
【新ブランド店】

店舗名 業種 会社 特　徴

［Food］

アナナス ラ
パナデリーア

ベーカリー ㈱アナナスジャパン

欧州各国のパンを輸入し、数々のレストラン・ホテルに卸している
輸入商社アナナスジャパンが直営店舗を初展開。自信のクロワッサ
ン・ブレッツェルを中心に、欧州各国で金賞を受賞したパンをライ
ンナップ。

てとて
魚惣菜
練り物

味の浜藤㈱

鮮度抜群の魚を厳選し、化学調味料を一切使わず熟練した製法で丹
念に作り上げる魚惣菜専門店。京都の白味噌にじっくり漬け込んだ
西京焼き、国内産の鰻や、海の旨みが凝縮された練り物など老舗の
味を出来たてでご提供。

なか与 寿司 ㈱ちよだ鮨

伝統の技法をベースに、常に新感覚の寿司を提案する「ちよだ鮨」
の新ブランド。築地直送のネタを使った定番寿司に加えて、旬の魚
と野菜をコラボさせた「ヘルシーSUSHI」はecute大宮限定メ
ニュー。

Hot Deli
「ぱんこの台所」

洋惣菜
㈱ﾐｭｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｵ
ﾍﾟﾚｰﾀｰｽﾞ

新発想で飲食店を展開し、数々の話題を生んできたミュープランニ
ングが「Hot Deli」のテイクアウト店をプロデュース。吟味された
素材と、レストランで培った独自の調理発想で店内厨房からお届け
します。

［Sweets］

BUZZSEARCH 洋菓子 ㈱プレジィール

百貨店などで話題の「グラマシーニューヨーク」を手掛けるプレ
ジィールが新プロデュース。工夫を凝らした小さめのホールケーキ
は、味・質・デザインの三拍子が揃った一級品として様々な用途で
お楽しみいただけます。

フルローネ 洋菓子 ㈱シェ・コパン

花をキーワードにした新ブランド。フラワーアレンジメントに見立
てた生菓子「furu-tu･フルローネ」など、テーブルを飾る花のよ
うに人の心を優しくし、ちょっとした贅沢な時空間を創り出す
SHOPです。

BOBBY
JUCHHEIM

洋菓子 ㈱ユーハイム

日本で初めてバウムクーヘンを焼き上げた創業者カール・ユーハイ
ムの息子ボビーの名を冠した新業態。ボビーが子供の頃に日常食べ
ていたおやつをテーマに、新しいバウムクーヘンベースのスイーツ
をご提供。

MIG 洋菓子
㈱チーズケーキファ
クトリー

身体に優しく自然に近い素材と、世界中のチーズからそのケーキに
一番合うチーズを厳選。ecute大宮限定で“野菜や果物とチーズが
融合した素材のほのかな甘みが楽しめる”バータイプのチーズケー
キをご提供。

日本橋屋長兵衛 和菓子 ㈱日本橋屋長兵衛
江戸の文化・歳時記をテーマとした和菓子の新ブランド。伝統と新
しさ、和と洋が融合する創作和菓子として、ギフトでもご家庭でも
ご賞味いただける、匠の趣向を凝らした逸品をお届けします。

Cha Yu
中国茶
菓　子

日本緑茶センター㈱

日本人にはお馴染みの凍頂烏龍から、独特の苦・渋・甘の全てを持
つ大紅袍まで、中国茶を中心とした約70種類の世界のお茶をご用
意。お茶のお供も、生菓子を中心として新提案のアジアンスイーツ
もご提供。

［Cafe&Eat-in］

ku:fuku カフェ＆バー フラッグス㈱

4℃グループで「フラッグスカフェ」を運営するフラッグスが提案
するカジュアルカフェ＆バーの新業態。女性お一人でも立ち寄れる
オープンカフェで、仕事帰りの１杯と旬の食材を活かした創作メ
ニューをどうぞ。

Kobeya Stazzo
ベーカリー
(イートイン)

