クール便
えさきのおべんとう（エキュート東京）

3,564円 （税込） ※送料別
堀内果実園（エキュートエディション 渋谷）

6,480円（税込） ※送料別/クール便
ベイユヴェール （エキュートエディション 渋谷）

7年連続ミシュランガイドで三ツ星を獲得した、江﨑新太郎
シェフがプロデュースする初の冷凍弁当5点セット。
レンジで温めるだけの簡単調理、ミシュラン三ツ星の味を
ご自宅でお楽しみいただけます。大切な方、遠方の方たち
への「お弁当ギフト」としてもおすすめです。店頭販売の商
品と同様、「こんにゃく米」や「ラカンカ」を使用するなど、低
糖質に徹底的にこだわり、すべてのお弁当を糖質40ｇ以
下に仕上げています。
<セット内容>
大山鶏の唐揚げ（ノンフライ）弁当、ジューシーハンバーグ
きのこソース弁当、大山鶏の完熟トマトソース弁当、気仙
沼銀鮭の西京味噌焼き弁当、グリル野菜のカレー弁当

国産・無添加のドライフルーツと柿の葉茶のセット。健康を
気遣う方、妊婦さんへのギフトにもおすすめ。ノンカフェイ
ンでビタミンC豊富な柿の葉茶はお食事にもあわせやすい
もの、ティータイムに楽しむくだものブレンド計4種類。
ドライフルーツは柿・キウイ・りんご（セミドライ）すもも・もも
（フリーズドライ）の5種類が入ってます。
＜セット内容＞
セミドライミックス（箱）23g、フリーズドライミックス（箱）14g、
柿の葉茶ティーバッグ（箱）1箱、焙じ柿の葉茶 ティーバッ
グ（箱）1箱、柿ブレンド柿の葉茶 ティーバッグ（箱）1箱、
レモンブレンド柿の葉茶 ティーバッグ（箱）1箱

パリ市内を中心に６０店舗以上を展開する “フロマー
ジュリー・ベイユヴェール”のパティスリー。 フランス直送
の発酵バターやチーズを贅沢に使用したスイーツをバラ
エティー豊富にラインナップ。お手土産・ギフトから日々
のおやつまで、気分に合わせたアイテムをお選びいただ
けます。
ガトー・オ・ブーケ ロゼ ハーフは、花びら一枚一枚をバ
タークリームで繊細に仕上げたフラワーケーキ。大切な
方に花束を渡すような気持ちで選んでいただけるように
作りました。

コダマオリジナルギフトセット

冬のあったか鍋セットⅠ

岩手県産白金豚 豚しゃぶセット（計500g）

5,400円（税込） ※送料別/クール便
バルマルシェコダマ（エキュート品川）

3,240円 （税込） ※送料別
セゾンファクトリー（エキュート品川）

5,000円 （税込） ※送料別/冷凍便
肉卸小島（エキュート大宮）

本場ヨーロッパの伝統製法と、安全性を融合した、こだわりの
食品メーカー「コダマ」がバルを併設した新業態を展開。モー
ニングからディナーまで様々なシーンで上質な料理を提供し
ます。テラスのあるバルで仕事帰りの一杯。日常を忘れて大
人のひとときをすごしてみては。
＜セット内容＞
スペイン産 ハモン・ド・ガリシア14ヶ月熟成 200g、イタリア産
生ハム・サラミ3種パック（プロシュートクルード・ミラノサラミ・
ナポリサラミ）、コーンビーフ（プレーン）、ミニスナックサラミ
（プレーン）、コダマ吊るしベーコン※ギフトBOX+包装紙付

様々な料理に合わせやすい万能だしパックと、冬の食卓
にぴったりな鍋つゆ３種を詰め合わせました。
寒い季節にぴったりな詰め合わせです。
＜セット内容＞
鍋つゆ 鶏チャンコ鍋 [750g]、鍋つゆ 胡麻チャンコ鍋
[750g]、鍋つゆ 海鮮チゲ鍋 [750g]、だしパック 旨味だし
[10g×5袋]、だしパック 深味だし [10g×5袋]

