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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、今年もエキュート各施設でバレンタイン

チョコレートスイーツを数多く取り揃えました。ネット予約が可能なバレンタイン限定チョコレートケーキや可愛らしいパッケージ、王道ブラ

ンドの新作チョコレートをご用意。各施設ではポップアップショップを多数展開します。今年は自分へのご褒美チョコとして、仕事の合間や

仕事帰りに買って、自宅で楽しむのはいかがでしょうか。

また、今年の干支は“丑” 、かつ1月29日は“いい肉の日”、2月9日は正真正銘“肉の日”にちなんで、エキュートでは「肉Week」を開催。

この時期にしか食べられないお弁当、お肉を増量したメニューやお酒にあうメニューなど幅広く取り揃えました。さらに東京駅にある

エキュートでは、東京駅銘店グルメ～丼ぶりフェア～と称した期間限定丼ぶりメニューを展開するなどおすすめテイクアウトグルメを

ご紹介します。

最後に、エキュートが展開する恵方巻・約150種類の中からプチ贅沢を楽しめる選りすぐりの商品をピックアップ。ネットでエキナカを利用

すれば、混み合う店頭に並ばなくてもエキュートでは事前予約、店頭受取が可能です。ぜひご覧ください！

Topic １. 今年はエキナカで“ご褒美チョコ”。バレンタインチョコレートスイーツ特集・・・２～４ｐ
⇒バレンタイン限定ショコラ・トリュフ・タブレット、ケーキなどが勢揃い。ポップアップショップも各施設で多数展開！

Topic ２. 肉メニューや丼ぶりなど、あったか～いメニューをご自宅で！テイクアウトグルメ特集・・・５～７ｐ

Topic ３. 今年の恵方巻は事前注文で密を回避。“プチ贅沢恵方巻”特集 ・・・８～９ｐ
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バレンタインチョコレートスイーツ特集
今年は密を避けてネット予約がおすすめ
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【ネットで事前予約！今年は自宅でチョコレートを存分にあじわう💛バレンタイン限定チョコレートケーキ】

コーディアル
2,700円（税込）
アトリエうかい（エキュート品川）
クッションに見立てた真っ赤なムースは、フロー
ラルな香りのベリージュレをなめらかなチョコ
レートムースで包みました。特別な日を彩るジュ
エリーをイメージした愛らしいハート型のシャン
パンムースと召し上がるとシャンパンカクテルの
ような華やかな味わいが口の中に広がります。
※ネット予約可
※エキュート品川限定
※1日限定10台
※アルコール使用
※販売期間：2/7～

ベルギーチョコのショートケーキ
1,400円（税込）
ドルチェフェリーチェ（エキュート上野）
ベルギーチョコを練りこんだとろとろカスター
ドとたっぷりチョコ生クリームを合わせたス
コップショートです。
※ネット予約可
※エキュート上野限定
※アルコール不使用

バレンタイン限定いちごとチョコ
ムース
1ピース 781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）
香ばしいタルト生地に2種のムースをのせ、い
ちごとマンゴーを華やかにトッピングした贈り物
にぴったりな商品です。
※ネット予約可
※アルコール微量
※販売期間：2/1～
※画像は1ホール

グリオットチェリーのオペラ
2,700円（税込）
パティスリーアンドゥ（エキュート日暮里）
濃厚なチョコレートと酸味のあるグリオットチェ
リーを合わせたオペラ。
※ネット予約可
※アルコール使用
※販売期間：2/10～

Topic1.今年はエキナカで“ご褒美チョコ”。
バレンタインチョコレートスイーツ特集

今年もエキュート各施設では、バレンタインキャンペーン「Chocolate LOVERS 2021」を開催！ネット予約が可能なバレンタイン限

定チョコレートケーキや可愛らしいパッケージ、王道ブランドの新作チョコレートをご用意。各施設ではポップアップショップも多数

展開します。新型コロナウイルス感染拡大の影響で恋人や友人に気軽に会うのが難しい今年は自分へのご褒美チョコとして、仕

事の合間のご褒美おやつにしたり、事前予約で仕事帰りにサクッとエキナカで受け取って、ゆっくり自宅でチョコレートを楽しむの

はいかがでしょうか。

【キャンペーン名称】
Chocolate LOVERS 2021
【開催期間】
1月25日～2月14日
【エキュートHP】
https://www.ecute.jp/
※1月25日「Chocolate LOVERS 2021」キャンペーンページがオープン！

クールルージュ
594円（税込）
イルフェジュール（エキュート立川）
バレンタイン限定、かわいいハート型のチョ
コレートムースです。
※ネット予約可（受取日の3日前まで）
※アルコール不使用

