
 

 

２００５年８月３０日 

  

ＪＲ東日本が推進する 21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」の一環として開発を進め

てきた品川駅構内のエキナカ商業空間「エキュート品川」の店舗が決定いたしました。 

 

エキュート品川は「駅構内開発小売業」という新しいビジネスモデルによるエキナカ商業施設として今

年 3 月に開業した大宮に続く 2 号店。運営は、㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング（代表取締役社長：

鎌田由美子）が行います。駅東口の大規模再開発や東海道新幹線の新駅開業など著しく変貌を遂げ、

当社管内では乗降客数が６番目のターミナル駅品川に、ワンランク上のプライベートスタイルを楽しんで

いただけるショップを集積した大人のための新しいエキナカ空間が誕生します。 

 エキナカという立地特性に合わせて新たに開発したオリジナル商品やブランド、２層吹き抜け空間に天

井のトップライトから自然光が差し込む開放感のある環境空間、クイックなニーズに対応するだけではな

くゆったりと自分の時間をすごしてもらえる本格的なレストランなど、従来の駅のイメージを一新し、新し

いステーションライフを提案します。また、Ｓｕｉｃａ電子マネー決済の全店導入で、よりスピーディーなお

買い物が可能になります。 

  今回取引先と新たに創り上げた新ブランドショップ７店、エキナカバージョンにアレンジした新業態店

舗１２店をはじめ、１,２階合わせて、全４６店舗の個性的な店がそろいました。 

 

■エキュート品川店舗一覧（☆印は新ブランド、○印は新業態） 

【１階】 

品川駅を利用するお客様に毎日ご利用いただけるデイリー性の高い食物販を中心に構成。 

『Ｆａｖｏｒｉｔｅ Ｓｗｅｅｔｓ』 １３店舗 

自分へのご褒美から大切な人への手土産まで、話題性のある高感度なスウィーツのゾーン。 

業種 主力商品

日本橋屋長兵衛 和菓子 まんじゅう/水羊羹
☆ 旬風　一期一会 洋菓子 ロールケーキ/プリン
BUZZSEARCH 洋菓子 シュークリーム/ロールケーキ

○ GRAND PLACE 洋菓子 チョコレート/エクレア
○ サザコーヒー コーヒー コーヒー豆/クッキー
和楽紅屋 和菓子 和楽（ワラスク）/和バウム
BOBBY JUCHHEIM 洋菓子 バウムクーヘン/ロールケーキ
シーキューブ 洋菓子 イタリアンスイーツ
ふるや古賀音庵 和菓子 餅菓子/生菓子
自由が丘　蜂の家 和菓子 最中/上生菓子
Top's 洋菓子 チョコレートケーキ/チーズケーキ
ダロワイヨ 洋菓子 マカロン
御門屋 和菓子 揚げまんじゅう/揚げもち

ショップ名

 

 

エキナカ商業施設第２弾 『ｅｃｕｔｅ（エキュート）品川』の店舗決定 

2005年10月1日（土） １０：００ グランドオープン 



『Ｖａｒｉｅｔｙ Ｍａｒｋｅｔ』 ８店舗 

イートインスペースを併設したベーカリーやフラワー、フルーツなど、毎日の生活に「賑わい」「華やかさ」

を添えるマーケットゾーン。 

業種 主力商品

SAISON FACTORY INC グロサリー 生ジャム/飲む酢
青山フラワーマーケット フラワー ギフトブーケ

☆ Mer Caspinne フルーツ・洋菓子 フルーツジュース/フルーツタルト
☆ she knows muffin マフィン マフィン
小麦と酵母　満 ベーカリー 天然酵母パン

☆ QBG LE PATISSIER TAKAGI 洋菓子 ハニー＆メープルスイーツ
PAUL ベーカリー 直焼きパン/デニッシュ

○ Chowder's Select Soup! スープ 和テイストスープ/クラムチャウダー

ショップ名

 

