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㈱JR 東日本ステーションリテイリング

今年の恵方は北北西。2 月 3 日（金）節分当日だけではなく、節分の数日前から、各ショップの店頭では節分にちなんだ
商品をバラエティ豊かに取り揃えます。定番仕様の恵方巻はもちろん、近年
話題となっている、恵方スウィーツロールもご用意。店頭で商品を見比べな
がら、好みの商品を購入することができます。

なかでも、「銀座 久兵衛」がエキュート品川に期間限定出店し販売する
恵方巻は、例年、店頭で早い時間帯から完売となる人気商品です。今期
は、“ネットでエキナカ”からの事前予約販売も承ります。
※詳細は別紙 3 をご覧ください。

エキナカ商業施設「エキュート」で購入できる 恵方巻

インターネットサイト“ネットでエキナカ”では、各ショップが力を入れて創作する事前予約限定・
エキュート限定商品を数多くご用意しました。
■「プレミアム恵方巻」とは

具材や製法にこだわったワンランク上の豪華な恵方巻。すべてエキュート限定企画商品です。
なかには、重量約 4.5kg・通常サイズの 10 倍という特大サイズの恵方巻も。大人数でシェア
して食べたい、話題性抜群の商品です（写真・上 ※詳細は別紙 1 をご覧ください）。

■予約開始日時
1月 10日（火）16時

■予約方法
インターネットサイト “ネットでエキナカ” からアクセス

  ※ネットでエキナカ・・・http://www.net-ekinaka.com
      JR 東日本が運営するオンラインサービス。移動の合間にチェックをしたり、

ご家族やご友人と相談しながら商品をお選びいただけます。

■早期予約特典
1 点 500 円（税込）以上の恵方巻をインターネットサイトから予約した
お客さま先着 1,000 名様に、恵方巻 1 点購入ごとにもれなく
「なだ万 料亭のみそ汁」を 1 つ差し上げます。 ※なくなり次第終了

報道関係者各位

株式会社 JR 東日本ステーションリテイリング(本社：東京都港区/代表取締役社長：貝瀬 厚)が運営するエキナカ商業施設エキュート
大宮、品川、立川、日暮里、東京では、恵方巻のインターネット予約販売を開始します。通勤通学のわずかな時間に駅構内で希望の商
品を受け取ることができるという利便性の高さから、エキュートで恵方巻を購入するお客さまが年々増加しています。こうした背景をもとに、
インターネットでの事前予約販売は、今年で 2 回目の開催を迎えます。

また、節分には恵方巻を食べるという食文化が関東地方においても定着しつつある昨今、味付けやサイズ、具材等、各自の好みに合う恵
方巻を食べたいという消費需要の高まりが想定されることにあわせて、今期は、より一層 限定商品開発に注力しました。その一例が、海鮮
を贅沢に盛り込んだ華やかな逸品や、海苔の代わりに松阪牛で包んだ恵方巻といった、ワンランク上の品々です。これらを「プレミアム恵方
巻」と総称し、品揃えを拡充します。また、ハーフサイズのこだわり商品をセットにした「食べ比べ恵方巻」も限定販売します。

具材や製法にこだわった「プレミアム恵方巻」全 12種
― 1月 10日(火)より予約受付開始 ―

松阪牛からスウィーツロールまで エキュートがおすすめする恵方巻を一挙公開！

>>リリースに関するお問い合わせ<<
㈱JR 東日本ステーションリテイリング 営業部
Tel：03-3423-8910 Mail： pr@ecute.co.jp

エキュート公式ホームページ： http://www.ecute.jp/

※内容は変更する場合がございます。 ※写真はすべてイメージ画像です。

１．「プレミアム恵方巻」など、事前予約限定商品を多数ご紹介！

2．当日購入も可能 エキュートおすすめ！ バラエティ豊かな恵方巻

＜商品の一例について、詳細は別紙１～３をご覧ください＞



１．「プレミアム恵方巻」など、事前予約限定商品を多数ご紹介！

エキュート立川限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【ミートダイニング タカギ】
黒毛和牛恵方巻  2,000 円

ハーフサイズ 1,500 円
長さ 20 ㎝        予約は 1/31（火）まで

引渡期間：2/2（木）2/3（金）

舌ざわりがよく、口いっぱいに旨み、風味が
広がる国産の黒毛和牛を使用した贅沢
な恵方巻です。

エキュート東京限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【つきじ喜代村】
ジャンボ巴太巻き       3,000 円
ハーフサイズ          1,500 円
1 本（6 切れ）    長さ 18 ㎝ / 重量 4.5kｇ
ハーフサイズ（3 切れ）長さ９㎝  / 重量 2.2kｇ
予約は引渡日の２日前 12:00 まで 引渡日： 2/3（金）