チョコレートのバレンタイン
ティラミスL
1,728円（税込）
ティラミススペシャリテ シーキューブ
（エキュート大宮、日暮里、東京）
クリームの間に生チョコの層を仕込むことに
よる濃厚さに加え、カカオ分の高いチョコを使
用したことによる苦みと香りも感じられるティ
ラミスです。
※ネット予約可
※アルコール不使用
※販売期間：2/1～

チョコレートショートケーキ
2,700円（税込）
アンドメルシィ（エキュート大宮）
当店オリジナルのチョコレートガナッシュを
使用した冬限定商品です。
※ネット予約可
※アルコール不使用

テリーヌ ショコラ
2,160円（税込）
東京ベイクドベース（エキュート立川）
チョコレートを贅沢に使用し、湯煎焼きをすること
で滑らかでねっとりとした食感に仕上げました。
ブラックペッパーと塩が味わいのアクセントです。
※ネット予約可（2/11まで・受取日の3日前まで）
※限定20個
※アルコール不使用

特別イベント①【エキュートLINE公式アカウント】500円分クーポンプレゼント

＜展開期間＞ 2/12（金）～2/14（日）各日先着100名さま
＜応募条件＞ 上記期間中、OZモールアプリ内のクーポンを、エキュート品川サウス サニーコート「ル ぺパン」

店頭でご提示いただくと、「ルぺパン フルール ドゥ ボンボン3本入り」をプレゼント。
※お受け取りにはOZmallアプリのダウンロードが必要です

▶他にも情報がたくさん！エキュート×OZmallバレンタイン特設サイトはこちら
https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/26355/ ※1月26日オープン！

特別イベント②【エキュート品川】OZmallアプリ提示で「ルぺパン」チョコレートプレゼント

エキュートLINE公式アカウントのおともだち限定！スイーツショップで1会計2,000円以上のお買上げ時に利用可能
な500円クーポンを1月25日に配信します！先着2,500名様限定なのでお見逃しなく！！

「ル ぺパン」チョコレート
プレゼントイメージ

https://www.ecute.jp/
https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/26355/
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トーチチョコレート 12個入
1,404円（税込）
ベルプラージュ（エキュート大宮、上
野）
ミルクチョコのシェルの中にナッツペーストを
混ぜ込んだなめらかなチョコを入れ、ストロベ
リー・バニラ・ピスタチオの柔らかいクリーム
を絞った一品です。
※アルコール不使用

ショコラ・ジュレ10個入
2,160円（税込）
ガトー・ド・ボワイヤージュ
（エキュート立川）
とろりとろけるフルーツのジュレをチョコレート
の中にギュッと閉じ込めました。フルーツ本来
の爽やかな香りが、お口の中に広がります。
※ネット予約可
※アルコール微量

獺祭抹茶トリュフ 4個入
1,620円（税込）
和楽紅屋（エキュート上野、東京、品川）
京都府産の抹茶を贅沢に使用したチョコレート
に、日本が誇る美酒「獺祭 純米大吟醸磨き 2割
3分」を掛け合わせました。上品な抹茶の風味と
日本酒の繊細で奥深い味わいが甘美な余韻を
残します。
※ネット予約可
※アルコール使用

スティックマンディアン
5本入（ミルク、ホワイト、ダーク、いちご、
抹茶） 1,620円（税込）
パティスリー アンドゥ（エキュート日暮里）
一つ一つ味の違うチョコに、それぞれに合うナッツ
やドライフルーツをのせた見た目も味も楽しめる
一品です。
※ネット予約可
※アルコール不使用
※販売期間：2/1～

天米ミルクショコラ
8枚入 798円（税込）
富士見堂（エキュート日暮里）
塩味の天米にミルクチョコレートをコーティン
グ。甘塩っぱさとお米の旨味が楽しめます。
※ネット予約可
※アルコール不使用

タブレット9
1,134円（税込）
キャトルキャール（エキュート立川）
プレーンな味のチョコレートの他、キャラメル、
パッション、いちご、レモンなど9種類の棒
チョコ入りです。
※ネット予約可
※限定200個
※アルコール不使用

おみやのバレンタイン プチギフト
（丸七製菓お茶チョコ+満月茶ティーバッグの
セット）

540円（税込）
日本百貨店おみや（エキュート大宮）
老舗茶園が作る本格的なチョコレートと、満月
の日に摘まれた一番茶を贅沢に使用した
ティーバッグのセットです。
※アルコール不使用

ルビーカカオ 生チョコレート6個詰
1,150円（税込）
柿の木坂 キャトル
（エキュート上野、東京、品川 サウス）
ルビーカカオ豆から作られたピンク色のルビー
チョコレートに、北海道産生クリーム、ラズベ
リーなど、シェフ厳選素材を絶妙にブレンドしま
した。一粒一粒手作りの贅沢な生ショコラです。
※ネット予約可