『Ｔｒａｖｅｌｅｒ‘ｓ Ｋｉｃｔｈｅｎ』 １３店舗 

エキナカにおける「買いやすさ」「食べやすさ」を追求し、｢トラベルニーズ｣を意識したデリシャスなデリゾ

ーン。 

業種 主力商品

☆ Ｐｉｚｚｅｔｔａ 洋惣菜 揚げピッツァ/コルネット
○ MADE IN JAPAN つばめグリル 洋惣菜 ハンブルグステーキ
☆ V Palette 洋惣菜 サラダ/フライ
○ 上海煎包記 点心 中華焼饅頭
沼津魚がし鮨 寿司 地魚にぎり
いなり専門店『豆狸』 いなり いなり寿司

☆ おにぎり処こんがりや おにぎり 焼きおにぎり/玉子焼き
とんかつ　まい泉 揚げ物 ヒレかつサンド/カツ弁当

○ なだ万　厨房　ＳＴＡＴＩＯ 和惣菜 懐石弁当
てとて 和惣菜 焼魚弁当/海鮮惣菜
田丸屋本店 漬物 わさび漬金印樽入
梅の花 和惣菜 豆腐しゅうまい
銀座若菜 漬物 漬物

ショップ名

 

 

【２階】 

本格的なレストランやこだわりの雑貨、サービスなど、品川ワーカーのライフスタイルを提案。 

『Ｐｒｉｖａｔｅ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ』 ３店舗 

毎日使うエキナカだからこそ、クオリティにこだわった高感度で本格的なレストランゾーン。 

業種 主力商品

○ Wanofu．品川 日本料理 創作和懐石
○ SITAARA DINER インド料理 カレー/ナーン/タンドリーチキン
○ Caffe Classica イタリアン パスタ

ショップ名

 

『Ｓｔａｔｉｏｎ Ｓｔｙｌｅ』 ５店舗 

「大人の遊び心」をテーマに、様々なこだわりのアイテムで編集した、デイリーを彩るゾーン。 

業種 主力商品

○ DOUGHNUT PLANT カフェ ベーカリードーナッツ
CONSOMME 服飾雑貨 アイウェア
Fukuske Transit 服飾雑貨 靴下/ストッキング
ACME 雑貨 ペン/カードケース

○ 丸善 書籍・雑貨 書籍/雑誌/文具

ショップ名

 

 

 



 

『Ｃｏｍｆｏｒｔ Ｃｌｕｂ』 ４店舗 

自分に環境にやさしいグッズ、サービスでさらに自分をリフレッシュ、ブラッシュアップするゾーン。 

業種 主力商品

ｃａｎ　ｍｅｅｔ（キャミート） 服飾雑貨 アクセサリー
○ Body Factory サービス リフレクソロジー/ボディリフレッシュ/ネイル
アイデクト（ＡＤＣＴ） サービス ジュエリーリフォーム
ＳＵＮ’Ｓ　ＣＯＵＲＴ 生活雑貨 ハーブティー/スパイス

ショップ名

 

 

『イベントスペース』  

エキュート品川では２箇所の企画販売スペースにおいて、テーマ編集や歳時記に合わせた独自性の高

い売場を期間限定で展開します。２階イベントスペース「Ｓｅａｓｏｎ Ｐｒｅｓｅｎｔ」では、モデルで女優として

も活躍中の「雅子」さんがセレクトした商品を販売する期間限定のショップが登場します。彼女の感性を

通して選ばれた上質感あふれるビューティ関連雑貨やオリジナル商品の数々、「雅子」的ライフスタイル

を提案します。（10/30（日）まで） 

 

【エキュート品川 オープニングイベント概要】 

① オープニングセレモニー 
１０月１日（土） ９：４５～１０：００ 

エキュート品川が新たに加わり、更に進化する品川駅。新たな扉を開く品川駅のエキナカを代表し

て、品川駅長他関係者によるオープニングセレモニーを実施致します。 

② 品川駅の新しいシンボル「オリジナル郵便ポスト＆０kmポスト」除幕式 
１０月１日（土） １０：２０～ 

生まれ変わった品川駅の新たなシンボルとして、国鉄時代に活躍した荷物兼郵便車“クモユニ” 

