
株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都千代田区、カンパニー長：杉
村 晶生、以下 JR東日本クロスステーション）は、6月7日（月）から27日（日）まで、エキナカ商業施設の「エキュ
ート」「グランスタ」の各施設にて「今こそLemonフェア」を実施します。
見た目にも華やかな映えるスイーツから小腹を満たしてくれるパンをはじめ、希少な小笠原のレモンを使用した商品ま
でが勢ぞろい。自粛疲れ、梅雨のジメジメを爽やかレモンで吹き飛ばそう！
また、CBcloud株式会社が提供するお買い物代行サービス『PickGo』を6月9日（水）からエキュート品川・品川
サウスにて13ショップ60商品を対象に本格導入します。本サービスの導入により、コロナ禍でも気軽にエキナカ商品を購
入しお楽しみいただけます。

報道関係者からのお問い合わせ先

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーPR事務局(株式会社サニーサイドアップ内)※旧JR東日本リテールネットデベロッパーPR事務局

担当：王／佐々本／坂間

TEL：03-6894-3200 ／MAIL：pr_j-retaildvl@ssu.co.jp

【報道関係者各位】

2021年6月1日(火)
株式会社JR東日本クロスステーション

デベロップメントカンパニー

※社名変更に伴い事務局名が変わりました。
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梅雨のジメジメを吹き飛ばす

見た目も味も爽やかな最新レモンスイーツから風味を生かしたパンまで勢ぞろい

「今こそLemonフェア」開催！
期間：6月7日（月）～27日（日）

~希少な小笠原島レモンを使ったスイーツも登場~



Topic1-1 見た目もかわいい最新レモンスイーツ

※紹介している商品はすべて税込価格です。

シトロニエ/
資生堂パーラー
（エキュート大宮・東京/エキュ
ートエディション渋谷）
650円

デリース・シトロン/
アンドメルシィ
（エキュート大宮）
518円

白あんに刻んだレモンをたっぷりまぜこ
み、皮にもレモンのフリーズドライ粉
末を使用した爽やかな風味が口いっ
ぱいに広がる限定品です。
※エキュート日暮里限定

れもん餅/
深川伊勢屋
（エキュート日暮里）
210円

レモンクリームの中にレモンクリームダ
マンドを入れ、マスカルポーネクリーム
、レモンゼリーを重ねました。幾重に
も広がる味のハーモニーを楽しめる
期間限定の一押しスイーツです。

レモンライムパフェ/
柿の木坂キャトル
（エキュート上野・京葉ストリ
ート・品川 サウス）
480円

レモンのケーキ/
マイスターシュトュックユーハイム
（エキュート東京）
594円

Lemon/
アトリエうかい
（エキュート品川）
630円

焼いたメレンゲの上に爽やかなレモン
が香るクリームとカカオ70％のビター
クリームがのった、期間限定の商品
です。

日本一のレモンの産地として有名な
広島県尾道市瀬戸田町のレモンを
クリームに使用したケーキ。レモンの
香り、酸味と甘みのバランスをお楽し
みいただけます。
※エキュート限定

爽やかで甘酸っぱいレモンに、ヘーゼ
ルナッツの芳醇な香りをアクセントに。
レモン好きにはたまらない、食感もお
楽しみいただけるケーキです。

パリッと焼いたパイの上に果肉入りの
レモンクリームをしぼり、アンズジャム
でコーティング。レモンをイメージした
かわいらしい球状のフォルムです。
※エキュート東京限定
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レモン色の見た目だけじゃなく、味も大満足。かわいい最新レモンスイーツでおうち時間を涼しく爽やかに演出してみませんか。

普段はトラヤあんスタンドで販売のあ
んケーキの中から、レモン味を限定
販売致します。白あんに、皮ごとピュ
レにしたレモンを合わせ、しっとりやわ
らかく焼きあげました。ふわっと広がる
香り、あんの甘さとレモンの酸味と苦
味のバランスをお楽しみください。

あんケーキ「レモン」/
とらや（グランスタ東京）
324円

アールグレイの茶葉が香るふわふわ
食感のスポンジに、爽やかな酸味の
効いたレモンクリームを包みこみまし
た。カファレルならではのチョコレートガ
ナッシュがアクセントに。
※東京駅限定
※販売期間：5/10～8/31