恋するチョコレートミルフィーユ
アソート3個入
540円（税込）
イシヤ 東京ステーション（エキュート東京）
「白い恋人」のチョコをベースとしたフィリングに
パイを重ねミルク、ホワイトチョコのミルフィーユに
仕上げました。ミルク、ホワイト、ルビーの3種類
入です。
※数量限定
※アルコール不使用

【バレンタイン限定ショコラ・トリュフ・タブレットなど】

ショコラ セレクション（7個入）
1,800円（税込）
アトリエうかい（エキュート品川）
クッキーやピール、自家製の香ばしいジャン
ドゥージャなどの香り高いチョコレートを合わ
せた詰め合わせ。クラシカルなパッケージも
上品です。
※アルコール不使用

はちみつ和柑橘ショコラ 8個入
2,760円（税込）
パティスリーQBG（エキュート品川）
自社製のはちみつと選りすぐりの和柑橘を
合わせた香り豊かなマリアージュが楽しめ
るショコラです。
※ネット予約可
※アルコール使用

恋するチョコレート ショコラバウム
クーヘン（ルビー）
1,944円（税込）
イシヤ 東京ステーション（エキュート東京）
しっとりした生地の甘みとほど良い酸味のなめら
かなルビーチョコがマッチした華やかなバウム
クーヘンです。
※数量限定
※アルコール微量

【エキュート立川ではスイーツのサブスクリプションサービスを開始！】
バレンタイン限定企画！自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりな、ショップおすすめのチョコレートや焼菓子をお得に楽しむ「サブスクリプション
サービス」。こだわりの一品を日替わりでご用意しました。

パティスリードゥシェフフジウ
通常取扱いの無いチョコレートをはじめ、
定番焼菓子をご用意。バレンタインギフト
購入前のお試し用にいかがですか。
申込期間：1/18（月）～

※10名に達し次第終了
受取期間：1/25（月）～2/7（日）
販売価格：1,700円（税込）

イルフェジュール
一番人気の「蒸しショコラ」をはじめ、素材に
こだわった焼菓子をお楽しみください。
申込期間： 1/18（月）～31（日）

※10名に達し次第終了
受取期間：2/1（月）～2/10（水）
販売価格：1,000円（税込）

※商品はお選びいただけません。※受取場所は各ショップの店頭です。※新型コロナウイルス感染拡大の影響により内容や営業時間が変更になる場合がございます。
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【エキュートで買えるのは今だけ！期間限定ポップアップショップのチョコレートスイーツ】

カンタブリア ３個入
1,620円（税込）
カカオサンパカ
（エキュート品川/イベントスペース）
ラズベリー、ロサ、弾ける食感のピスタチオの
彩りが美しい３種の詰合わせ。赤からピンク
へのグラデーションが美しいエキュート品川
限定商品です。
※エキュート品川限定
※出店期間：2/4～2/14

羊羹ショコラ
2,484円（税込）
ショコラトリーカルヴァ 北鎌倉 門前
（エキュート品川/チョコラバマルシェ）
蒸し羊羹に水で作ったガナッシュを合わせ
た、古都北鎌倉の和と洋の新しいお土産。
※出店期間：2/8～2/14

ソリッドチョコ猫ラベル （ミルク）
1,944円（税込）
デメル（エキュート品川/チョコラバマ
ルシェ）
猫舌モチーフをにした愛らしいチョコレートは
カカオの風味となめらかな口どけが楽しめま
す。
※出店期間：2/8～2/14

治一郎のガトーショコラ（チョコレート・
抹茶）
1個 378円（税込）
治一郎（エキュート東京/イベントスペース
旬）
贅沢にチョコレートをたっぷり使用し、濃厚でなめら
かに仕上げました。治一郎ならではのしっとりとし
たくちどけと、重厚なショコラの香味をご堪能下さい。
※出店期間：2/8～2/28

ショコラ・マカロン・ジャポネ
2,528円（税込）
ラデュレ（エキュート品川 サウス/イ
ベントスペース）
マカロンコックとガナッシュを重ねチョコレー
トでコーティングした4種類（フランボワーズ、
ピスタッシュ、キャラメル、ローズ）のショコ
ラ・マカロンの詰め合わせです。
※出店期間：1/25～2/14

ロイヤルモンターニュジャンドゥーヤ
1,728円（税込）
小樽洋菓子舗ルタオ（エキュート東京、
立川/立川駅自由通路イベントスペース）
ビターなジャンドゥーヤチョコレートは、なめらか
な口溶けでナッツの香りが広がります。まるで雪
がうっすら積もった山のように、ホワイトチョコ
レートでコーティングしました。ロイヤルモンター
ニュとのセットです。
※東京出店期間：1/25～2/23
※立川出店期間：2/1～2/15