をイメージした形に、東海道線の湘南色で仕上げをしたオリジナル郵便ポストを設置します。また、

０km ポストは、鉄道路線の起点を示す標識で、品川駅は山手線の起点の駅であることから、駅の

シンボルとして併せて設置します。鉄道発祥の地「品川」を表現するこの新しいオブジェの新設を記

念して、除幕式を実施します。 

③ ＴＯＫＹＯ ＦＭ 「坂上みきのＢｅａｕｔｉｆｕｌ」 Ｏｎｅ Ｄａｙ ｓｐｅｃｉａｌ 品川駅公開生放送 
１０月３日（月） １３：００～１６：００ 

働く２０代の女性とリアルなクチコミでコミュニケイトするＴＯＫＹＯ ＦＭの人気番組「坂上みきの 

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」を品川駅特設ブースから公開生放送。番組内ではエキュートをはじめ、ディラ、アトレ、

ルミネ・ザ・キッチンと、品川駅おすすめスポット・商品をレポートします。  

④ オープニング限定記念商品＆プレゼント                           【別紙参照】 
１０月１日（土）～１０月１０日（祝） ※店舗により異なります。 

「Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓｅｌｅｃｔ」をコンセプトに、各ショップ限定の商品をラインナップ。オープニング

にふさわしいプレミアム感や期間限定の特別商品などを提供します。 

⑤ 「粋なグラス」プレゼント 

１０月８日・９日・１０日の３日間に、エキュート内で総額２千円以上お買い上げのお客様先着７００名

に、「粋なグラス」をプレゼント。 

 

 



【エキュート品川の概要】 

 所在地     東京都港区高輪３－２６－２７ 
 開発面積    約５，３００㎡（既存コンコースの改良面積等含む） 
 店舗面積    約１，６００㎡ 
 店舗数     ４６店舗（企画販売スペースを除く） 
 売上想定    年間 約３５億円    
 ストアコンセプト ： 「プレミアム・プライベート」 
品川駅のボリューム層である２０代から３０代のビジネスマン・ビジネスウーマンをコアターゲットに、

快適にプライベートタイムを過ごすことができるMDを展開します。女性が一人でも気軽に本格的な料理

が楽しめる「プレミアムダイニング」、品川駅の特性を踏まえ複数の取引先と協同開発した「オンリーワン

のコラボショップ」など、スウィーツ、デリから雑貨、サービスまで幅広いショップを編集します。 

 環境コンセプト ： 「Ｊ－スタイルテラス」              
多くの人が行き交う駅構内に、自然や時間の移り変わりを感じることができる場所を、駅の中のテラス

空間と捉え、品川宿に由来する日本古来の感性を現代風にアレンジした「Ｊ-スタイルテラス」を環境コン

セプトとしました。 “Ｊ”は「Japan」（洗練された日本固有のスタイル）、「Jolly」(楽しさ、気持ちよさを追求

するスタイル)、「Junction」(交通の結節点、並びに文化と時代の交差するスタイル)を表し、駅にいること

を忘れてしまう、朝から夜まで楽しめるテラス空間を創造します。開放感のある吹き抜け空間「水の音

（みずのね）広場」には、水が流れる水盆（すいぼん）を設置し、心を癒す憩いの環境を演出します。 



【参考資料】　「ecute品川」ショップの特徴とオープニング特別企画　　　※金額はすべて税込み

特徴 オープニング特別企画

日本橋屋長兵衛

現在の菓子の基礎が完成した江戸時代、当時流通の起点であった
「日本橋」の文化・歳時記を和菓子で表す総合和菓子ブランド。
伝統と新しさ、和と洋が融合し、匠の趣向を凝らした創作和菓子
をお届けします。

「のの字たると（黒糖）」（￥1,000）１日限定１
０本　10/5(水）迄。外側は米粉を使用し、ふっく
らと焼きあげた抹茶生地と、大納言小豆を使用した
粒餡。防衛上渦状構造になっていた江戸城の姿をお
菓子に。

☆ 旬風　一期一会

プレシアグループと 洋菓子界の巨匠、牧野眞一（ムッシュマキ
ノ）氏が、総合プロデュースする新ブランド。「和・洋・牧野眞
一の３つの心」が出会い、「和と洋のフュージョンスウィーツ」
を提案します。