㈱神戸屋レストラン
神戸屋レストランの新業態。店内製造する焼きたてのパンに加え、
イタリアのBAR（バール）をイメージしたオープンキッチンでは
サンドイッチをお客さまの目の前で調理。イートイン席も併設。

PARK SIDE CAFE 飲食
㈱クリエイト・レス
トランツ

時代のトレンドを先取りした店舗を手掛けるクリエイト・レストラ
ンツが提案する“NYテイスト”のカフェ＆ダイニング。駅とは思
えぬテラススペースで、Day&Nightの時計に応じた多彩なメ
ニューをご用意。

今までのエキナカスタイルに『高品質』『高感度』を融合させるため、お取引先と試行錯誤を繰り返しながら長時間にわ
たる協同開発を行いました。ショップのベースとなるコンセプトから、商品・売場までの、すべてがまったく新しい個性
溢れるブランドが登場します。

'



店舗名 業種 会社 特　徴

［Goods&Service］

T.C.Factory
衣料品
雑　貨

㈱トランスコンチネ
ンツ

トランスコンチネンツの新業態。デイリーなアメカジをベースにト
ランスコンチネンツのクリエイションをプラスして、POPなパッ
ケージに包んだシャツ・パンツ・Ｔシャツ・雑貨などをご用意しま
す。

Fukuske transit 服飾小物 福助㈱

福助初の直営店。レッグ＆インナーウェアなどのデイリーアイテム
に加え、パッケージ商品やシーズンアイテム・小物など、365日
のデイリートランジットをテーマに毎日コーディネイトする楽しみ
をご提案。

can　meet
（キャミート）

服飾雑貨
㈱阪急ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
開発

百貨店でしか展開されていなかった、国内外の有名ブランドのハン
カチ・ソックスから、季節で移り変わるファッション雑貨、ヘアア
クセサリーまでを多彩に取り揃えた“キュートな大人の宝石箱”の
ようなショップが初登場。

GREEN CLINIC グリーン
㈱パーク・コーポ
レーション

青山フラワーマーケットが提案する“植物と過ごす生活”をテーマ
としたパーソナルグリーンショップ。商品販売だけでなく、ケアや
部屋に合ったグリーンのカウンセリングで初心者でもお気軽に楽し
めます。

jasmine
リラクゼー
ション＋

ビューティー

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾎﾟｰﾂ医学
研究所

リラクゼーションの「てもみん」とハイクオリティーな技術を提供
するリンパ系エステ「手のひら美顔」が、ネイルサロンを取り入
れ、ボディケア＋エステ＋ネイルを複合させた健康と美を意識した
新業態でエキナカに登場。

【エキナカ新業態店】　

店舗名 業種 会社 特　徴

［Food］

中国家庭料理 青山
希須林

中華惣菜 ㈱希須林

家庭的な味で人気の中国料理店「希須林」初のテイクアウト店。化
学調味料は一切使わず、野菜たっぷりのヘルシーな中華をベース
に、100種類以上のレシピをもつ職人が毎日毎時メニューを替え
てご提供。

［Sweets］

CAＦE VERY 洋菓子
(有)恵比寿プロジェ
クト

手作り感・出来たて感・素材の美味しさを重視し、自然の味にこだ
わりました。焼きチョコの販売やecute大宮限定８種類のパウンド
ケーキなど、ご利用に合わせたサイズてご提供。

PATISSRIE LES
PLANETES

洋菓子
(有)パティスリープ
ラネッツ

洋菓子W杯日本代表の実績を持つ山本光二シェフが腕を振るうパ
ティスリー。生菓子から焼菓子まで、最高の素材と技術で一つ一つ
心を込めて創りあげる見た目にも美しいスイーツが並びます。

hanafru 洋菓子 ㈱なかむら

銀座でも人気のフルーツ専門店「jus de fruit hana」の姉妹店。
フルーツそのままカットやフルーツタルト・絞りたてのフレッシュ
ジュースなど、フルーツ専門店ならではのアイテムを幅広くライン
ナップ。

