【NEWS LETTER Vol.7】

2018年10月18日（木）
株式会社JR東日本リテールネット

和菓子・洋菓子の人気店が趣向を凝らした、可愛いらしい秋の味覚をご用意！

エキュートイチオシ「ハロウィンスイーツ」１０選
Topic １. エキュートイチオシ「ハロウィンスイーツ」１０選・・・３ｐ
⇒かわいらしい“おばけ”和菓子・洋菓子が多数ラインナップ！旬なかぼちゃを使ったスイーツもぜひご注目ください。

Topic ２. 今年もいよいよ予約開始！エキュート限定クリスマスケーキ・・・４ｐ
⇒今年は全8館から、約140種のクリスマスケーキがラインアップ予定。その中から今回は、11月1日（木）から予約開始
が出来る、各施設オススメの商品を１つずつご紹介。その施設でしか手に入らない、選りすぐりのケーキとなっています。

Topic ３. 駅に受け取りカウンターを新設置！ネット予約限定おせち１１点がラインナップ
（エキュート品川）・・・５ｐ
⇒「たん熊北店」をはじめとする老舗名店の豪華おせちや、300の魚種を取り扱う鮮魚界の革命児「sakana bacca（サカ
ナバッカ）」のおせちは必見。

Topic ４. その他エキュート各施設最新情報・・・６ｐ
⇒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、弁当専門店「えさきのおべんと
う」が10月29日（月）オープン！

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）では、ハロウィンにぴったりのスイーツを
数多くご用意しています。今回は、各ジャンル別にキュレーションしてご紹介します。
また、いよいよクリスマスケーキの予約が11月1日（木）から開始します。シェフが丹精込めて仕上げたスペシャリテや、苺とベリーを
敷き詰めたレアチーズムースなど、エキュート限定の商品を今回は各施設から1つずつに絞り込みました。
その他、毎年恒例の「チーズWeek」や、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新店舗情
報、エキュート限定のおせち料理情報なども掲載しています。ぜひ、ご注目ください！
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【参考】
株式会社JR東日本リテールネットでは、デベロッパー事業としてエキュート大宮、日暮里、上野、東京、
京葉ストリート、品川、品川 サウス、立川、そしてマーチエキュート神田万世橋の9施設を運営しています。
年間利用者数は合計で6,300万人を超え、スイーツからデリ、レストラン、ファッション、雑貨、クリニックや
保育サービスまで合計約400ショップを運営しています。

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。
秋葉原駅徒歩4分の旧万世橋駅にある高架下商業施設。100年以上前に建設
された旧万世橋駅の遺構の一部を保存し今に残しています。2014年度には
グッドデザイン賞（グッドデザイン・未来づくり賞）、第12回ブルネル賞受賞。高
架橋の形状を生かしながらリノベーションした館内には、フォトジェニックなス
ポットも。飲食店やライフスタイルショップが軒を連ねています。
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Topic１.可愛いらしい秋の味覚をご用意。
エキュートイチオシ「ハロウィンスイーツ」１０選
“かぼちゃスイーツ４選”

プティパウンド ハロウィン

かぼちゃプリン

1箱 600円（税込）
ドルチェフェリーチェ
（エキュート上野）

1個 530円（税込）
パティスリーQBG（エキュート品川）

かぼちゃと紫いものパウンドケー
キにジャックとゴーストの可愛い砂
糖菓子をトッピングしました。

しっとりなめらか、はちみつとかぼ
ちゃの優しい甘みがぴったりな商
品です。
※販売期間：～10月31日

※販売期間：～10月31日

魔法のかぼちゃ

ハロウィン饅頭

1個 540円（税込）
イルフェジュール
（エキュート立川）

1個 180円（税込）
深川伊勢屋
（エキュート日暮里）

坊ちゃんかぼちゃをまるごと使った
かぼちゃプリン。皮ごとすべて食べ
られる季節限定商品です。

旬のかぼちゃを使ったかぼちゃあ
ん。おバケの顔の焼印が可愛らし
い人気のお饅頭です。

※販売期間：無くなり次第終了

※販売期間：～10月31日

“おばけ？スイーツ６選”