「パウンドケーキ　深抹茶」（￥1,260）１日限定
100個　10/10（月）迄。京都、宇治抹茶をふんだ
んに使用した、香り高いしっとりした大人のスイー
ツ。

BUZZSEARCH

ハイクオリティな商品と斬新なデザインで人気のスウィーツ
ショップ。工夫を凝らしたエキナカサイズのホールケーキや、出
来立てをお届けするシュークリームは、味・質・デザインの三拍
子が揃った一級品です。

10/10（月）迄の期間限定商品「ピグレット」
（￥1,050）、なくなり次第終了。かわいい子豚を
イメージしたふんわり軽いチーズスフレ。こくのあ
るチーズにはちみつを合わせた優しい甘さのお菓子
です。

○ GRAND PLACE
人々に感動を提供するベルギーチョコレートのスペシャルカンパ
ニー「グランプラス」が直営店舗を初出店。自慢のボンボンショ
コラ、オリジナルエクレアをご賞味ください。

①「ロゼ　シャンパーニュ」1600年代まで歴史を
遡るシャンパーニュ“ルネ・ジョフロワ”
（￥2,100）１日限定50個。10/10（祝）迄。
トートバック付き。②お買い上げのお客様全員に
「キャレ・ド・ショコラ」プレゼント。10/7（金）
迄。

○ サザコーヒー

全国のコーヒー通の間で常に高い評価を得る、ひたちなか市の自
家焙煎コーヒー専門店。コロンビアの自社農園で丹精込めて栽培
した、そして世界の生産地で直接買いつけた逸品をぜひお確かめ
ください。

国際オークションNo.1「グアテマラ2005」
（￥2,600）グアテマラ国立コーヒー協会による
コーヒー豆コンテストで2005年1位の生豆をオーク
ションで獲得。クリーンな味とコク・最高のフレー
バー。なくなり次第終了。

和楽紅屋

フランス菓子界に革命を起こし続けるカリスマパティシエ、辻口
博啓氏が打ち出す、新感覚の和スウィーツ専門店。素材や食べ方
を追及した究極の「和楽（わらすく）」、厳選した和の素材を活
かしたスウィーツが登場します。

「和楽紅屋エキュートオープニングプレゼント」定
番人気の和楽（わらすく）３種と辻口シェフオリジ
ナル加賀棒茶のお楽しみセット。１日限定30セッ
ト。10/7（金）迄。

BOBBY JUCHHEIM
創業者カール・ユーハイムの息子ボビーの名を冠したユーハイム
のエキナカブランド。ボビーが幼少時代に食べていたおやつを
テーマに、大人のための“おやつギフト”をお届けします。

①「オープニングパック」（￥1,260～￥1,575）
代表商品ボビーバウムを始めバウムクーヘンス
ウィーツを集めたお試しセット。限定200個。②
「バウムクーヘンストラップ」￥1,575以上お買い
上げでプレゼント。1日限定100名。10/3(月）
迄。

シーキューブ

イタリアの洗練されたデザインをお菓子の世界にとり入れた大人
の香り漂うブランドです。イタリアの素材をふんだんに使ったコ
ンテンポラリーなお菓子は、大切な方へのギフトとしても、お喜
びいただけます。

「マローネ　エ　メーレ」売切れ次第終了。キャラ
メルクリームの２段のスポンジの上の層にキャラメ
リゼしたマロン下の層にはキャラメルで煮たリンゴ
をサンドし、ポンシュをコーヒーシナモン味に。
10/10(月）迄。

ふるや古賀音庵

幡ヶ谷「ふるや古賀音庵」が、定番の古賀音だんごに加え、エキ
ナカオリジナル商品「古賀音餅」と「古賀音せんべい」を創作。
黒胡麻をたっぷり使用し、気の利いた「おもたせ」として大人気
です。

①「わらび餅」国産の黄な粉をたっぷり使用。1日限
定50個。10/10（月）迄。餡は黒糖使用。（エ
キュート品川限定）②お買い上げのお客様に「古賀
音せんべい」5枚入プレゼント。１日限定50名。
10/7（金）迄。