リモーネアールグレイ/
カファレル
（グランスタ東京）
1,836円

レモンヨーグルトムースとレモンジュレ
が2層になったカップデザート。柑橘と
スライスレモンの爽やかな香りが口に
広がります。
※東京駅限定
※販売期間：6/1～6/30

レモンとヨーグルトのムース/
京橋千疋屋
（グランスタ東京）
702円

レモンをたっぷり使用したクリームに、
イタリアンメレンゲ、ピスタチオクリーム
を合わせました。今の季節にぴったり
な爽やかなケーキです。
※展開期間：6/21(月)～7/11(日)

タルトレット・シトロン/
パティスリーラヴィアンレーヴ
（エキュート日暮里）
600円

レモンとラズベリー、ショコラの組み合
わせ。
レモンとラズベリーのハーモニーをお楽
しみいただけます。
※展開期間：6/21(月)～7/11(日)

エクレール・シトロン/
パティスリーラヴィアンレーヴ
（エキュート日暮里）
630円

瀬戸内レモンをたっぷり使用した昔
ながらのレモンケーキ。
レモンの味が濃厚ですが、軽い食感
でお召し上がりいただけるのが特徴
です。
※展開期間：6/21(月)～7/11(日)

梅島レモンケーキ/
パティスリーラヴィアンレーヴ
（エキュート日暮里）
450円

★

★

★
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Topic1-2 あなたの知らないレモンパンの世界

さわやかな瀬戸内レモンクリームにシロップ漬
けの黄桃を挟んだ夏にオススメのサンド。

黄桃&瀬戸内レモンクリーム/
サンドイッチハウス メルヘン（エキュー
ト東京・品川 サウス・立川）
PREMIUM SAND+CAFÉ メルヘン
（グランスタ東京）
453円

レモンクロワッサン/
Curly’s Croissant TOKYO BAKE 
STAND
（グランスタ東京）
330円

レモンピールとアーモンドクリームを練り込み、
色鮮やかなピスタチオをトッピングしました。レ
モンが爽やかなこの時期おすすめのブリオッシ
ュです。
※東京駅限定

プティ ブリオッシュ レモン&ピスタチオ/
petit gargantua
（グランスタ東京）
540円

はちみつレモンパイ/
ブーランジェリ・ラテール（エキュー
ト京葉ストリート・品川 サウス）
324円

クイニーアマン・レモン/
治一郎
（エキュート東京）
360円

瀬戸内レモンあんパン/
東京あんぱん豆一豆
（エキュート東京）
260円

外側サクッと中はしっとりのクイニーアマンに果
皮入りの爽やかなレモングレーズをコーティング
。別添えのレモンソースで酸味をプラス。ジュー
シーな味わいをお楽しみいただけます。
※エキュート東京限定

レモンは職人が作ったはちみつ漬けレモン
を使用。サクサクのデニッシュ生地に自家
製のカスタードクリームを使用。

レモン好き必見！口いっぱいに爽やかな風
味が広がるあんぱんです。瀬戸内レモンの
ペースト、瀬戸内産藻塩入りのクリーム、レ
モン餡が入っています。レモン餡は「あんこは
甘い」の常識を打ち消すあんこです。
※エキュート東京限定

プレミアムクロワッサンの生地に、砂糖漬けのレモ
ンを混ぜた北海道産のクリームチーズを巻き込ん
で焼き上げました。表面に乗せたホワイトチョコレ
ートで、甘みと酸味のバランスが抜群の一品。暑
い時期には、冷やして食べるのもおススメです。
※東京駅限定
※販売期間：6/1～6/27