［Cafe&Eat-in］

カレーショップ
トップス

カレー
(イートイン)

㈱トップス

赤坂のレストラン「Top's」のカレーが、カウンタータイプのカ
レー専門店としてエキナカに登場。インディアン＆ヨーロピアンの
2種類のソースをベースに、ビーフほかレストランの味をお楽しみ
いただけます。

［Goods&Service］

ｅ'LIBRO 書店 ㈱リブロ

クイックニーズに対応したマガジンショップ。出張や通勤途中に読
みたい週刊誌や話題の新刊モノの文庫本・注目書に加え、旅行を
テーマとしたコーナー設置で旅をより身近に楽しくサポートしま
す。

Papillonner cadet 服飾雑貨 ㈱パル

渋谷・恵比寿で人気のパピヨネが埼玉初登場。エキナカを行き交う
大人の女性に向け、アンティークな風合いのインポートアクセサ
リーやA4サイズを中心としたオリジナルのレザーバッグを展開し
ます。

お取引先と時間を忘れるくらい真剣な議論を重ね、今まで多くのお客さまに支持されてきた味やサービスを、エキナカス
タイルに進化させました。オリジナル商品の開発や個食パックでの販売など、商品や販売方法などについて駅を利用する
お客さまのニーズに合わせ、アレンジしています。

／



店舗名 業種 会社 特　徴

＋KIOSK 雑貨 東日本キヨスク㈱

従来のキヨスクが取り揃える日常アイテムに、毎日必要な“健康”
アイテムをプラス。人気のサプリメントを始め、シーズンごとの健
康アイテムなど毎日通る駅ならではの新しい健康習慣をご提案しま
す。

Verry Merry
BEANS

生花 ㈱日比谷花壇

花と緑のある心豊かな暮らしを提案するフラワーショップ。旬のお
花を気軽に楽しめるポップでキュートなブーケから、海外の花器・
雑貨まで、花を生活の中に上手に取り入れるグッズもご用意してい
ます。

event box 雑貨・食品
㈱JR東日本ステー
ションリテイリング

ファッションからライフスタイルまで、また埼玉県内にもスポット
を当て様々な角度から話題性の高いテーマを取り上げ、期間限定で
話題のショップやアイテムを紹介するecute大宮のイベントスペー
ス。

【関東初出店】

店舗名 業種 会社 特　徴

［Food］

いかり
スーパーマーケット

グルメ
スーパー

㈱いかりスーパー
マーケット

神戸芦屋を基盤に、美味しさと安心にこだわる高級グルメスー
パー。厳選素材を使用し、自社工場製造のパン・洋菓子・お惣菜・
お弁当や、世界各国で味・品質を見極めたワイン・パスタなど直輸
入商品が勢揃い。

［Cafe&Eat-in］

たこ焼割烹たこ昌
たこ焼

(イートイン)
㈱元祖たこ昌

「表面はカリッと、中身はとろけるような」食感で愛される銘店
「たこ昌」が、本場・大阪から関東に初出店。手作りにこだわった
冷凍保存の「たこ焼き」もお土産に最適。

花桐
うどん

(イートイン)
協商フード㈱

関西で行列のさぬきうどんの名店「はがくれ」が装いも新たに関東
に進出。麺は粉から合わせ、足で踏んだ自家製麺。打ちたて・茹で
たてに、とことんこだわっています。

【店舗ご案内】

店舗名 業種 会社 特　徴

［Food］

RF1（アール･エ
フ･ワン）

洋惣菜 ㈱ロック・フィールド

鮮度・健康・安全にこだわる惣菜のトータルブランド「RF1」。
人気のサラダメニューを中心に、素材と油にこだわった健康フライ
など、朝・昼・夜と時間で変える品揃えで駅に集うお客さまに健康
な毎日をご提供。