自由が丘　蜂の家
自由が丘に本店を構える和菓子の銘店。桜・栗・柚子などの季節
の素材をふんだんに使用し、見た目にも美しい洗練された創作和
菓子が自慢です。

「ころころ栗どら」（１篭３個入￥600）１日限定
50篭。10/10（月）迄。コロコロと篭からころが
り出そうな愛らしさ。栗の形に焼き上げたふわふわ
の皮の間に栗あんをたっぷりはさみました。檜葉を
添えた手つき篭入り。

Top's
チョコレートケーキといえば、「Ｔｏｐ’ｓ」。オーガニック
シュガーなど厳選した素材と手作りにこだわった商品は、根強い
ファンが多い定番の逸品です。

「ヘーゼルナッツケーキ」（￥1,500）なくなり次
第終了。香ばしい風味のヘーゼルナッツクリームと
チョコレートクリームをサンドして焼き上げた香ば
しい風味。

ダロワイヨ
フランス王家の食膳係として歴史を刻んできた美食の名店。「マ
カロン」を始め、ダロワイヨが発祥のチョコレートケーキ「オペ
ラ」などフランスのスペシャリテを創り続けています。

「オペラギフト」（￥1,050）1日限定100個。
10/10（月）迄。ビスキュイジョコンドとコーヒー
クリームをサンドし、薄くチョコレートを敷いたオ
ペラはダロワイヨ発祥のケーキ。

御門屋
創業５０年の伝統と味を守る揚菓子専門店。独自にブレンドした
新鮮なサラダ油で揚げた名物「揚げまんじゅう」は、香ばしい生
地とまろやかな餡が醸し出す風味豊かな逸品です。

お買い上げのお客様にお菓子の小箱（揚げ饅頭プ
レーン１個・揚げまんじゅうごま１個・揚げ餅塩味
40ｇ入）をプレゼント。１日限定500個。10/5
（水）迄。

ショップ名
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特徴 オープニング特別企画ショップ名

SAISON FACTORY INC
「セゾンファクトリー」とは「旬の工場」を意味し、日本の四季
が生み出す最高の素材に、愛情と手作りの技術を注ぎ、おいしく
安全な商品を山形県高畠町からお届けします。

￥2,000以上お買い上げのお客様にオリジナルス
カーフプレゼント。先着200名。10/7（金）迄。

青山フラワーマーケット
「プライベートでデイリーなお花」がコンセプト。ライフスタイ
ルに合わせ、またエキナカならではの商品を取り揃え、フラワー
のある豊かな生活を提案します。

カサブランカ（￥1,575）なくなり次第終了。産地
を厳選し“香りの高さ”“花の白さ”“大きさ”3つ
の条件が揃った究極のカサブランカ。

☆ Mer Caspinne
見た目も美しく、カラダにも嬉しいフレッシュジュースとフルー
ツをふんだんに取り入れたデザートが、テーブルを色彩豊かに彩
ります。みずみずしい旬のフルーツをお楽しみ下さい。

オープニング期間限定メニュー「赤ブドウとカスピ
アのヨーグルトドリンク」を提供。10/10（月）
迄。

☆ she knows muffin
「ベーグル＆ベーグル」が立ち上げるマフィン専門店。厳選素材
と低カロリーの植物油脂使用にこだわり、ヘルシーな日本人好み
のマフィンに仕上げました。

6個以上お買い上げのお客様にお好きなマフィン1個
プレゼント。各日先着100名。10/7（金）迄。

小麦と酵母　満

個性的で和テイストな「商品と店舗デザイン」で人気を誇る三軒
茶屋の「濱田家」がプロデュースする天然酵母のベーカリー。菓
子パンからひじきや高菜を使った惣菜パンまでバラエティあふれ
る商品を取り揃えています。

「豆ぱん」（￥150）１日限定100個。10/7
（金）迄。素朴な甘さの生地に少し塩気のある赤え
んどう豆をたっぷり練りこみやわらかく焼き上げた
和素材のパン。

☆
QBG
LE PATISSIER TAKAGI

日本を代表するパティシエ高木康政氏と、ナチュラルスイート
メーカーのパイオニア、「クインビーガーデン」のコラボショッ
プ。ハチミツやメイプルなどのナチュラル素材を高木シェフが独
創的な発想でプロデュースしました。

「クラシックショコラ」（￥2,000）１日限定20
個。最高級のチョコレートを使用した濃厚で贅沢な
チョコレートケーキ。別添のメープルシロップをお
好みでかけるとより深い味わいに。

PAUL

独自に契約栽培した極上の小麦粉「カン・レミ」だけを使い、創
業当時のレシピと製法を厳格に守り続ける１８８９年創業の老舗
で、本場フランス国内でも高い評価を受けています。テイクアウ
トのほか、心地よいオープンデッキでの軽食も、お楽しみ頂けま
す。

オープニング特別セットメニュー（クロワッサン+ド
リンク）を420円で提供。10/10（月）迄。

○ Chowder's Select Soup!