※紹介している商品はすべて税込価格です。

食欲が落ちてくる暑い季節でもレモンの爽やかな風味が食欲を増進してくれます。

はちみつ檸檬ソフトクリーム/
小岩井農場
（エキュート東京）
500円

自家製ハニーレモンスカッシュ/
タミルズ
（エキュート品川 サウス）
510円

果実感たっぷり！さっぱりレモンミルク
ジェラート/
CACAO HUNTERS Plus
（グランスタ東京）
イートイン605円
テイクアウト594円

フレッシュレモンをハチミツに漬け込んだ自
家製シロップを強炭酸でどうぞ！

人気の牛乳ソフトに甘酸っぱいはちみつ
檸檬ソースをかけた爽やかリフレッシュメニ
ュー。
※エキュート東京限定

優しいミルクの甘さと、レモンのリアルな果実
感とつぶつぶ食感をお楽しみ頂けます。

Topic1-3 冷たくさっぱり爽やかレモン

※紹介している商品はすべて税込価格です。

暑い日には冷たいスイーツが一番！レモンの清涼感も合わさり涼しさ倍増！

※画像右



Topic1-4 素材にこだわった絶品スイーツ

小笠原産レモンの果汁とペーストを練り込ん
だレモン餡の水まんじゅうは、さわやかな酸味
で夏にぴったりの味わいです。

レモンの水まんじゅう/
銀座甘楽（エキュート大宮・品川・立
川・エキュートエディション渋谷/グラン
スタ東京）
237円

東京レモン上生菓子/
目黒東山 菓匠雅庵
（エキュート品川 サウス）
1個 432円

シトロン/
ダロワイヨ（エキュート品川・立川）
594円

紅屋の檸檬ケーキ/
和楽紅屋
（エキュート東京・品川）
300円

mel CITREA(メル シトレア)/
フラクタス
（エキュートエディション渋谷）
620円

レモン餡には、レモン果汁とレモンの皮ペ
ーストを煉り込み、酸味と餡の甘みのバラ
ンスが絶妙な、上品な味わいに仕上げま
した。
※エキュート品川 サウス限定

はちみつ風味のホワイトチョコムースの中
に小笠原レモンを使ったジュレ、はちみつ
のジュレ、レモンクリームを入れはちみつレ
モンのムースに仕上げました。小笠原レモ
ンのフレッシュな香り、独特の苦味も軽く
残しつつ、周りのムースで優しい味わいに
仕上げてあります。
※エキュートエディション渋谷限定

東京小笠原の島レモン果汁とピールを使
用した和楽紅屋の新作「紅屋の檸檬ケ
ーキ」はさわやかで軽い生地の中からコク
のあるプラリネペーストがとろり。おやつや
贈り物にどうぞ。
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つき 塩レモン/
空いろ（エキュート品川）
303円

小笠原産の塩と小笠原産の発酵レモンを
使用した爽やかな風味のクッキーサンド。
※エキュート品川限定

しっかりとした食感に焼き上げたバターとレモ
ンの味の生地に、ナパージュを塗りつやよく
仕上げたフランスの伝統菓子。
小笠原レモンのジュレとムースを重ね、レモ
ンの見た目を表現しました。

※紹介している商品はすべて税込価格です。

リモートワークで疲れた体へのご褒美に、素材にこだわったさっぱりレモン風味のスイーツはいかがですか。また、エキュート品川・
品川 サウス・エキュートエディション渋谷に『小笠原島レモン』のスイーツが大集合！品川駅では、島のグルメが当たる抽選会
も開催します。

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

ホイップしたバターに生クリームとレモンマー
マレードを混ぜ合わせた生バタークリーム
を焼きたてのビスケットでサンド。夏らしい
爽やかな味わいです。
※東京駅限定
※販売期間：6/1～8/31

フェアリークリームウィッチ瀬戸内レモン
生バターサンド/
Fairycake Fair（グランスタ東京）
1,800円

瀬戸内産のレモンを99％使用したさわ
やかなレモン風味とチーズの濃厚なコクを
楽しめるレアチーズケーキです。
※展開期間：6/9～6/22

生レモンケーキ/
レモンショップbyフランセ（エキュー
ト京葉ストリート 催事ショップ）
3個入 1,296円

瀬戸内れもんを使用した醤油×れもんの
お煎餅。醤油の香ばしさに爽やかなれも
んの風味が夏を感じさせる逸品です。ハ
イボールやジンと合わせるのがおすすめで
す。
※販売期間：販売中～8/31

れもん/
富士見堂（エキュート日暮里/グ
ランスタ東京）
420円



Topic1-4 素材にこだわった絶品スイーツ
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『小笠原島レモン』は、9月～10月が旬で、
緑色のまんまるとした形が特徴です。
通常のレモンに比べて、酸味が少なく、
糖度が高めで、まろやかな味わい。さわやかな香りで、
様々な料理にもお使いいただけます！

※紹介している商品はすべて税込価格です。

タルトシトロン/
パティスリー QBG
（エキュート品川）
500円
はちみつでメレンゲを仕上げました。
はちみつとレモンの相性抜群なタル
ト。
※提供時間：9:00頃～