いなり専門店
「豆狸」

いなり 阪急食品工業㈱

大阪で絶大な人気を誇るいなり寿司専門店「豆狸」が埼玉初出店。
定番の「豆狸いなり」や旬の食材がぎっしりの「季節のいなり」な
ど、豊富な品揃えで女性でもお気軽に食べられる１口サイズが好評
です。

駅弁屋 旨囲門 駅弁 ㈱日本ﾚｽﾄﾗﾝｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ

従来の駅弁や人気のこだわり弁当に加えて、旅先でしか出会えない
旅情気分たっぷりの地方駅弁や大宮駅オリジナル弁当のほか、地方
名産おつまみなど、日常食べても楽しくておいしいお弁当をライン
ナップ。

おこわ 米八 おこわ ㈱米八東日本

旬の食材を使った、彩り豊かなおこわとお弁当を取り揃えた人気の
おこわ専門店。新潟産最上級のブランドもち米とうるち米を独自ブ
レンドで混ぜ合わせ、大事に研いで炊き上げるこだわり製法で仕上
げます。

京都・森半 日本茶 共栄製茶㈱

天保年間創業、日本茶発祥の地・宇治の銘店「森半」。老舗ならで
はの茶葉の量り売りや銘茶ギフトに加え、抹茶の香りが口の中にふ
んわりと香りが広がる人気商品“抹茶ソフトクリーム”や抹茶菓子
をご用意。

「関西地区で支持されてきた味を、ぜひ大宮のお客さまにも！」という担当者の熱い思いを語り続け、口説き落とした名
店ぞろい。

店舗開発の担当者自らが、全国津々浦々を歩き回り探し求めた逸品ぞろいの名店を、お客さまのエキナカでのご利用シー
ンを熟慮してラインナップいたしました。



店舗名 業種 会社 特　徴

銀座若菜 漬物 ㈱若菜

文政11年創業。添加物は一切使用せず、契約農家から取り寄せた
減農薬や無農薬栽培の野菜を使用したこだわりの漬物をご提供。
ecute大宮では、惣菜風にアレンジした彩り豊かでヘルシーな漬物
を限定でご提供。

神戸点心PAOPAO 点心 明治屋産業㈱

ホカホカの湯気と行列がトレードマークの人気No.1の点心専門
店。創業以来受け継がれる味と技術により、店内厨房で職人が１つ
１つ丹念に心を込めて作る点心は、口中に溢れるジューシーな肉汁
が人気の秘訣。

神戸コロッケ 揚げ物 ㈱ロック・フィールド

元祖コロッケ専門店だからこそ、じゃがいもを始めとした素材・作
り方・揚げたてにこだわります。人気の定番「ポテトコロッケ」か
ら土日祝日限定「ジャンボサイズコロッケ」まで新感覚のコロッケ
もご用意。

SAISON
FACTORY INC．

グロサリー ㈱セゾンファクトリー

取り揃えたジャム・ドレッシング・フルーツソースの数々は、全て
厳選された新鮮な素材を使用。自然の味そのままの生ジャムや、新
開発の自社培養で酸味のまろやかな「飲むヨーグルト」など逸品が
目白押し。

日本ばし大増 和惣菜 ㈱NRE大増

明治33年創業、浅草・日本橋に料亭を構えて以来百余年、老舗料
亭の味を継承する和惣菜専門店。四季の食材を使った旬惣菜と定番
の煮物は絶品。伝統の技を活かした折詰弁当は、今もなお愛され続
ける逸品です。

八王子一丁庵 豆腐 (有)豆匠たかち

武州多摩の豆腐専門店「八王子一丁庵」が埼玉初出店。良質な八王
子の地下水と選りすぐった国産大豆を100％使用して、職人が手
掛けたこだわり豆腐をご提供。ecute大宮では豆腐惣菜を限定販
売。

ビッグオーブン 鶏惣菜 ㈱アサヒブロイラー
コクのある味と香り、歯ごたえが良い新潟県産「越の鶏」を使用し
た「麻布あさひ」が手掛ける鶏惣菜店。人気の焼鳥のほか、厳選さ
れた新鮮な肉を独自の製法で仕上げた逸品の数々が並びます。