直径は最大 18cm。つきじ喜代村の通常恵方
巻に対し、太さは約 3 倍、重さは約 10 倍もあ
る、大きな恵方巻です。※右下 の小さな恵方巻
が、通常サイズの太巻です。

エキュート品川・日暮里限定 各店限定 20 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【若廣】
のどぐろ恵方巻 ハーフサイズ 3,240 円
長さ 9 ㎝          予約は 1/31（火）まで

引渡日： 2/3（金）

日本海産高級魚・のどぐろを使用。たっぷりと
脂がのりつつも、くせがなく上品な味わいが楽しめ
ます。※エキュート日暮里では 1/10（火）からイベントスペ
ースに出店します。

エキュート品川限定 限定 30 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【バル マルシェ コダマ】
宮崎牛のコンビーフを巻いた恵方巻
1,980 円
長さ 15 ㎝      予約は引渡日の前日まで

引渡期間：2/1（水）～2/3（金）

黒毛和牛「宮崎牛」コンビーフを使用。口
どけのよい、香り豊かな特別感あふれる逸
品です。

別紙１

※価格はすべて税込です。 ※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。 ※重量および長さは概算表記です。                                   

エキュート品川限定 各日限定 20 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【いなり専門店『豆狸』】
神戸ビーフ信田巻 長さ 15 ㎝ 2,160 円
ハーフサイズ 長さ 7.5 ㎝ 1,080 円

予約は 2/1（水）まで
引渡期間：2/2（木）2/3（金）

日本三大和牛の一つ「神戸ビーフ」を贅
沢に油あげで巻いた、いなり寿司の恵方
巻です。

エキュート立川限定 限定 15 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【浅草今半】
松阪牛すき焼巻      3,500 円
長さ 15 ㎝        予約は 1/31（火）まで

引渡日：2/3（金）

日本三大和牛の松阪牛を、玉子焼き、
シイタケ、シラタキなどのすき焼きの具材に
巻きつけた高級感たっぷりな恵方巻です。

エキュート立川限定 限定 10 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【楽しいおかず】
特選飛騨牛ローストビーフ恵方巻2,400 円
長さ 20 ㎝             予約は 1/27（金）まで

引渡日：2/3（金）

厳選した A5 ランクの飛騨牛ローストビーフを
贅沢に使い、職人が丁寧に巻き上げました。
シャリにはバルサミコ酢を使用。クリームチーズ
の山葵漬けと洋ナシが旨味を引き立てる上質
な味わいです。

エキュート立川限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【おさかな処 築地 奈可嶋】
八福プレミアム恵方巻    2,800 円
長さ 18 ㎝         予約は 1/31（火）まで

引渡期間：2/1（水）～2/3（金）

本マグロやイクラ、鯛など、豪華食材をたっ
ぷり詰め込んだ逸品です。

エキュート日暮里限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
【千駄木腰塚】
特選黒毛和牛すき煮の恵方巻
1 本 2,300 円
長さ 21 ㎝       予約は引渡日の 4 日前まで

引渡期間：2/1（水）～2/3（金）

精肉専門店ならではの上質な黒毛和牛を
すき煮にしました。



  

別紙 2

※価格はすべて税込です。 ※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※重量および長さは概算表記です。                                    

エキュート東京限定 限定 10 本
事前予約限定（プレミアム恵方巻）

【パオパオ】
プレミアム恵方まん      1,260 円
長さ 25 ㎝   予約は引渡日の２日前 12：00 まで

引渡日： 2/3（金）
見た目もボリュームも通常の約 3 倍！重量
750ｇもあるずっしりとした恵方まんは、豚肉
やエビ、錦糸卵、カニかま等を肉まん生地で
包み、イカスミ生地で巻き上げました。※右
下の小さな恵方巻が通常サイズの恵方まんです。

エキュート大宮・品川・立川・日暮里限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）
各店数量限定
【てとて】
かにと国内産うなぎの恵方巻 2,500 円
長さ 18 ㎝       予約は大宮店 2/2（木）まで
品川店 2/2（木）まで    立川店 2/1（水）まで
日暮里店 2/2（木）まで 引渡日：全店 2/3(金）

自慢の国産うなぎ蒲焼やズワイガニを贅沢に
使用し、一本ずつ丁寧に巻きました。

エキュート日暮里限定
事前予約限定（食べ比べ恵方巻）
【パティスリーアンドゥ】
恵方巻ロール ２種類 2 本 1,766 円

予約は引渡日の４日前まで
引渡期間：2/2（木）2/3（金）

ココア生地にイチゴ、イチゴクリームを巻き
上げたケーキと、ピンク色の生地にイチゴ、
キウイなどのフルーツと生クリームを巻いたロ
ールケーキ２種をご用意。どちらも生クリー
ムがたっぷりと入っています。

