【NEWS LETTER Vol.12】

2019年3月5日（火）
株式会社JR東日本リテールネット

～春に向けて、各施設が様々なコンテンツを展開～
エキナカ商業施設 エキュート３月コンテンツ最新情報

Topic １.

日本橋にある鰹節専門店の老舗の新業態や、JA（全国農業協同組合連合会）が手掛ける初の
テイクアウト業態、そして新しいタイプの鮮魚店のお弁当専門店など・・・

エキュート品川 弁当・惣菜ゾーン「トラベラーズキッチン」大幅リニューアル！！
・・・３ｐ

・“うなぎパイ”で有名な春華堂から生まれたパイ専門店『coneri

品川』が、

初めて常設店をオープン！・・・４p

Topic ２.

各施設限定のスイーツが勢揃い！エキュート限定・さくらスイーツ情報・・・５ｐ

Topic ３. その他エキナカ最新情報・・・６ｐ
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、3月22日（金）、「エキュート品
川」1階の弁当・惣菜ゾーン「トラベラーズキッチン」をリニューアルオープン。今回は、新しくオープンする全6店舗をご紹介します。ま
た、春シーズン到来に先立ち、各施設イチオシのさくらスイーツをキュレート。このタイミングでしか味わえないグルメに、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. エキュート品川 弁当・惣菜ゾーン 大幅リニューアル
／エキュート品川 サウス 新店舗情報
3月22日（金）、「エキュート品川」 1階、弁当・惣菜ゾーン「トラベラーズキッチン」がリニューアルオープンいたします！
品川駅を拠点に忙しい日々を送るお客さまに向けた弁当・惣菜をさらに充実させ、毎日の食事のクオリティアップをお手伝いできる場所を目指し
ました。今回は、新しくオープンする全6店舗をご紹介します！

注目ショップ

日本橋だし場 OBENTO

みのりみのるキッチン

sakana bacca

＜新業態＞

＜新業態＞

＜施設初出店＞

鰹節専門店「にんべん」が手がける、
「日本橋だし場」から誕生したお弁当・お惣菜
の新業態。だしで炊いたご飯をベースに、
季節の食材を通してだしのうま味や香りが
楽しめる商品が揃います。「だし」の魅力を
最大限に引き出したメニューをお楽しみ下さい。

全農がプロデュースする、旬の国産・地産食
材を馴染みのあるメニューで楽しめる お弁
当・お惣菜の専門店。日本各地から選りす
ぐったお米に、お肉・野菜を盛りこんだ好きな
おかずが選べるチョイス型弁当をはじめ、
旬の野菜たっぷりのお惣菜などが並びます。

「魚を食べる」が楽しくなる、今までにない
鮮魚店。全国の漁港から、鮮度や質のよい
魚介はもちろん、季節の鮮魚を使った海鮮丼、
おもたせ、お酒に最適な珠玉の「おつまみ」も
取り揃えます。

＜おすすめメニュー＞-----------------------だし炊き込み膳弁当
1,500円（税込） ※エキュート品川限定
かつお節だしの魅力を楽しんでいただける、
季節限定のだし炊き込みご飯のお弁当です。

＜おすすめメニュー＞-----------------------国産牛豚鶏の肉ざんまい
1,500円（税込） ※エキュート品川限定
牛めし弁当、豚バラ味噌焼き弁当、鶏のたま
り焼を合わせた、肉づくしのお弁当です。

築地 竹若

肉卸小島

＜おすすめメニュー＞-----------------------季節のばらちらし
1,380円（税込） ※エキュート品川限定
魚屋の新鮮なネタを使ったばらちらし丼。
本鮪に旬の白身魚など、季節によって違う
味わいが楽しめます。

グッドモーニングバンコク

創業より30年、活魚や鮮魚を中心に和の
料理店を運営する「竹若」のテイクアウト
ショップ。豊洲市場より最も代表的な鮮魚
と言われる本鮪をはじめ、旬の素材を
豊富に取り入れます。

創業80年、肉の目利きに定評のある食肉卸の
老舗のお弁当専門店です。生産者を訪ねて
全国を駆け巡った経験をいかし、肉を吟味。
部位ごとの特性を最大限に引き出し、
美味しさを凝縮したお弁当が並びます。

朝から食べられるヘルシーな
タイカジュアルフードがエキナカに初出店！
食材にこだわった豊富なエスニックデリから、
季節に合わせたお弁当やサラダが登場。
ここに来れば食生活が健康的に。

＜おすすめメニュー＞-----------------------上にぎり
2,000円（税込） ※エキュート品川限定
マグロは竹若自慢の本鮪を使用。丁寧に
ふっくら炊上げた穴子や職人が厳選した
鮮魚の寿司をたっぷり盛り込みました。