BAGLE & BAGLE ベーグル
㈱ドリームコーポ
レーション

本場アメリカから直輸入しているベーグル生地を使用し、併設の厨
房でヘルシーな焼きたてベーグルをご提供。「しっとり・もちも
ち」とした食感と口中に広がる旨味とほのかな甘みが幅広い年令層
に人気です。

VEGETERIA 生ジュース ㈱ロック・フィールド

野菜や果物をバランス良く手軽に摂れる生ジュースショップ。“き
れいなカラダ飲む野菜”をキーワードに、＜健康＞とそこから生ま
れる世代や性別を超えた＜美しさ＞にこだわり商品・サービス・情
報を発信。

PAUL ベーカリー
㈱レアールパスコ
ベーカリーズ

1889年、フランス北部の街で誕生したブーランジェリー。契約栽
培した小麦だけを使用し、厳選した素材と厳格に守り続けている創
業当時のレシピと製法で、フランス国内でも高い評価を受け続けて
います。

ほんのり屋S おむすび
ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱

お米は会津産コシヒカリ。アルカリイオン水で研ぎガス釜でふっく
らと炊き上げ、天然木サワラのお櫃に移し水分を調整。沖縄産天然
海水塩と一番海苔で具材を包み込んだ、素材の良さを大切にしたお
むすびです。

吉野・北山 ゐざさ
izasa

柿の葉寿司・
笹寿司

㈱中谷本舗

柿の葉寿司の老舗「ゐざさ」が埼玉初出店。日本近海の寒鯖と、大
和の名水で炊き上げた米を柿の葉で包み込んだ「柿の葉寿司」は、
建国記念日に橿原神宮より天皇陛下の勅使様への献上品となる伝統
の逸品です。

［Sweets］

Top's 洋菓子 ㈱トップス
上質な素材を使用したケーキの数々は、レストランのデザートでの
好評から単独のケーキショップにまで発展した人気の味。今回は
“ecute大宮限定ケーキ”も登場。

銀座
マキシム・ド・パリ

洋菓子 マキシム・ド・パリ㈱
ミルフィーユを始めとする生菓子からガレットなどの焼菓子まで、
日本初のフレンチレストラン「マキシム・ド・パリ」が素材を活か
し芸術の域まで高めたスイーツの数々をお届けします。

ロイスダール 洋菓子 ㈱ロイスダール

大正12年、日本で最初のチョコレートを手掛けた老舗の焼菓子は
上質感溢れる人気の味。バターたっぷりのリーフパイやチョコレー
トコーティングしたスポンジケーキなど、バラエティ豊かなアント
ルメをご提供。



店舗名 業種 会社 特　徴

赤坂柿山 和菓子 ㈱赤坂柿山

富山県の「新大正糯米」の風味・コク・香り・粘りを活かしたあら
れ・おかきの専門店。小袋から詰合せの化粧箱まで約20種類の品
を取り揃え、ご家庭からギフトまであらゆるシーンでお楽しみいた
だけます。

越前海鮮倶楽部 和菓子
(有)タキダエンター
プライズ

「たこから揚げ煎餅」や「いかそのまま焼」など、天然の旨味・風
味・素材をそのまま煎餅に仕上げた越前海鮮煎餅。海の幸の風味豊
な味をお楽しみいただけます。

菓匠右門 和菓子 (有)右門
“九里より旨い十三里”と言われた小江戸・川越のさつま芋。川越
の菓匠「右門」のお芋菓子は、有機農法で指定農家が丁寧に栽培し
収穫したさつま芋を贅沢に使った逸品が揃っています。

自由が丘 蜂の家 和菓子 昭和製菓㈱

和菓子の命・餡にこだわる人気の名店。五種類の餡をお楽しみいた
だける見た目にも愛らしい五色の一口サイズの「まゆ最中」をはじ
め、桜・栗・柚子などの季節の素材をふんだんに使った創作和菓子
をご提供。