エキュート大宮限定
事前予約限定（食べ比べ恵方巻）
【ゐざさ】
恵方巻詰合せ 8 本入り  2,700 円
長さ各 9 ㎝         予約は 1/20（金）まで

引渡日：2/3（金）

アナゴやエビ、旬の味覚を盛り込んだ恵方
巻の詰合せは、食べやすいハーフサイズ。
あなご巻・えび巻各 2 本、上巻 4 本をセ
ットにしました。様々な味を楽しみたい方
におすすめする商品です。

エキュート品川限定
事前予約限定（プレミアム恵方巻）

【鶏と玉子 太郎】
ECUTE 恵方巻（Egg,Chicken,Unagi,
Taro’s,EHOMAKI） 2,000 円
長さ 17 ㎝        予約は 1/29（日）まで

引渡日：2/3（金）

「鶏と玉子 太郎」自慢の厚焼き玉子とつく
ね、ウナギの組み合わせが絶品です。

エキュート品川限定
事前予約限定（食べ比べ恵方巻）
【ヴィ パレット】
恵方巻ハーフ３本セット 1,814 円
長さ各 9 ㎝         予約は 1/31（火）まで

引渡期間： 2/2（木）2/3（金）

「カニと山ごぼう＆赤カブの青高菜ロー
ル」「シーフード＆アボカドのハッピーセブ
ンロール」「菜の花と玉子焼きのゆず風
味ロール」の３種の味が楽しめます。ぜひ
食べ比べて頂きたい限定商品です。



別紙 3

エキュート大宮限定  限定 20 本
【築地 すし兆】
海鮮極太福巻 慶寿 1,980 円
長さ 18 ㎝         販売日：2/3（金）

本マグロや紅ズワイガニ、活〆ブリ、エビ、ア
ナゴ、数の子など、海鮮ネタ13種を巻き込
みました。ボリュームたっぷりな恵方巻です。

エキュート大宮限定
【スシデリシア】
海宝節分巻  長さ 18 ㎝   3,240 円
ハーフサイズ 長さ 9cm 1,620 円

販売日： 2/3（金）

ウニ、イクラ、ヒラメ、カニ、タイ、カンパチ、エ
ビ、サーモン、マグロの 9 種の海鮮を贅沢に
使用しました。

※価格はすべて税込です。 ※内容は変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。※重量および長さは概算表記です。                                    

エキュート大宮限定
【フーズステージ キタノ フォア】
ローストビーフ巻き 918 円
長さ 20 ㎝           販売日： 2/3（金）

人気のローストビーフをたっぷり巻きました。
2017 年の新商品です。

2．当日購入も可能 エキュートおすすめ！ バラエティ豊かな恵方巻

エキュート品川 【旬風 一期一会】
エキュート東京 【ハナ シュンプウ】
恵方巻ロール    1,080 円
長さ12㎝ 販売期間：2/1（水）～ 2/3（金）

恵方巻に見立てた節分限定のロールケー
キ。七福神にちなみ、イチゴ、オレンジ、黄
桃、キウイ、バナナ、ブルーベリー、洋ナシ
の 7 つのフルーツを巻き込みました。

エキュート東京
【マイスターシュトュック】
恵方フルーツロールケーキ   864 円
長さ 15 ㎝ 販売期間： 2/2（木）2/3（金）

フルーツ（キウイ、洋ナシ、黄桃、イチゴ）
をココア生地で巻いた恵方巻風ロールケー
キは、生クリームもたっぷり入っています。

エキュート品川
【なだ万厨房 スタティオ】
こうふく恵方巻 1,404 円
長さ 19 ㎝     販売期間：2/2（木） 2/3(金）
   引渡日 ：2/3（金）（10本限り事前予約可）       

エビ、カニ風味かまぼこ、厚焼き玉子をはじめ
とした７種の具材をバランスよく巻きました。

エキュート品川 各日 50 本限り、“ネットでエキナカ”からの事前予約が可能！
イベントスペース「プレミアムセレクト」【銀座 久兵衛】
恵方巻 2 本セット 3,240 円
１本 10.5 ㎝   販売・引渡期間： 2/2（木）2/3（金）

昭和 10 年創業、江戸前寿司の名店、軍艦巻きを初めて開発した寿司屋としても知られる
「銀座 久兵衛」の恵方巻がエキュート品川に登場。つけ焼き穴子、車えび、煮しいたけ、芝え
びのすりみ入り玉子焼きなどを巻いたハーフサイズ２本セットをご用意しました。厳選した最高の
素材を、最良の味わいに仕立てる老舗の技を楽しめます。
※“ネットでエキナカ”からの事前予約は 2/1（水）まで承ります。
※「銀座 久兵衛」は、エキュート品川に 1/30（月）～2/3（金）の期間、催事出店します。