おばけ餅

キャスパー

目玉の水まんじゅう

1個 216円（税込）
菓匠 禄兵衛
（エキュート東京）

1個 500円（税込）
柿の木坂 キャトル

1個 540円（税込）
菓子匠 末広庵（エキュート品川）

ふわふわの滋賀羽二重餅で濃厚な紅芋
あんと食感のよいクルミを包みこんだハロ
ウィン限定のかわいらしい大福です。

レアチーズの中にかぼちゃのブリュレが
入ったハロウィン限定の可愛らしいおばけ
ケーキです。

目玉を表現した「水まんじゅう」を苺のソー
スで作った血の海に浮かべました。素朴な
味わいが特徴のハロウィン限定和菓子で
す。

※販売期間：10月19日～10月31日

※販売期間：～10月31日

※販売期間：～10月31日

（エキュート品川 サウス／京葉ストリート／上野）

※イベントスペース「プレミアムセレクト」に
て展開

ファントム

旬の果実のシフォンサンド パンプキン

黄栗のハロウィンティラミス

1個 648円（税込）
ダロワイヨ（エキュート品川／立川／日暮里）

1個 600円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮）

1個 1,728円（税込）
シーキューブ（エキュート品川／大宮）

ハロウィンのおばけをイメージしたキュートな
ケーキ。フランボワーズとフレーズのコンポー
トとチーズムースの組合せ。

紫芋のシフォン生地に、チョコチップを混ぜ
込んだパンプキンクリームをサンドした、見た
目も楽しいシフォンサンドです。

黄栗を使用した、秋らしい味わいとマスカ
ルポーネの組み合わせがベストマッチ。ハ
ロウィン限定のティラミスです。

※販売期間：～10月31日

※販売期間：～10月31日

※販売期間：～10月31日

※エキュート大宮限定

※エキュート品川はイベントスペース「プレ
ミアムセレクト」にて展開
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Topic２.今年もいよいよ予約開始！エキュート限定クリスマスケーキ
エキナカ商業施設エキュートでは、11 月1日（木）から、クリスマスケーキの事前予約受付を開始します。約140種類あるクリスマスケー
キの中から今回は、各施設オススメの商品を1つに絞り込んでご紹介。
また、本リリースに掲載している商品はすべて、「ネットでエキナカ」（JR 東日本が運営するショッピングサイトhttp://www.netekinaka.com）での事前予約購入が可能です。事前予約をしておくことで、ターミナル駅構内にあるエキュートで、クリスマス当日もス
ピーディーに受け取りが出来ます。ぜひご利用ください。
※予約期日などの詳細は、11月1日（木）以降、公式HPをご確認ください（https://www.ecute.jp/xmas/）。