ふるや古賀音庵 和菓子 ㈱富留屋古賀音庵

吟味した最高の原料で“自然の風味を活かした手作りの優しさと美
味しさ”を表現した古賀音庵のお団子。銘品「古賀音だんご」は、
徳島産和三盆糖や国産の黒胡麻をふんだんに使いながら丁寧に仕上
げた逸品。

和吉 和菓子 ㈲和吉

自然の素材と無添加こだわる甘味の和吉。豆かんからバラエティ溢
れるトッピングの「和吉あんみつ」まで、10種類の味をオリゴ糖
使用の白蜜、和三盆使用の抹茶蜜、黒砂糖使用の黒蜜でお楽しみい
ただけます。

［Cafe&Eat-in］

かにチャーハンの店
チャーハン
(イートイン)

㈱ヒットジャパン

蟹問屋直営かにチャーハンの専門店。ふんだんに使用した新鮮な蟹
とチャーハンの絶妙なコラボレーションがリーズナブルに楽しめま
す。TVチャンピオンにも輝いた味をダイナミックなパフォーマン
スでご提供。

Chowder's
スープ

(イートイン)
㈱エクスプレス

シアトルから日本上陸のスープBar。独自のレシピは、素材の厳選
とその切り分けに至るまでスープ専門店ならではのこだわりが。
Chowder'sの“食べるスープ”は、朝・昼そして夜食にも最適で
す。

パスタハウス
JINJIN

パスタ
(イートイン)

明星外食事業㈱
こだわりの生麺とオリジナルソースを提供するクイックかつライト
なパスタ専門店。約５分でお召し上がりいただける本格「茹でたて
パスタ」はエキナカでの新しいデイリーニーズにお応えします。

ほんのり屋
おむすび
(イートイン)

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾌｰﾄﾞ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱

東京駅で行列が出来る人気のおむすび処「ほんのり屋」。お米・
水・塩・海苔・具材にこだわったおむすびは常時12種類。お惣菜
や温かいお味噌汁もご用意し、イートイン席で一緒にお召し上がり
いただけます。

AＯcafe カフェ ㈱パシャート

お茶をベースにしたヘルシーメニューの数々は全てオリジナルレシ
ピ。抹茶ベースのティードリンクや、焙じ茶の茶飯とアボガドの
ハーモニーが絶妙なアボガドシュリンプ丼など人気のメニューが勢
揃い。

［Goods&Service］

AGILITY バッグ ㈱リベロワールド
プロの美容師も御用達のシザーバッグは、アタッチメントを付ける
ことで使い方のバリエーションが広がります。毎月の新作や約
2,000アイテムの中から週替りで常に旬なアイテムをご提案。

アメリカンファーマシー
ドラッグ
ストア

㈱住商ドラッグスト
アーズ

「Your Drugstore in Japan」をコンセプトに日本に“欧米の輝
き”をお届けしているアメリカンファーマシーが埼玉初出店。一般
薬から輸入菓子・サプリ・ステーショナリーまでPOPなアイテム
が一杯です。

45rpm＆
衣料品
雑　貨

ﾌｫｰﾃｨﾌｧｲﾌﾞｱｰﾙﾋﾟｰｴﾑ
ｽﾀｼﾞｵ㈱

ナチュラル感あふれる天然素材と、伝統的な匠の技が織りなす
45rpmならではのカジュアルアイテムは、時を経ることでしか得
られない自然な風合いが特徴。定番のデニムのほか、Tシャツ、ト
レーナーなど幅広く展開します。

LIBRO 書店 ㈱リブロ

立地にマッチした書籍業態を開発するリブロがエキナカで提案する
コンテンツは、忙しい毎日に潤いを与える心の癒し。各種書籍の
他、知的リラクゼーションに欠かせないコーナーが充実したブック
ショップです。

※業態開発中の3店舗を除き企画販売スペース「event　box」を含めた、66店舗を掲載。

／