創業80余年の肉の仲卸「小島商店」が手掛けるとんかつ
ブランド「肉卸小島」。
今回は肉のことを知り尽くした目利きが厳選するしゃぶ
しゃぶにオススメの豚肉をご紹介いたします。ロースとバ
ラの2部位を楽しめるセットです。
これからの寒い季節にご家族でお楽しみください。
<セット内容>
ロース250g、バラ250g
※画像は1kgのイメージ画像です
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Topic２.オンラインショップ「東京みやげKIOSKモール HANAGATAYA」年末年始お得な最新情報！
楽天市場店・JRE MALL店「東京みやげKIOSKモール HANAGATAYA」で、年末年始の
おうち時間を楽しく過ごせるグルメや、特別なお歳暮ギフトも手軽にオンラインで購入で
きます！12月発売の新商品や、数量限定の福袋も登場しますのでご期待ください。
楽天市場店 URL https://www.rakuten.ne.jp/gold/kioskgift/
JRE MALL店 URL https://www.jreastmall.com/shop/c/c84/
楽天市場店はこちら

JRE MALL店はこちら

１．おうちで食べてみたいあの名店グルメや、特別な期間限定柄・パッケージの新商品が登場！
この年末年始も、おせちやお食事、お酒の席の準備、さらにお歳暮を贈る準備など何かと忙しい―。この時期に手早く準備できる、
東京駅でも行列を成す「あの」人気グルメや季節限定商品、メモリアルギフト商品が12月に登場します。
※いずれも中旬以降発売予定

東京あんぱん豆一豆
「東京レンガぱん4個入り（冷凍）」

Zopf 「オリジナル
カレーパン４個セット（冷凍）」

1,250円（税込）

1,296円（税込）

東京駅で大人気のおなじみ「レンガぱん」が
遂に登場！あんぱん専門店の看板商品であ
る、東京駅の赤レンガをモチーフにしたパン
は、小豆入りの生地の中に赤練り餡と白餡
入りのオリジナルクリームの2層構造の珍し
いあんぱんが、このたびご自宅でも気軽に召
し上がれるようになりました。
「東京駅」の焼き印入り！

東京駅で行列を成す、大人気の食べ歩きグルメが
登場！パン好きの聖地と言われる、千葉県松戸市
のベーカリー「Zopf（ツオップ）」で一番人気のカ
レーパン。牛挽肉をたっぷり使い、玉ねぎ、にんじ
ん、きのこを加えて煮込み、十数種類のスパイスで
仕上げたカレーを少し甘めの生地で包み、粗目の
パン粉をつけています。ぜひ、ご自宅で揚げたてを
お召し上がりください。

鎌倉五郎本店
鎌倉半月 干支半月
10枚入 1,080円（税込）
鎌倉五郎本店の代表銘菓『鎌倉半月』を、
2021年の干支である丑年の絵柄で焼きあげ
た、おめでたい年末年始限定版です。カリッ
と香ばしいおせんべいに、お正月らしい栗き
んとん風味のクリームを挟んだ上品な味に仕
上げています。新春ギフトにいかがでしょうか。

コロンバン
「185系特急踊り子フールセック」
1,296円（税込）
ありがとう特急踊り子・・・。
”185系特急踊り子号”をパッケージにしたクッ
キーの詰め合わせが登場です。昭和、平成、
令和を駆け抜けた人気列車のラストランに向
け、思い出に残る一品としておすすめです。
クッキーは上質なバターと小麦粉を贅沢に使
用し、焼き菓子本来の美味しさを実感できる
逸品です。

２．あの東北の名品みやげが、なんとJRE MALL店で年末年始期間限定で「送料無料」！
今年おうち時間のお取り寄せグルメで話題となった「萩の月」。JRE MALL店ではこの度、大勢で召し
上がるのに嬉しい「20個入り」を期間限定で展開！また12月21日（月）から1月11日（月・祝）までの
期間のご注文につき、なんと「20個入り」のみ「送料無料」でご提供します。話題のお菓子を、みんな
が集まるこの時期に、美味しく食べて楽しみませんか？
※なお当商品は一注文につき、他商品との組み合わせができませんのでご注意ください。
また一日の在庫数も限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※当商品は「8個入り」も展開しておりますが、送料無料対象外となります。