エキュート大宮

エキュート日暮里

エキュート上野

エキュート東京

ヴェールピスターシュ

プレミアムBOX

クリスマスショートパンダ

ブール ドゥ ノエル

5,300円（税込） ※直径15cm
オーヴォ（エキュート大宮）

6,480円（税込）※12cm×15cm
パティスリーアンドゥ
（エキュート日暮里）

3,780円（税込） ※直径12cm
ブールミッシュ（エキュート上野）

5,400円（税込） ※直径15cm
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）

やわらかな口溶けのピスタチオ
ムースとチョコレートクリーム、洋
酒漬けのチェリーを組み合わせた
大人のケーキです。

クリスマス定番のブールミッシュの
ショートケーキに、ふわふわのパン
ダや苺をのせてかわいらしくアレン
ジしました。

※エキュート大宮限定30台

ベリーがたっぷりと乗ったレアチーズ
ケーキをチョコレートBOXでラッピング。
クリスマスのワクワク感を演出するサ
プライズケーキです。

※予約限定商品

※限定20台

※アルコール使用

※ネット予約可

※エキュート東京限定

※アルコール不使用

※ネット予約可

※エキュート上野限定
※ネット予約可

甘さ控えめのカスタードクリームの
上に彩り鮮やかなフルーツとオー
ナメントをイメージしたデコレーショ
ンが華やかなタルトです。

※アルコール不使用

エキュート京葉ストリート

エキュート品川

エキュート品川 サウス

エキュート立川

X’masショートケーキ

コフレ・ルージュ

ホワイトクリスマス

クリスマスリースルージュ

3,800円（税込） ※直径15cm
柿の木坂 キャトル
（エキュート京葉ストリート）

5,600円（税込） ※直径15.5cm
アトリエうかい
（エキュート品川）

5,940円（税込） ※12cm×12cm
京橋千疋屋
（エキュート品川 サウス）

4,700円（税込） ※直径18cm
ステーションカフェ バーゼル
（エキュート立川）

フレッシュクリームと苺をサンドした
一番人気のクリスマスケーキです。

お花の形のケーキにチョコやフ
ルーツを盛りつけたアントルメ。
カットするとハート形になりシェア
するのも楽しい！

選りすぐりの果物を敷き詰めた
ケーキをホワイトチョコの箱に閉じ
込めた、ギフトボックスのようなサ
プライズケーキです。

真っ赤なリースをイメージした爽や
かな甘さのクリスマスケーキ。木苺
と赤スグリのムースで、いちごジュ
レを包みました。

※エキュート品川限定

※エキュート品川 サウス限定

※エキュート立川限定

※限定100台

※限定30台

※限定25台

※ネット予約可

※ネット予約可

※ネット予約可

※アルコール微量

※アルコール微量

※アルコール微量

※ネット予約可
※アルコール微量
※エキュート上野でも取扱い有
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Topic３. 駅に受け取りカウンターを設置！ネット予約限定おせち１１点がラインナップ（エキュート品川）。
2018年10月17日（水）より、東日本旅客鉄道株式会社が運営するショッピングサイト「ネットでエキナカ」にて、おせちの予約を開始しました。お客さまのご
都合で受取日時を選んで受け取れるので、年末の忙しい時期にも宅配時間を気にする必要が無くなり、年末の帰省のついでに受け取ることもできます。
そして品川駅では、「ネットでエキナカ」初の試みとして、ネット予約したおせちの受け取りカウンターをエキュート品川に設けます。また品川駅に店舗を
持たないお店のおせちを、ネット予約限定で11点販売いたします。「たん熊北店」をはじめとする老舗名店の豪華おせちや、300の魚種を取り扱う鮮魚界
の革命児「sakana bacca（サカナバッカ）」のおせちは必見。今回は、そんなおせちの一部をご紹介します。
【おせちのネット予約および受取り概要】
販売サイト：「ネットでエキナカ」（http://www.net-ekinaka.com）
予約期間：2018年10月17日（水）～
受取期間：2018年12月30日（日）8：00～21：00／31日（月）9：00～19：30
受取店舗：品川駅「エキュート品川」
商品数：約20点（うちネット予約限定おせち11点）

注目①
京料理の名店 たん熊北店のおせち

注目②
近年のトレンド 2～3人向けおせち

京料理の名店「たん熊北店」のおせちがネット予約限定で登
場。厳選した素材を彩りよく盛り込んだ京風仕立ての逸品で
す。盛り付けの一箸一箸に風趣を凝らした老舗の味をお楽
しみください。

「なだ万」や「日本ばし大増」といった老舗の名店から、近年
人気の高い少人数で楽しめるおせちをご用意。各店個性を
生かしながら、見た目や素材が光る豪華なラインナップで新
年の特別感を演出します。