クラムチャウダーなど、本場シアトルの具沢山スープが評判の
「チャウダーズ」が新しいコンセプトショップに挑戦。定番のシ
アトルスープに加え、よりヘルシーな和テイストのスープもライ
ンナップに加わりました。

￥1,000以上お買い上げのお客様にオリジナルマグ
カッププレゼント。1日限定15個。10/7（金）
迄。

☆ Ｐｉｚｚｅｔｔａ

“XEX”を手がけるワイズテーブルコーポレーションがエキナ
カ初出店。もちっとした食感が魅力的なナポリピッツァなどサル
ヴァトーレ氏がプロデュースする本場のイタリアンを、気軽にお
楽しみください。

10/3（月）迄、期間限定のオリジナルピザを提供

○
MADE IN JAPAN
つばめグリル

「ハンブルグステーキ」でおなじみ「つばめグリル」の惣菜専門
店。素材の持ち味を活かすため、添加物を一切使わない
「100%手作り」の料理を、レストランの味そのままにテイク
アウトでご賞味いただけます。

「ハンブルグステーキとコロッケのお弁当」
（￥945）なくなり次第終了。国産、一頭丸ごと買
いの牛豚肉使用。新潟コシヒカリ、北見のジャガイ
モで作ったコロッケと一緒に。

☆ V Palette

「日本の大地に感謝して」をコンセプトに、国産素材を中心とし
た四季を感じる野菜や食材を使用。素材の色・味をそのまま引き
出す調理法と、エキナカならではのパッケージにより、オリジナ
ル洋惣菜ショップが実現しました。

「チーズ・ミート・コーン・カニ」（￥180）１日
限定160個。10/8（土）迄。“どっちの料理
ショー”で特選素材に選ばれたこともある真っ赤な
表皮と黄金色の果肉で独特の甘みを持つ北海道
“レッドアンデス”をコロッケに。

○ 上海煎包記

上海点心厨士直伝の　「生煎包（サンチェンパオ）＝上海焼き饅
頭」　をはじめとした、エキュート品川オリジナル点心ショッ
プ。店内厨房でお作りした、本場上海で親しまれている味を皆様
にお届けします。

「手作り海鮮餃子」（￥150）1日限定300個。
10/7（金）迄。湯練りのもちっとした本格皮にたっ
ぷりの豚肉・海老・貝柱を入れた手包みの餃子。

沼津魚がし鮨
沼津魚市場のセリ権を取得しているため、駿河湾の地魚など沼津
港直送のネタをリーズナブルにいただける「沼津魚がし鮨」のテ
イクアウト専門店が東京初上陸。

沼津直送新鮮地魚デカネタ握り（２個￥250～）
10/3（月）迄。その名の通り、沼津魚市場から直送
される新鮮な地魚を通常の倍の大きさで提供。お好
きなネタを選んで２個ずつ販売。

『
V
a
r
i
e
t
y
 
M
a
r
k
e
t
』

『
T
r
a
v
e
l
e
r
'
s
 
K
i
t
c
h
e
n
』

☆印は新ブランド、○印は新業態



特徴 オープニング特別企画ショップ名

いなり専門店『豆狸』
大阪で圧倒的な人気を誇るいなり寿司専門店。女性でも気軽に食
べることのできる一口サイズで、食事、お土産としてだけでな
く、小腹みたしとしても好評です。

「黒豆狸」（￥105）１日限定300個。10/10
（月）迄。通常定価￥126の商品。黒糖を使ったい
なり揚げ。揚げの色は黒色で見た目はインパクトが
ありますが、やさしい甘さのいなり寿司。