菓匠三全
「萩の月 20個入り」4,000円（税込）

３．中身ネタバレ！だけどノベルティはお楽しみ！？オンライン限定の東京みやげ福袋！
2021年は丑年－。正月から東京みやげを楽しみたい。その想いを叶えるべく、新春特別企画をご用意しました。
数量限定の「福袋」として、人気の東京みやげを一堂に集めた豪華なセット「東京みやげ福福セット」二種類を展開いたします。
また今回はノベルティとして、代官山手ぬぐい専門店「かまわぬ」
製作、可愛い牛柄の新春限定「干支手ぬぐい」二種類のどちらか
が付いてくる大変充実したセットとなっております。どちらが入って
いるか、届いてからのお楽しみ！です。
2021年も、貰って食べて嬉しい東京みやげをどうぞご利用ください。
※12月23日（水）からプレ注文開始します。なお、年内は12月29日
（火）が最終発送日となり、 年明けは1月7日（木）以降からの発送
となります。
※楽天市場店・JRE MALL店どちらも展開し、1月末までの期間限定、
合計100点の数量限定となります。完売次第終了となりますので、
お早めにご利用ください。

東京みやげ福福セット
左上：「極-KIWAMI-」
上：「和-NAGOMI-」
各5,000円（税込）
左：「かまわぬ」製作
干支手ぬぐい
※イメージ お年賀熨斗はつきません
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Topic３. いよいよこのシーズンが到来！「いちごＷeek」
エキュート限定・期間限定スイーツ
“いちごの日（1月5日）”に合わせて、エキュート各施設には、いちごを使用
したかわいいスイーツが揃いました。エキュートでしか味わえない限定商品
や、今しか味わえない期間限定商品が揃いました！
豊富なラインナップから、ぜひお気に入りを見つけてください。
【キャンペーン名称】いちごWeek
【開催期間】2021年1月4日（月） ～24日（日）
※開催期間は施設により異なります。

いちごの洋菓子

フレーズシュクレ
1個 580円（税込）
パティスリーQBG（エキュート品川）
ストロベリーのムースに食感豊かなサブレとみ
ずみずしい苺をたっぷりとあしらいパフェのよう
にしました。
※エキュート品川限定

いばらキッスのプチパルフェ
1個 756円（税込）
ダロワイヨ（エキュート品川）
角切りにした苺を混ぜた苺のソース、苺のコ
ンポテ、苺のマカロンなど苺尽くしのパフェ。
※エキュート品川限定

いばらキッスのシュークリーム

苺のティラミス

1個 450円（税込）
和楽紅屋（エキュート品川）

1皿 750円（税込）
カッフェクラシカ（エキュート品川）

国産小麦と珠洲の塩を使用し、さっくり焼き上げ
た生地に、たっぷりのクリームとフレッシュな「い
ばらキッス」をのせました。
クリームには「いばらキッス」を使用した自家製
ジャムを忍ばせて。
※エキュート品川限定

イタリアデザート定番のティラミス。いばら
キッス苺をふんだんに使った苺風味豊か
なアレンジで。
※エキュート品川限定

クロッカンシュー とちおとめ

栃木県産あふれる苺のミルフィーユ

とろとろ焼きカップチーズ苺の粉雪

ベルギーチョコイチゴクレープ

1個 450円（税込）
和楽紅屋（エキュート東京）

1個 750円（税込）
柿の木坂 キャトル（エキュート京葉スト
リート、上野）

1個 324円（税込）/6個 1,944円（税込）
フロマージュ・テラ
（エキュート京葉ストリート）

1個 330円（税込）
ラップドクレープコロット（エキュート京葉
ストリート/イベントスペース）

溢れそうにたっぷりの栃木県産苺と、2つのク
リームを使用した、スペシャルミルフィーユです。
※エキュート限定

とろとろのカップチーズにふんわりとしたメレンゲ
と苺パウダーをトッピング。
※エキュート京葉ストリート限定

濃厚なベルギーチョコクリームにイチゴとホワ
イトチョコチップをトッピングしたクレープです。
※エキュート京葉ストリート限定
※1日35個限定
※出店期間：1月4日～24日