フリュイショコラ ポワール
2,160円（税込）
ルショコラドゥアッシュ（エキュート品川/
チョコラバマルシェ）
芳醇な香りと甘みのある洋梨を使用し、柑橘
系の強い香りと山椒に似た辛さを持つティムッ
トペッパーをアクセントにしました。
※出店期間：2/8～2/14

パリ ア ルール ブルー 4粒入
2,106円（税込）
ラ・メゾン・デュ・ショコラ（エキュート品
川 サウス/イベントスペース）
ルール ブルー（青の時）をテーマに、美しい
青に染まったパリの街を2021年限定４種のレ
シピで表現しました。
※出店期間：1/25～2/14

ティミッド
9個入 1,080円（税込）
メリーチョコレート マ プティッド ミネット
（エキュート立川/ハレメグリ）
「マ プティット ミネット～Ma Petite Minette～」
は、「わたしのかわいい猫ちゃん」という意味。
キュートな子猫のイラストをあしらったクラシカ
ルな雰囲気漂うチョコレートブランドです。恥ず
かしがり屋の子猫が描かれた缶に、クリスプ
ジャンドゥヤやミルクティーなどのチョコレートを
詰め合わせました。
※アルコール不使用
※出店期間：2/8～14

ザビエ・ルイ・ヴィトンショコラ
5本入 1,944円（税込）
モンシェール（エキュート立川/HITO-ＴＯＫＩ）
かの有名なヴィトン創業家の第5代目ザビエ・ルイ・
ヴィトン氏が手掛けるワインXLV by Xavier-Louis
Vuitton（エックス エル ヴィ バイ ザビエ・ルイ・
ヴィトン）を、アフリカギニア湾に浮かぶサントメ島で
有機栽培したカカオ分66％のハイカカオと練り合わ
せてお作りしたボンボンショコラ。ウッディで濃厚な
薄いチョコレートから溢れ出す、熟したワインの味わ
いを、心ゆくまでご堪能ください。
※アルコール使用
※出店期間：2/1～2/7

ボヌール 8個入
1,944円（税込）
ラ フェヴァリ （エキュート上野/イベント
スペース）
フレンチショコラ8種が入る「ボヌール 8個入」。
洗練された技術と新しい発想で創り上げるフレ
ンチショコラをご堪能下さい。
※アルコール不使用
※出店期間：2/1～14

ムッシュショコラ 6種
1,944円（税込）
ムッシュショコラ（エキュート上野/イベン
トスペース）
世界各国のカカオを使用したチョコレートに、風
味や味わいを生かす厳選素材をブレンドした
ショコラタルト。
※エキュート限定
※アルコール微量
※出店期間：2/1～14

ショコラ＆トリュフ 10個入
1,998円（税込）
デジレー（エキュート日暮里/himekuri）
熟練のショコラティエによる、伝統と新感覚のト
リュフと、5種類のショコラを詰め合わせた魅力
溢れるひと箱。
※アルコール不使用
※出店期間：2/8～14

シャポーショコラ
30g入648円（税込）70g入1,296円（税込）
サティー（エキュート大宮/ツツウラウラ）
甘さ控えめで口どけの良いフランス製トリュフ
ショコラChapeau（シャポー）帽子形のサティー定
番のチョコレート。
※アルコール不使用
※出店期間：2/1～14

リトルミイチョコレート
648円（税込）
MOOMIN（ムーミン）×Mary Chocolate
（エキュート大宮/シーズンコレクト）
お菓子を食べる嬉しそうなリトルミイの
キュートな缶に、リトルミイの包装紙で包ん
だパフ入りのミルクチョコレートを詰め合わ
せました。
※アルコール不使用
※出店期間：2/1～14

PANDARS（パンダース）リトル
ストロベリー＆ミルク6粒入
540円（税込）
パンダース
（エキュート大宮/臨時販売）
ストロベリー＆ミルク2層のチョコレートにパ
ンダの姿を刻印した、愛らしいデザインの
ダース。パンダの絵柄は全部で3種類。
※アルコール不使用
※出店期間：～2/14
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Topic２.テイクアウトグルメ特集

今年の干支は“丑” ！そして1月29日は“いい肉の日”！さらに2月9日は
正真正銘“肉の日”ということで・・エキュートでは「肉Week」を開催！
この時期にしか食べられないお弁当、お肉を増量したメニューやお酒にあう
メニューなど、おいしさをぎゅうぎゅうに詰め込んだ、おすすめテイクアウト
グルメをご紹介します！

【エキュート日暮里】

【エキュート上野】

【エキュート大宮】

浅草今半和牛コロッケと和風
チキン竜田
1袋 540円（税込）
サンドイッチハウス メルヘン
すき焼きの老舗名店『浅草今半』の牛肉コ
ロッケと人気の「和風チキン竜田」の限定ペ
アサンドです。
※エキュート上野限定