☆ おにぎり処 こんがりや
あつあつの「焼きおにぎり」や、季節の具材を炊き込んだおにぎ
りなど、おにぎりのおいしさや楽しさを徹底的に追求した専門
店。相性のよい「玉子焼き」もあわせてご賞味ください。

「秋の味覚お試しセット」（￥500）1日限定100
セット。10/10（月）迄。大粒の栗を使った栗ごは
んと香り豊かな松茸ごはんのおにぎりに特製カニ玉
子焼と松茸玉子焼きを添えて。

とんかつ　まい泉

「箸で切れるやわらかなとんかつ」でおなじみまい泉。かつ・
ソース・パンが三味一体となった「かつサンド」を中心に、とん
かつ弁当やかつ丼などをラインナップに加え、より食べやすさ・
お求めやすさを重視しました。

お弁当お買い上げのお客様にウーロン茶プレゼン
ト。１日限定100名。10/3（月）迄。

○ なだ万　厨房 STATIO

天保元年の創業以来、常に日本料理の正道を守り、その時代に
合った味とスタイルを希求しつづける「なだ万」。吟味した季節
の素材と調理人の技が生み出す伝統の味わいをエキナカスタイル
で提案します。

オープン記念弁当（￥2,100）１日限定30個。
10/10（月）迄。松茸御飯と季節のお惣菜のなだ万
記念弁当。

てとて

つくり手とお客様の手をつなぐ「てとて」は、素材本来の味を提
供する、魚中心の和惣菜・弁当専門店。素材を活かした西京焼や
国産のうなぎを使用したうな重など、「できたて」の惣菜・弁当
をお届けいたします。

「銀鱈西京焼二段弁当」（￥2,000）１日限定10
折。10/10（月）迄。銀鱈西京焼きと松茸ごはんが
入ったお弁当。ひとつひとつ異なる柄の巾着に入っ
ているので好きな柄を選べる。

田丸屋本店
明治8年創業、わさび漬の老舗です。安倍川上流、富士山麓で自
家栽培したわさびを、伝統の技で仕上ました。日本独自のわさび
文化をご堪能いただけます。

お買い上げのお客様にオリジナルキーホルダープレ
ゼント。１日限定20名。10/3（月）迄。

梅の花

京都伏見で一つずつ心を込めて作られる豆腐は、北海道産の大豆
「トヨマサリ」や「塩田天日塩」など、吟味された素材から作ら
れています。四季折々の旬の素材を組み合わせた「和懐石」をご
堪能ください。

お買い上げのお客様に「おから茶」１日先着100
名。10/3（月）迄。美白、美容効果バッチリのイソ
フラボンを含んだヘルシードリンク。

銀座若菜

1828年（文政11年）創業。「漬物本来の味」を大切にするた
め、素材にこだわり、国内の契約産地から取り寄せた安全な野菜
を、自然塩と昆布や鰹節などの天然の調味料で仕上げました。

「しらす干し・山椒入りおからふりかけ」お買い上
げのお客様にプレゼント。1日限定100個。10/5
（水）迄。食物繊維が豊富なおから使用の漬物ふり
かけの新商品。発売前に先行プレゼント。

○ Wanofu．品川

大胆かつ斬新な発想で、本格懐石料理がカジュアルに楽しめる
“tokyo－style”の日本料理店。従来の日本料理の概念を打ち破
り、世界各国の素材を、若さ溢れる感性で和風にアレンジする新
感覚のレストランです。

季節の食材を使ったオープニング期間限定メニュー
が登場します。

○ SITAARA DINER

「インドの五ツ星ホテルの完成された味」と「オベロイ家の素材
を活かした繊細な味」をテーマに、本格的で神秘的なインド料理
を表現する南青山「シターラ」のエキナカ業態。素材とスパイス
の絶妙なバランスを、お楽しみ下さい。

お召しあがりのお客様にオリジナルブレンドマサラ
チャイ（茶葉30ｇ）プレゼント。なくなり次第終
了。

○ Caffe Classica

厳選素材の魅力を最大限引き出す、麻布の「アロマフレスカ」の
エキナカ業態。エキナカであることを忘れてしまうような空間
で、原田慎次シェフがプロデュースする斬新なイタリアンをお楽
しみ下さい。