栃木とちおとめのフルーツショート

栃木とちおとめのエクレール

ストロベリーレアチーズ

1個 1,296円（税込）
ドルチェフェリーチェ（エキュート上野）

1個 280円（税込）
ドルチェフェリーチェ（エキュート上野）

1個 500円（税込）
サードシュガー（エキュート上野）

甘味が強く、程よい酸味で人気のとちおとめを、
くちどけの良い生クリーム、とろとろカスタードと
合わせ、スコップタイプのケーキに仕上げました。
※エキュート上野限定

甘味が強く、程よい酸味で人気のとちおとめを
たっぷりカスタードと生クリームと合わせたエク
レアです。
※エキュート上野限定

ふわふわレアチーズと甘酸っぱいストロベリー
のハーモニー。
※エキュート上野限定
※1日30個限定

焼きたてのザクザク食感のシュー生地に自家製苺
ジャムとカスタードのクリームを絞り、とちおとめを
飾った限定商品。
※エキュート東京限定

栃木産とちおとめの
パンケーキプレート
1皿 870円（税込）
たいめいけん（エキュート上野）
栃木産のとちおとめを使用！甘酸っぱいベ
リーと上品な甘さのシロップの絶妙な組み
合わせをお楽しみください。
※エキュート上野限定
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たっぷりクリームの苺タルト

カップクレープ イチゴ＆バナナ

栃木県産とちおとめ

1ホール 2,600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）

1個 390円（税込）
ディッパーダンクレープ（エキュート立川）

1ピース 750円（税込）
フルーツピークス アルティザン
（エキュート大宮、日暮里）

花のように飾った苺の中心にたっぷりのホ
イップクリームを絞ったタルトです。
※エキュート立川限定
※直径14.5cm

イチゴとバナナを使用した可愛らしいカップクレー
プは、手土産に適したサイズです。お得なセットも
ご用意しています。
※エキュート立川限定

甘酸っぱい栃木県産の苺と甘さ控えめのこだ
わりのカスタードが相性抜群のタルトです。
※エキュート限定

旬の果実のシフォンデコレーション
とちおとめ
1個（16×8.5cm） 1,950円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮、日暮里）
オーヴォの人気商品である苺のシフォンサンドに、
さらに贅沢に栃木県産とちおとめをあしらった、
この時期だけのひと品です。
※エキュート限定

いちごの和菓子

苺の白玉しるこプレミアム

苺ミルクあんみつ

いちごクリームあんみつ

あん生どら焼 いちごクリーム

1個 630円（税込）
船橋屋こよみ（エキュート東京）

1個 572円（税込）
船橋屋こよみ（エキュート東京）

1,000円（税込）
奈良 天平庵（エキュート東京）

1個 411円（税込）
又一庵（エキュート京葉ストリート/
イベントスペース）

江戸から代々受け継がれてきた「くず餅乳酸
濃厚な甘さのミルク餡と甘酸っぱい苺の相性が
菌®」を配合した甘酸っぱい苺ソースと船橋屋 抜群の限定あんみつです。
特製の小豆しるこが絡み合う白玉しるこです。 ※エキュート限定
※エキュート東京限定

ヘルシーな寒天にフルーツと白玉、自家製
粒あんを添え特製イチゴアイスをトッピング
した限定の一品です。
※エキュート東京限定

くものいちご

いちご草餅

苺大福（栃木県産とちおとめ使用）

パンダのおなか（とちおとめ苺）

1個 281円（税込）
空いろ（エキュート品川）

1個 302円（税込）
菓匠禄兵衛（エキュート東京）

1個 250円（税込）
和楽紅屋（エキュート上野）

ぎんざ空也 空いろの季節限定人気の生菓子
「くも」に「いばらキッス」を乗せました。
※エキュート品川限定

禄兵衛自慢の薫り高いよもぎを使用した
草餅と口の中いっぱいに広がるとちおとめ
の魅力が絶妙な逸品。
※エキュート東京限定

1個 324円（税込）
珀屋（エキュート東京、上野/イベントス
ペース）
珀屋自慢の大福に甘酸っぱいとちおとめをまる
ごと使用した苺大福はいかがでしょうか。定番
のこしあんをはじめ、いちごの餡やカスタードな
ど様々な種類をご用意しております。
※エキュート限定
※出店期間：1月4日～24日（エキュート東京）
※出店期間：1月12日～31日（エキュート上野）