＜おすすめメニュー＞-----------------------黒毛和牛サーロイン姿焼き弁当
2,480円（税込） ※エキュート品川限定
きめ細かな肉質で旨味たっぷり。最高級部位
のサーロインを贅沢な姿焼きに仕上げました。
きれいなバラ色は美味しさの証拠！

＜おすすめメニュー＞-----------------------蒸し鶏のせ生姜炊き込みごはん
カオマンガイ弁当
864円（税込）
香味野菜でマリネしてふっくら蒸し上げた
鶏肉に、鶏出汁の染み込んだライスベリーが
マッチしたタイの定番人気メニュー！

3

【“うなぎパイ”で有名な春華堂から生まれたパイ専門店『coneri 品川』が、初めて常設店をオープン！】
（エキュート品川 サウス）
パイ専門店の『coneri 品川』が初めての常設店をエキュート品川 サウスにオープン！
「手わざにこだわったパイの魅力を日本中に広げたい。」そんな思いを描きながら2017年に誕生した『coneri 品川』。
パイ職人の手わざで約1,000層にもなるパイは、粉そのものを味わうことができ、機械では生み出せないサクサク食感に仕上がりました。
新たな品川土産を発信する為に、ここ品川の地に『coneri 品川』が誕生します。
新しい味わい。新しい食べ方。新しい気分。 『coneri 品川』のスティックパイをお楽しみください。

【店舗名】

『coneri 品川』

【開業日】

3月26日（火）

【営業時間】 8：00～22：00（日・祝～21：00）

【商品紹介】

御殿山さくら
6本入756円（税込）
江戸時代、桜の名所として賑わい歴代
将軍も愛した｢品川御殿山｣。
桜葉の塩漬けが生地に練り込まれ、
さくらの香りがふんわり。
※期間限定： 3/4～4/21

ガーナ産カカオニブ
6本入1,296円（税込）
パイ生地にカカオパウダーを混ぜて練り
上げ、仕上げにカカオ本来の旨味が
味わえるよう、カカオニブをトッピング。
酸味、苦み、渋みのバランスがよい
ガーナ産カカオの風味を楽しんで。

米粉×こねり粉
10本入624円（税込）
米粉とこねり粉を6：４で掛け合わせ、
食べ応えのあるちょっぴり固めの食感に
仕上げました。

ベネズエラ産カカオ
6本入756円（税込）
ベネズエラ産カカオのナッツを思わせる
焙煎香と濃厚な旨味が特徴。

フランス産ミルク仕立て
6本入756円（税込）
フランス沿岸部で採れるミルクと
ほのかな塩味が特徴。

静岡産抹茶
6本入756円（税込）
静岡産抹茶が醸すほのかな苦みが、
抹茶好きにはたまらない。

※当店は、3/4（月）～3/25（月）まで、エキュート品川 サウス内にてポップアップショップをオープンします。
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Topic２. エキュート限定・さくらスイーツ情報

桜のフルーツショートケーキ

桜色★コパンダ

1台 1,296円（税込）
ドルチェフェリーチェ（エキュート上野）
ふわふわスポンジに桜あんをたっぷり絞り
生クリームに苺をトッピングし、優しい味の
桜パウダーで仕上げました。
※エキュート上野限定
※3/15（金）～4/7（日）限定販売

1個 420円（税込）
シレトコファクトリー（エキュート上野）
桜色に染まったシレトコドーナツ。
桜をバックにコパンダがほほえんでいます。
※エキュート上野限定
※3/15（金）～4/7（日）限定販売

シフォンサンド（さくら）
1個 320円（税込）
オッジ（エキュート上野）
桜香るふわふわシフォン生地に、なめらか
生クリームを絞りました。ほんのり加えた
桜塩漬けが隠し味です。
※エキュート上野限定
※3/15（金）～4/7（日）限定販売

桜のレアチーズケーキ

四季のかすてら 桜

桜いちごサンド

1個 600円（税込）
マダムブロ（エキュート京葉ストリート）
桜色の桜の香りが楽しめる春にぴったりの
ケーキをご用意しました。コーヒーとご一緒に
どうぞ。
※エキュート京葉ストリート限定
※3/15（金）～4/7（日）限定販売
※1日8個限定

1本 1,404円（税込）
ハナ シュンプウ（エキュート東京）
桜の葉をかすてら生地に練り込み、
ほっくりとした食感の黒豆かのこを入れて
焼き上げました。
※エキュート東京限定
※3/15（金）～4/7（日）限定販売

1個 648円（税込）
京橋千疋屋（エキュート品川サウス）
桜あん（葉入り）スポンジに桜花エキス入り
クリームで苺をサンドした見た目も可愛らしい
ケーキです。
※エキュート品川サウス限定
※3/15（金）～3/31（日）限定販売