＜たん熊北店＞
熊座の冷凍和風おせち三段
（一番だし付） 31,320円（税込）

＜なだ万厨房 スタティオ＞
多久味
15,660円（税込）

伝統的な和風おせちを一品一品
吟味し、彩りよく盛り込みました。
質のよい素材を京料理の店らしく、
うす味で上品に仕上げています。

お正月に欠かせない料理に
「いくら」「雲丹和え」「ロースト
ビーフ」「蟹生姜煮」を加えた
豪華なおせち料理です。

※予約締め切り日：
2018年12月28日（金）
※限定5品

※予約締め切り日：
2018年12月25日（火）
※限定10品

注目③
こだわり派向けおせち

注目④
正月の食卓を彩る佳肴

こだわり派の方向けに、個性的なおせちもラインナップ。各
店が用意したひと味違った新年の楽しみ方もご提案します。

おせちだけじゃ物足りない、お正月ならではの贅沢。新鮮な
魚介を取り扱う「sakana bacca」では、かにや海煌漬をご用
意しました。ご家族やご親戚、親しい方たちと囲む迎春の食
卓に彩りを加える一品です。

＜sakana bacca＞
さかなおせち
10,584円（税込）
石川の名品黒カジキ昆布〆
や、金目鯛の幽庵蒸し、ズワ
イガニなど、厳選された魚介
類だけをふんだんに使った
魚おせちです。
※予約締め切り日：
2018年12月20日（木）
※限定30品

＜sakana bacca＞
生ズワイガニ棒
5,940円（税込）

＜sakana bacca＞
深浦海煌漬
8,100円（税込）

※予約締め切り日：
2018年12月20日（木）
※限定50品

※予約締め切り日：
2018年12月20日（木）
※限定20品
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Topic４. その他エキュート各施設最新情報
【「チーズWeek」を開催！ （エキュート東京・京葉ストリート） 】
11月11日はチーズの日！エキュート東京・京葉ストリートでは、11月1日（木）～22日（木）で「チーズWeek」を実施します。さまざまなタイプのチーズ
を楽しめるスイーツやフードメニューが揃います。期間中、『「おいしいチーズの食卓」プレゼント！』と題し、レシート応募でパン屋のビストロ「ラ・
テール・メゾン」のチーズランチペア招待券や、小岩井農場のチーズケーキセットが抽選で当たります。ぜひ、さまざまなチーズの魅力を存分に味
わってください！
【イベント名】 チーズWeek
【開催期間】 11月1日（木）～22日（木）
【代表商品】
《エキュート東京》
・「タルト オ フロマージュ」：ル ビエ ～プロデュイ パー ア ラ カンパーニュ～
／1カット 518円（税込）
・「匠のあんチーズタルト」：和楽紅屋／1個 216円（税込） ※エキュート東京限定
・「旬野菜かつ＆ヒレかつ弁当」：平田牧場／1折 1,150円（税込） ※エキュート東京限定
《エキュート京葉ストリート》
・「ダブルチーズケーキ」：柿の木坂 キャトル／1個 500円（税込）
・「たっぷりクリームチーズのトマト巻き」：東京京鳥／1本 480円（税込）
※エキュート京葉ストリートで1日20本限定販売（提供時間 10:00～）
・「サーモンクリームチーズロール」：魚力海鮮寿司 1個（8貫）590円（税込） ※1日20個限定（提供時間 10:00～）

【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、
弁当専門店「えさきのおべんとう」が10月29日オープン！（エキュート東京）】
【江﨑新太郎メッセージ】

料理人として食を通じておいしいという喜びをご提供していきたいという想いが強くありま
す。
一方で食は健康とも大きな結びつきがあります。
糖質を適切にコントロールしながらもおいしさがあれば健康という喜びもお届け出来るの
ではないかと考えました。また、保存料や着色料、化学調味料なども使わないで調理して
います。お弁当やお惣菜の種類も豊富に揃えています。多くの方に継続的に召し上がっ
ていただければ幸いです。
単においしさを求める時代からおいしい＋健康という新しい時代を創っていければと思い
ます。
【店舗名】

えさきのおべんとう

【開業日時】 10月29日（月）11：00
【代表商品】
・「彩り豊かな新懐石弁当」 1,296円（税込） ※写真上
・「鶏つくねと彩り野菜＋ごはん」 1,000円（税込） ※写真中
・「群馬のほたか鱒と大豆の炊き込みごはん弁当」 1,296円 ※写真下
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