黒毛和牛ガーリックステーキ
プレート
1,580円（税込）
千駄木腰塚
こだわりの厳選黒毛和牛を使ったガーリッ
ク香るステーキ＆ピラフプレート。

和牛切り落としビビンバ重
1,180円（税込）
韓美膳DELI
ジューシーな和牛の旨味と野菜がボリューミー
ながらもさっぱりとお召し上がりいただけます。
※エキュート大宮限定
※1日限定10個

牛肉いなり
1個 216円（税込）
いなりすし専門店「豆狸」
牛肉のしぐれ煮をのせたお肉を楽しめる
おいなりさんです。エキュートだけの期間
限定商品です。
※エキュート限定

肉鮨盛合せ
562円（税込）
鮨小路 京
合鴨、生ハム、ローストビーフのにぎりが入っ
たエキュート日暮里店でしか味わえない一品
です。
※エキュート日暮里限定

鹿児島産黒毛和牛の特製ばら寿司
1,080円（税込）
ゐざさ
ちょっと甘めの上方風のシャリに鹿児島産黒毛
和牛のしぐれ煮と旨煮にしたシイタケ・人参・蕗・
錦糸卵を彩りよくちらしました。
※1日限定5折

牛タン青唐味噌むすび、
ほとんどタレかつむすび
580円（税込）
ほんのり屋
炙り牛たんとピリ辛青唐味噌を合わせたおむす
びと、秘伝のタレに漬けたヒレカツをおむすびに
しました。

牛肉たっぷり！デミソースオムライス
750円（税込）
デリコメール
牛肉増量中！贅沢なお肉たっぷりデミソースの
オムライスです。

牛・豚・鶏の三食プレート
896円（税込）
フーズステージキタノフォア
3種類のお肉を使ったボリューム満点のプ
レートです。
※1日限定5食

黒毛和牛と雲丹醤の贅沢すし弁
1,512円（税込）
すしべん
千駄木腰塚の黒毛和牛に特性雲丹ひしおを
和えてまろやかに仕上げた、贅沢すし弁です。

肉３種盛～イベリコ豚、アンガス牛、
みちのくハンバーグ～
1,269円（税込）
eashion
どうせなら、全部乗せ。
eashionで人気のイベリコ豚、アンガス牛、みちの
くハンバーグを一つの弁当に。"肉"を楽しむ贅
沢な商品です。

炭火で焼いたローストビーフの
サラダ～ソテーオニオンのソース
＆ポテトサラダ添え～
899円（税込）
イーションベジプラス
炭火で焼いたローストビーフに醤油ベースの
具沢山ソースとポテトサラダも添えました。

【キャンペーン名称】肉Week
【開催期間】
エキュート上野・日暮里：2月4日～14日
エキュート大宮：2月3日～14日

①今年の干支は“丑（うし）”！おいしさが“ぎゅうぎゅう”「肉Week」テイクアウトグルメ
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東京駅に集う銘店の味をご自宅で。
一つの器に込められたこだわりが手軽に存分に味わえ
る「丼ぶりメニュー」が揃いました。冬が旬の食材や
ジューシーなお肉に海鮮など、大満足間違いなしの丼
ぶりたち。東京駅でこの期間にしか出会えない限定グ
ルメも目白押しです。

海鮮もあります・・💛

ポークジンジャーと8種のベジタ
ブル丼880円（税込）
ヴィ パレット（エキュート東京）
冬が旬の根菜など、栄養価に優れた8種の
緑黄色野菜に、ビタミンＢ１豊富な豚の生
姜焼きを合わせた「身体にうれしい」が詰
まったヘルシーな丼ぶりです。
※エキュート東京限定

牛すき焼きトマト重
1,512円（税込）
えさきのおべんとう（エキュート東京）
ミシュラン三ツ星シェフが手掛ける創作すき
焼き。黒毛和牛にすっきりとした酸味のトマ
トを加えたすき焼きは、素材の旨味が引き
立つ上品な味わい。加熱式容器で温めて
お召し上がりいただけます。

はらこめし 青刻みの海苔丼
1,944円（税込）
刷毛じょうゆ 海苔弁山登り（エキュート
東京）
風味際立つ有明産青混ぜの海苔、脂の乗っ
たアトランティックサーモンのハラスを使用し、
イクラ、大葉と柚子風味の大根漬けを混ぜ合
わせました。こだわりの豪華素材が奏でる
ハーモニーをお楽しみ下さい。
※エキュート限定

三元豚の味噌漬けステーキと
角煮丼1,250円（税込）
平田牧場（エキュート東京）
豚肉の生産から加工・流通・販売に至るま
で自社で手掛ける平田牧場。山形県・庄
内地方で育まれたブランド豚の味噌漬け
ステーキと角煮を豪快に盛りつけた、
ボリューム満点な新メニューです。
※エキュート東京限定