さくらBOX

シフォンサンドホール 桜

デリース・フルール

1台 1,500円（税込）
オーヴォ（エキュート大宮）
ふわふわ桜色のシフォン生地に、桜クリームと
手亡豆、内側にわらび餅を忍ばせた春限定の
シフォンサンドです。
※エキュート大宮限定
※3/15（金）～3/31（日）限定販売

1個 540円（税込）
アンデリ（エキュート大宮）
サクサク食感が楽しいメレンゲの上に、あま
ずっぱいフランボワーズチョコガナッシュをのせ
生クリームで包みました。桜色のチョコレートが
春らしいこの時期限定のひと品です。
※エキュート大宮限定
※3/15（金）～3/31（日）限定販売

春の桜タルト

桜いちごミルフィーユ

栗あんババロア さくら

1台 1,404円（税込）
パティスリーアンドゥ（エキュート日暮里）
サクサクのタルトに口どけさわやかなチー
ズムース。桜あんを効かせたカスタードク
リームがアクセントです。

1個 680円（税込）
柿の木坂 キャトル（エキュート上野）
苺と苺のクリームをたっぷり重ね、桜の花びら
の形に仕上げました。
※品川 サウス、京葉ストリートでも取扱いあり
※3/15（金）～4/7（日）限定販売

1個 486円（税込）
小布施堂（エキュート立川）
風味豊かな栗あん、手作りババロア、桜風味の
淡雪羹の三層になった小布施堂ならではの
デザートです。
※3/15（金）～3/31（日）限定販売

1箱 942円（税込）
空いろ（エキュート品川）
この時期だけ限定の可愛らしい桜のBOXの中に、
空いろ人気定番商品の「たいよう」「つき」そして
今だけ限定の「つきさくら」を入れたセットBOXで
す。人気定番商品と、季節の限定商品が一度に
お楽しみ頂けます。
※3/15（金）～限定販売
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Topic３. その他エキナカ最新情報
【野菜を食べるお好み焼専門店“おこみ”が初出店！】（JR東日本 日野駅）
株式会社ホットランドのたい焼専門店「銀のあん」が、新ブランド『野菜を食べるお好み焼専門店“おこみ”』を併設してリニューアルオープン！
厚生労働省が目標値として提唱する1日の野菜摂取量「350g」のうち、約1/3が摂れる野菜たっぷりのお好み焼「豚玉」（420円税込）をはじめ、
店舗限定商品も展開します。
【店舗名】銀のあん / おこみ
【開業日】2月28日（木）
【営業時間】 10:00～21:00
【限定商品】
お好み焼「土方焼き」 500円（税込）
日野市が故郷である土方歳三の好物であった「たくあん」と「もち」をトッピングした商品。
土方焼き

【雑貨やアクセサリーの専門店“デイリーパナシュール”がエキナカに初出店！】（JR東日本 鴨居駅）
“いま必要なものを必要なときに”をキーワードに、シーズントレンドを取り込んだアクセサリーや雑貨を揃えています。
シーズンやイベントによって様変わりしていくニーズに応えるショップです。
【店舗名】デイリーパナシュール鴨居店
【開業日】3月28日（木）
【営業時間】 平日10：00～21：00／土日祝10：00～20：00
【オープン記念】
今年大人気のスカーフやこれからの季節にマストアイテムのストールが全て1,080円！
人気の刺繍やオーガンジーなど、豊富な種類を取り揃えておりますので、
是非お気に入りの一枚をみつけてみてはいかがでしょうか。
ストール/スカーフ 各1,080円（税込）

【JR東日本各駅の4会場でホワイトデー催事を開催！】
JR東日本池袋駅、秋葉原駅、新宿駅、上野駅の4会場でホワイトデー催事「THANK♡YOU WHITE DAY 2019」を開催！
4会場で合計12ブランドが出店します。
ベルギー生まれのマシュマロチョコ「BARU」や、魔法のようにすっと消える口どけの「ルタオ」の生チョコレート、パンのザクザク食感が楽しめる
「Ivorish」のフレンチトーストクッキーなど、自分でも食べたくなるようなラインナップが勢ぞろい。
今回は、みんな大好き！動物ギフトとして、会場毎に、クマやネコ、ペンギンやパンダをモチーフに したスイーツを販売いたします。

▲茶白猫さんのクッキー缶
（池袋会場）

▲ガトー デ ショコラ エ デ ビスキュイ
（池袋会場）

▲ぱ・ぱ・ぱ・ぱんだ
（上野会場）

①池袋会場<2019年3月8日～15日>…シルスマリア、YOU＋MORE!、AND THE FRIET など全6ブランドが出店
②秋葉原会場<2019年3月8日～14日>…BARU、アントステラ など全4ブランドが出店
③新宿会場<2019年3月10日～15日>…アンファン、東京ラスク など全3ブランドが出店
④上野会場<2019年3月10日～14日>…Ivorish、ルタオ、菓匠百選 など全5ブランドが出店
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