エキュート品川・品川サウス Information

東京の島々を船でつなぐ、竹芝客船ターミナル内にあるアンテナショップ「東京愛らんど」の品川駅初登場を記念し、
レモンフェア抽選会を実施します！

■「東京の島のものがあたる」レモンフェア抽選会

・期間 ： 6月7日（月）～6月27日（日）21日間

・抽選方法 ： レモンフェア参加ショップにてフェア商品を購入のお客さまにスクラッチカードを配布

・引き換え方法 ： スクラッチカードを「東京愛らんど」まで持ち込み、景品引き換えを行う

・景品内容 ： 下記参照

※スクラッチカードイメージ

小笠原
島レモン 小笠原島レモン

檸檬チーズかすてーら/
自由が丘 蜂の家
（エキュート大宮・品川）
1個 250円

タルトシトロン（小笠原レモン）/
ルコント
（エキュートエディション渋谷）
680円
ルコントの伝統的なレモンタルト。レモンク
リームにイタリアンメレンゲをのせた、すっき
りとした味わいのお菓子です。

まろやかなチーズと、小笠原産レモンのさ
っぱり爽やかな香り。しっとりふわふわに焼
き上げました。
※各日20個

Citreum(キトレウム) /
フラクタス
（エキュートエディション渋谷）
620円
さわやかな風味の小笠原レモンとミントを
合わせゼリーやブランマンジェに。初夏に
ぴったりな爽快感溢れる、見た目にも涼
やかなスイーツです。

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン

小笠原
島レモン
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Topic2 お買い物代行サービス『PickGo』が本格始動

CBcloud株式会社が提供するお買い物代行サービス『PickGo』を6月9日（水）からエキュート品川・品川 サウスに
て13ショップ60商品を対象に本格導入します。本サービスの導入により、コロナ禍でも気軽にエキナカ商品を購入しお
楽しみいただけます。ぜひご利用ください。

■サービスイメージ

※本サービスは、専用のアプリを通して提供されます。
※ドライバーとのマッチングが成立しなかった場合、注文がキャンセルになります。
※送料（代行料）は、商品点数や配送時間などにより変動します。550円～1,100円（税込み）
※別途サービス料が支払合計の5%かかります。
※店舗によってはレジ袋代がかかる場合があります。
※お支払方法はクレジットカード（一括）のみです。

コロナ禍で、通勤の回数が少なくなり、お出かけがしづらくなった方がたくさんいると思います。私も仕事以外で電
車に乗ることが少なくなって、エキナカのお気に入りのショップに立ち寄る機会が減りました。そのような中でも前のよ
うにエキナカのショッピングをより身近に楽しんで頂きたいという想いから、PickGoを導入することとなりました。
今はまだ13ショップ60商品の展開ですが、今後はお菓子やお弁当以外にも、お花や雑貨など幅広いアイテムを
気軽に購入して頂けるようにしていきたいと思います。

(株)JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー 営業部
エキュート品川 主任 植村美沙子

■担当者コメント・今後の展望

■導入商品一例

お客さま ドライバー ショップ

①エキュート品川・
品川サウスのケーキ
を買ってきて！

②送料800円で
買っていきますよ！

③ドライバーが通常の
お客さま同様にショップ
で商品を購入

④お客さまは商品と引き換えに
商品代金＋送料をドライバーに支払う

アプリ上でマッチング

■サイトURL
https://pickgo.town/



緊急事態宣言の発令により、エキュート・グランスタ各施設では以下の対応を行わせていただきます。

●今後の状況により、一部ショップで休業や営業時間を変更いたします。
●急遽、フェアの内容を変更いたします。
●詳細及び最新情報は公式サイトで確認をお願いいたします。

今後も、状況によっては「今こそLemonフェア」および対象店舗の一部休止などの対応を行います。
本件に関する最新情報は、公式サイトをご確認ください。

エキュート：https://www.ecute.jp/
グランスタ：https://www.gransta.jp/

※社名変更に伴い事務局名が変わりました。
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報道関係者からのお問い合わせ先

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーPR事務局(株式会社サニーサイドアップ内)※旧JR東日本リテールネットデベロッパーPR事務局

担当：王／佐々本／坂間

TEL：03-6894-3200 ／MAIL：pr_j-retaildvl@ssu.co.jp