峠の釜めし（エコ容器）
1,100円（税込）
ふるさと料理 福膳（エキュート東京）
多くのお客さまに愛され続ける荻野屋を
代表する丼ぶり。秘伝のダシで炊き上げた
コシヒカリに、色彩豊かな9種類の具材をの
せました。環境にやさしい容器は、陶器の
丸くなめらかな形を再現しています。

カニちらし海鮮おこわ丼
820円（税込）
PAOPAO（エキュート東京）
店内厨房で蒸しあげた、魚介の旨味がぎっ
しり詰まった海鮮おこわに、カニ身をたっぷり
とちらした丼ぶり。エビ・ホタテにＰＡＯＰＡＯ
自慢のシューマイもトッピングした、食べ応え
充分な限定メニューです。
※エキュート東京限定

ハンブルグステーキ丼あか牛ブレ
ンド960円（税込）
つばめグリル デリ（エキュート東京）
洋食屋の銘店「つばめグリル」の看板商品・ハ
ンブルグステーキ。赤身の旨味と脂の甘みが
特徴の和牛「あか牛」をブレンドした、今だけの
特別なハンブルグステーキ丼です。
※エキュート限定

桜島鶏ゴールドのすき焼き重
990円（税込）
東京京鳥（エキュート京葉ストリート）
鹿児島県の銘柄鶏「桜島ゴールド」をふんだ
んに使用し、出汁にこだわった京鳥特製のタ
レで煮付けた鳥すき焼き。長ネギ・椎茸・焼
き豆腐など、旨味あふれる丼ぶりに仕上がり
ました。
※エキュート京葉ストリート限定

北海カップばらちらし
1,000円（税込）
つきじ 喜代村（エキュート東京）
カニ、イクラ、サーモンの豪華海鮮に、寿司
屋の玉子、マグロ煮を詰め込んだ具沢山な
チラシ寿司。アボカドやたくわんの食感もア
クセント。喜代村の粋を感じる新感覚の海
鮮丼です。
※エキュート東京限定

北海道産黒牛の牛めし重
1,200円（税込）
ツカダファームトーキョー（エキュート京
葉ストリート）
細かなサシと赤身の濃い味。北海道産「星空
の黒牛」を贅沢に使用した牛丼。ジューシーで
やわらかな部位を正統派の煮汁で丁寧に炊
き上げ、肉々しい牛肉の旨味が溢れ出します。

串くらの鶏からあげ丼
1,000円（税込）
串くら京都・御池（エキュート東京）
京都の老舗焼き鳥屋が手掛けるからあげ丼。
ジューシーな鶏もも肉の唐揚げと甘辛く煮た
鶏そぼろ、味の染みた煮たまごや野菜がのっ
た新定番の丼ぶり。
※エキュート東京限定

ぶりの海鮮4色丼
1,280円（税込）
魚力海鮮寿司（エキュート京葉スト
リート）
もっとも脂がのった冬の「ぶり」が主役の海
鮮丼。鮮魚専門店「魚力」だからこそ可能な、
厳選された鮮度抜群のプリップリなネタが魅
力です。
※エキュート京葉ストリート限定

【キャンペーン名称】
東京駅銘店グルメ～丼ぶりフェア～
【開催期間】
2月3日～28日
【開催施設】
エキュート東京
エキュート京葉ストリート

②東京駅で買える！おいしいが詰まった “丼ぶり“テイクアウトグルメ

自慢の丼ぶりが勢ぞろい！！
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エキュート各施設では、エキナカでサクッと購入して、自宅であたためてすぐに食べられるあったか～いテイクアウトグルメを多数
ご用意しています。定番商品や季節によって楽しむことができる商品だけでなく、イートインショップの本格的なお弁当もテイクア
ウトでご用意しています。自宅で過ごす時間が増えたこの頃‥ぜひこの機会にエキュートのあったか～いテイクアウトグルメをお
楽しみください。

水ギョーザ
10個入 615円（税込）
PAOPAO
4種の野菜を上質な豚肉に練りこみ、あっさりと
した味に仕上げました。たれを付けて召し上
がっても、スープにしたり鍋にいれたり色々な
調理法でお楽しみいただけます。
※日持ちは当日中

10種野菜のグリーンポタージュ
390円（税込）
べジテリア
ケール、小松菜、ほうれん草などたっぷりの
野菜を楽しめるスープ。豆乳を入れてクリー
ミーに仕上げています。
1パックで1日に必要な野菜量の不足分が補
える一品。

旨みじんわり シンプルな野菜の
スープ
500円（税込）
べジテリア
たまねぎ、にんじん、セロリをじっくり煮込んで
つくった野菜のブイヨン「ベジブロス」にズッ
キーニ、アスパラ、インゲンなどの10種類の野
菜を加えたスープ。淡路島の藻塩を使って味
つけし、野菜の旨みを凝縮しました。１パック
で1食分の野菜が摂れます。