オープニング期間限定メニューが登場します。
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特徴 オープニング特別企画ショップ名

○ DOUGHNUT PLANT
天然素材のみを使用したＮ．Ｙ生まれのドーナッツカフェ。バニ
ラフレーバーのレギュラードーナッツが人気。新メニューのベー
グルや豊富なドリンクメニューもご用意しています。

缶バッチ＆オリジナルドーナッツシールをお買い上
げのお客様にプレゼント。なくなり次第終了。

CONSOMME
「もっとメガネを楽しみたい」という方に向け、デザイン性と機
能性を重視した個性豊かな商品を豊富に取り揃えています。気軽
に試着して、楽しく選ぶことができるアイウェアショップです。

①「CONSOMME　VANILLE」（￥22,050～
￥25,200レンズ付）チタニウムフレームのビジネ
ス向けエキュート品川先行販売。②メガネ・サング
ラスお買い上げのお客様にオリジナルキーホルダー
プレゼント。なくなり次第終了。

Fukuske Transit

老舗「福助」ならではの素材・品質にこだわったレッグウェア
ショップ。ギフトに贈りたいプレステージブランドから、自分使
いのデイリーアイテムまで、幅広い品揃えでワンランク上のコー
ディネートを提案いたします。

お買い上げのお客様にオリジナルトートバックプレ
ゼント。１日限定100名。10/3（月）迄。

ACME

５０名以上に及ぶ世界的なデザイナーや建築家とのコラボレー
ションから生まれた個性豊かなデザインのペン、カードケース、
ネクタイの数々。日常的に使うからこそスタイリッシュなデザイ
ンをお楽しみ下さい。

￥20,000以上お買い上げのお客様にペンシルセッ
ト（12本入り、ケース付）プレゼント。なくなり次
第終了。

○ 丸善

ちょっと立ち寄るだけでワクワクさせるブック＆ステーショナ
リーショップです。ベストセラーや話題書のほか、機能性とデザ
イン性を重視したペン・ノートや地球儀などのホビー系雑貨を揃
え、大人の遊び心をくすぐります。

お買い上げのお客様全員に「万年筆物語メモ」をプ
レゼント。先着5000名。10/7（金）迄。

can meet（キャミート）
毎日の通勤スタイルに活躍するアクセサリーを中心に、小物やヘ
アアクセサリーも全て「アクセサリー感覚」でセレクト。会社帰
りに毎日寄り道したくなるショップです。

①レザーミニポーチ（￥6,300）10個限定。牛革と
ポニー革のコンビ使い。バッグの持ち手やデニムの
ループにつけて。②￥5,000以上お買い上げのお客
様にルームアクセサリー進呈。なくなり次第終了。

○ Body Factory

ボディリフレッシュ、リフレクソロジー、ネイルケア等、気分に
合わせて選べる多彩なメニュー。ストーンセラピーも加わり、自
然治癒力を高めながら頭の先からつま先までトータルの美しさを
引き出します。

「ecute品川プレミアムコース（120分）」
（￥13,650）10/31（月）迄。リフレクソロジー
+ボディリフレッシュ+ホットストーンセラピー。ボ
ディファクトリーを堪能していただくコース。

アイデクト（ＡＤＣＴ）

表参道にある工房併設型ジュエリーリフォーム・修理専門店のサ
テライトショップ。デザインや形からどのようにリフォームでき
るかコンサルティングしながら、使わなくなったお手持ちのジュ
エリーを甦らせます。

￥30,000以上お買い上げのお客様にダイヤモンド
ルース（裸石）0.3ctを、抽選で10名様にプレゼン
ト。10/7（金）迄。

SUN'S COURT

ハーブ、スパイスやアロマテラピー、エコ・ユニバーサルデザイ
ン雑貨で、自分に、環境に優しいLOHAS生活をご提案。代官山
の「サンズコート」と「ファースト」の融合ショップがエキナカ
に登場します。

￥3,000以上お買い上げのお客様にサンズコートオ
リジナルのブレンドハーブティーをプレゼント。先
着100名様。10/7（金）迄。
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