粒あんとムースのようになめらかなクリー
ムをたっぷりとサンドした見た目にもイン
パクトのあるどら焼。クリームは少し酸味
を利かせたいちごクリームです。
※期間限定

米粉入りの柔らかい生地で自家製のとちおと
めジャム入りのクリームをたっぷりとサンドし
た期間限定商品。
※エキュート上野限定

いちごのパン

とちおとめイチゴクリームあんぱん

栃木県産とちおとめのデニッシュ

苺あんぱん

とちおとめのホイップサンド

1個 280円（税込）
東京あんぱん豆一豆（エキュート東京）

1個 237円（税込）
アンデルセン（エキュート東京）

1個 220円（税込）
キムラスタンド（エキュート日暮里）

あんぱん専門店が展開する逸品！とちおとめ
のイチゴジャムを入れたあんぱんです。
※エキュート東京限定

クリームの上にフレッシュなとちおとめをのせ
ました。
※エキュート東京限定

いちごの果汁を入れた生地に自家製のホ
ワイトチョコ入りの苺餡を入れ焼き上げた
苺づくしの一品。四角いフォルムもキュー
トです。
※期間限定

1個 225円（税込）
ラ ブランジュリ キィニョン
（エキュート上野）
とちおとめのいちごをホイップクリームと一
緒にふんわり生地でサンドしました。
※エキュート上野限定
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いちごドリンク

とちおとめいちごミルク

ほうじ茶 苺とほっとするスパイス

フルーツハーブティー（いちご＆ブルーベリー）

550円（税込）
小岩井農場（エキュート東京）

500円（税込）
加賀棒茶 丸八製茶場（エキュート品川）

栃木県産とちおとめと小岩井農場直送の牛乳をふ
んだんに使った旬の限定新商品です。
※エキュート東京限定

苺の甘い香りに、3種のスパイスを加えました。
深炒りほうじ茶の味わいと複雑な甘い香りがほっとする
ティータイムを演出します。
※エキュート品川限定

Rサイズ 500円（税込）
ファイブクロスティーズコーヒー
（エキュート日暮里）
温かいハーブティーに苺とブルーベリーを合わせました。はちみ
つの甘味とフルーツの酸味両方を楽しめます。
※エキュート日暮里限定

Topic４.その他エキナカ最新情報
JR池袋駅に焼きたてミニクロワッサン専門店「MIGNON（ミニヨン）」が初出店！
博多で24年間愛され続けている、“サクッとモチッと”の２つの食感を焼きたてで味わうことが出きるミニクロワッサン専門店
「MIGNON（ミニヨン）」東京１号店が、12月21日（月）7：00にJR池袋駅に初出店！
旗艦店であるJR博多駅店は、オープンから24年経過した今も大行列が途絶えない人気店です。店内にあるクロワッサン専用オーブ
ンで焼き上げ、焼きたてのミニクロワッサンを提供します。博多店は、お客さまに愛され続け、毎日およそ2,000人が来店され、約3万
個を販売しています。その博多の人気ショップが、この度、遂に「東京初上陸」です！！

店舗デザインは、東京1号店に向けて刷新し、博多店の良さを残しつつ装いを新たにスタートします

■店舗概要
開業日時 ： 2020年12月21日（月） 7:00
店舗名 ： MIGNON（ミニヨン） JR池袋駅南改札横店
営業時間 ： 平日7:00～21:00 / 土8:00～21:00 / 日・祝8:00～20:00

■商品紹介
ミニヨンのクロワッサンは食感に徹底的にこだわり、機械では再現できない食感を出すために創業以来ずっと手作業で、クロワッサン生地を折る
“手折り製法”で生地を作っており、毎日3万個を製造しています。“外はサクッと、中はモチッと“２つの食感が味わえます。特に明太子のクロワッ
サンは、明太子の風味と辛味が絶妙な味わいでサクサク感とモチモチ感は絶品です。博多の味をぜひ、東京でもご賞味ください。

プレーン 1個 65円（税込）

チョコレート 1個 85円（税込）

明太子 1個 85円（税込）

サツマイモ 1個 90円（税込）
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【参考】
【株式会社JR東日本リテールネット 運営施設】

■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。

8