和豚もちぶた肉まん
216円（税込）
PAOPAO
もちもちの特製生地にジューシーなもちぶた
と玉ねぎの甘みを生かしたPAOPAOの看板
商品。ちょっとしたお土産にも最適です。
※日持ちは当日中

【エキュート日暮里】あったか～いグルメといえばコレ！

【エキュート上野】お肉も野菜もどっちもが叶う！バリエーション豊かなラインナップ！

③自宅であじわうあったか～いテイクアウトグルメ

参鶏湯
1パック 1,425円（税込）
カンナムキンパ
じっくり煮込んだ鶏肉はやわらかくジューシー
で、鶏から出た旨みと特製出汁を合わせた
スープは絶品。本場韓国では「薬膳料理」「滋
養食」として定番のスープです。

いつものおでん
864円（税込）
てとて
にんべんのかつおだしに味の浜藤の練り
物が入ったこだわりのおでんです。

【エキュート大宮】イートインショップのテイクアウトグルメも見逃せない！

牛たん弁当（3枚6切）
1,512円（税込）
利久ボウルズ
利久こだわりの牛たんをよりお手軽にお召し上
がりいただきたい。そんな想いをこめて丁寧に
焼き上げた牛たん焼をシンプルにお楽しみい
ただけるお弁当です。

国産さば みぞれ煮弁当
790円（税込）
玄米食堂あえん
ふっくらと仕上げた国産サバをたっぷりの大根
おろしで煮たさっぱりみぞれ煮とあえんの二八
玄米ご飯、副菜でキャベツのマリネ,卵焼き、素
揚げ野菜を添えた、バランスのとれたお弁当で
す。

カオマンガイ ボウル
780円（税込）
カオマンガイ キッチン
鶏スープで炊いた特製ご飯、タオチオ（辛み
そ）ソースとスイートソイ（甘醤油）ソース、パク
チーが付きます。ご自宅でタイ気分を味わえ
るお弁当です。

半熟たまごのかに玉チャーハン
850円（税込）
MADE IN JAPAN かにチャーハンの店
品質のいいかにを使用したパラパラのチャー
ハンの上にとろとろ玉子、自家製あんをかけた
一品です。

※テイクアウトの際は容器が異なります
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2021年の節分は124年ぶりに2月2日！今年は2月2日に恵方巻にかぶりつきましょう。
恵方巻は元来、恵方に向かって無言で願い事を思いながら丸かぶりすると、厄除けや願いが叶うと言われています。新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響もある昨今、恵方巻を食べて“願掛け”などいかがでしょうか。無言で食べれば、感染拡大も防げるかも?!
今回は、エキュートが取り揃える約150種類の中から、プチ贅沢を楽しめる選りすぐりの商品をピックアップしました。もちろん、混み
合う店頭に並ばなくても、エキュートでは事前予約、店頭受取が可能です。ぜひご賞味ください。※今年の恵方は、南南東です。

予約受付中！https://www.net-ekinaka.com/shop/e/e815/

【海鮮】

Topic３.今年の恵方巻は事前注文で密を回避。“プチ贅沢恵方巻”をご紹介

特上海鮮幸運巻
長さ17cm 1,600円（税込）
鮨小路 京（エキュート日暮里）
ねぎとろ、いか、サーモン、ほたて、まぐろ、え
び、いくら、きゅうり、玉子を巻きました。
※ネット予約可
※店頭販売：2/1、2

のどぐろ恵方巻
長さ約9cm 2,592円（税込）
若廣（エキュート上野）
別名「自身のトロ」といわれる高級魚のどぐ
ろを若狭小浜の醤油漬けで焼き上げました。
エキュート上野限定です。
※ネット予約可
※店頭販売：2/1～3

海鮮ずわい蟹恵方巻
長さ約18cm 1,944円（税込）
てとて（エキュート大宮、日暮里、品
川、立川）
ずわい蟹、いくらしょうゆ漬を含めて7種類
の具材を1本ずつ丁寧に手巻きしました。
※ネット予約可
※店頭販売：2/2

海鮮恵方巻
長さ約18cm 1,700円（税込）
築地魚河岸まぐろ一代
（エキュート上野）
今年の恵方は南南東です。恵方巻を食べて
福を呼び込みましょう。11種類の具材が入っ
たボリュームたっぷりの恵方巻です。
※ネット予約可
※店頭販売：2/1～3

【プレミアム恵方巻】

銀座久兵衛 恵方巻寿司（太巻）
長さ10.5cm 1,890円（税込）
銀座久兵衛（エキュート品川/催事スペース）
香ばしく焼き上げた穴子、芝海老のすり身を合わせた玉子焼き、車海老、
きゅうり、椎茸の5種類の具材入り。
※ネット予約限定
※引渡し期間：2/1、2

特選恵方巻
長さ約25cm 3,200円（税込）
サカナバッカ（エキュート品川）
国産生本マグロ、真鯛や生アトランティックサーモン、ぼたんえび、うにやカニ、
いくらが入った贅沢な海鮮恵方巻です。
※ネット予約可
※エキュート品川限定
※限定30本
※店頭販売：2/2 14：00～

大漁巻 匠
長さ18cm 1,990円（税込）
魚力海鮮寿司（エキュート京葉ストリート）
大トロ、鯛、いくら、サーモンなど、鮮魚専門店
「魚力」ならではの匠の目利きで選りすぐりの、
バラエティ豊かな豪華海鮮が味わえる極上の一
品です。
※ネット予約可
※店頭販売：2/1～3

海鮮上福巻・宝寿
長さ約18cm 1,598円（税込）
すし兆（エキュート大宮）
かにやうに、いくらなどの贅沢なネタを
〝福″と一緒に巻きました。海鮮の旨み
たっぷりです。
※ネット予約可
※店頭販売：2/2

海鮮恵方巻
長さ約18cm 1,200円（税込）
つきじ 喜代村（エキュート東京）
素材の味を存分に引き出す寿司屋の職人
技が光る海鮮恵方巻。うなぎ、カニ、サーモ
ン、海老、いくらなど9種類の具材を店内厨
房で板前が巻き上げます。
※ネット予約可
※エキュート東京限定
※店頭販売：2/1、2

築地特上海鮮恵方太巻鮨
長さ18cm 2,380円（税込）
おさかな処 築地 奈可嶋（エキュート
立川）
10種類の具材を入れた極太巻です。
※ネット予約可
※店頭販売：1/31～2/2
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ローストビーフの恵方巻き
長さ25cm 1,620円（税込）
バルマルシェコダマ（エキュート品川）
お肉ぎっしり、ローストビーフと旬野菜を具材にしてさらに
ローストビーフで巻いた恵方巻、コダマオリジナルです。
※ネット予約可
※エキュート品川限定
※1日50本限定
※店頭販売：2/2、3

三元豚ひれかつ巻き
長さ約20cm 1,580円（税込）
肉卸小島（エキュート大宮）
ひれかつを1本使用した贅沢な恵方巻です。
※ネット予約可
※エキュート大宮限定
※店頭販売：2/2

松阪牛焼肉 恵方巻
長さ18cm 3,240円（税込）
肉卸小島（エキュート品川）
肉卸小島の厳選した松阪牛使用！肉の旨味を楽しめる
肉屋自慢の恵方巻です。
※ネット予約可
※エキュート品川限定
※店頭販売：2/2

カブリファン
1,620円（税込）
フェルミエ（エキュート品川）
白カビに覆われた食べやすい山羊乳製チーズ。おだ
やかな酸味が特徴です。
※店頭販売：1/28～2/2

【肉・変わり種】

串くらの焼き鳥恵方巻
長さ16cm 1,200円（税込）
串くら京都・御池（エキュート東京）
京都産丹波鶏と、京都産美山の平ゆばを使用した雅な
恵方巻。京都素材にこだわり、鶏にこだわり、お客さまに
“ほんまもん”をお届けする、串くら自慢の恵方巻です。
※ネット予約可
※エキュート限定
※店頭販売：2/2

合鴨のスモークといぶりがっこタルタルソース巻
長さ18cm 1,280円（税込）
フーズステージキタノフォア（エキュート大宮）
合鴨のスモークにいぶりがっこのタルタルソースが絶妙に合い
ます。ネット注文限定、数量限定の商品です。お見逃しなく！
※ネット予約限定
※エキュート大宮限定
※引渡し期間：2/2

バラエティセット
長さ各9～10cm 1,296円（税込）
ハンビジェデリ（エキュート大宮）
4種類のキンパを楽しめる逸品です。7種野菜キンパ・
明太チーズキンパ・プルコギキンパ・キムチそぼろのキ
ンパと人気のキンパを少しずつ試すことができます！
※ネット予約可
※店頭販売：2/2

極旨コンビーフ恵方巻
長さ19cm 1,380円（税込）
千駄木腰塚（エキュート日暮里）
当店自慢の自家製コンビーフをふんだんに使用した
こだわりの恵方巻です。
※ネット予約可
※店頭販売： 2/1、2

手作り海鮮おこわの恵方巻
長さ19cm 864円（税込）
ＰＡＯＰＡＯ（エキュート東京）
店内厨房で蒸しあげた、海老・ホタテ・ズワイガニなど海
鮮具材がたっぷり詰まった中華おこわを、風味豊かな海
苔で巻き恵方巻に仕立てました。
※ネット予約可
※エキュート東京限定
※店頭販売：2/1、2

予約受付中！
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■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。

■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。

【参考】

【株式会社JR東日本リテールネット 運営施設】

■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。


