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「ネットでエキナカ」の恵方巻 2018
～今年の恵方巻トレンドは“プレミアム”や“シェア”。約 150 点の恵方巻が集結！～


2018 年 1 月 9 日（火）より、当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、恵方巻の
予約を開始します。



昨年即日完売した「銀座 久兵衛」の恵方巻 2 本セットは、限定数を昨年より 50 点増やして 2 月 2
日（金）、 3 日（土）の 2 日間合計で 150 点用意。その他、ハレの日にふさわしい見た目も味も“プ
レミアム”な恵方巻を多数揃えています。



「節分」当日が土曜日となる今年は、ご家族やご友人などと恵方巻を楽しむことが予想されます。
これに合わせ、新たに“シェア”をテーマとしたユニークな恵方巻をラインアップします。



「ネットでエキナカ」限定の恵方巻は約 20 点用意。中でも、約 300 の魚種を取り扱う鮮魚界の革命児
「sakana bacca（サカナバッカ）」の恵方巻は必見です。

1． 恵方巻のインターネット予約概要
販売サイト：
予約期間 ：
受取期間 ：
受取店舗 ：

「ネットでエキナカ」 URL： http://www.net-ekinaka.com/shop/e/e165/
2018 年 1 月 9 日（火） 14：00～ ※終了日時は店舗やショップ、商品毎に異なります。
2018 年 2 月 1 日（木）～3 日（土） ※受取可能日時は店舗やショップ、商品毎に異なります。
東京駅［エキュート東京、京葉ストリート］、 品川駅［エキュート品川、エキュート品川 サウス］、
上野駅［エキュート上野］、 大宮駅［エキュート大宮］、日暮里駅［エキュート日暮里］、
赤羽駅［エキュート赤羽］、立川駅［エキュート立川］
商 品 数 ： 約 150 点 （うち「ネットでエキナカ」限定恵方巻 約 20 点）
価 格 帯 ： 300 円～7,560 円

2． 販売商品 <詳細は別紙をご覧ください。>
（1） “プレミアム”恵方巻
昭和 10 年創業、江戸前寿司の名店「銀座 久兵衛」の恵方巻 2 本セットが今年も登場。今年の「ネットでエキナ
カ」における販売数は、2 月 2 日（金）に 50 点、2 月 3 日（土）に 100 点用意。当日の店頭販売は行列必至のため、
「ネットでエキナカ」の事前予約がおすすめです。
その他、各店の個性を生かしながら、見た目や素材が光る“プレミアム”な恵方巻で特別感を演出します。

＜銀座 久兵衛＞ 恵方巻 2 本セット

3,240 円
＜スシ デリシア＞ デザイン幸運巻 ＡＳＡＮＯＨＡ
7,560 円

（2） SNS でシェア、味もシェアして楽しむ“シェア”恵方巻
見た目も味も、みんなと“シェア”したくなるようなユニークな恵方巻がラインアップ。恵方巻の新しい楽しみ方を
提案します。

＜つきじ喜代村＞ ジャンボ巴太巻き

3,000 円

＜スシ デリシア＞ 恵方巻きツリー

3,320 円

※写真右下の恵方巻は通常サイズの参考であり、商品
には含まれません。

(3) 「ネットでエキナカ」限定の恵方巻
「ネットでエキナカ」限定の恵方巻は昨年より更にパワーアップし、約 20 点がラインアップ。
今年初登場となる鮮魚専門店「sakana bacca（サカナバッカ）」の本格鮮魚が詰まった恵方巻は必見です。

＜sakana bacca＞ 魚屋の特選恵方巻

2,700 円

＜千駄木腰塚＞ 特選黒毛和牛すきしゃぶ巻
2,350 円

※写真は全てイメージです。
※価格は全て税込です。
※掲載の各期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。
※「ネットでエキナカ限定」と記載の商品はインターネット予約のみとなります。
※数量限定商品は先着順での販売となります。

【別紙】

プレミアム恵方巻の一例
［銀座 久兵衛］

恵方巻 2 本セット

1 本 10.5 ㎝

3,240 円

つけ焼き穴子、車えび、煮しいたけ、芝えびのすり身入り玉子焼きなどを巻
いたハーフサイズ 2 本セットをご用意しました。厳選した最高の素材を最良の
味わいに仕立てる老舗の技を楽しめます。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート品川 イベントスペース「プレミアムセレクト」
［スシ デリシア］

［若廣］

デザイン幸運巻
ASANOHA

のどぐろ恵方巻

長さ 18ｃｍ

7,560 円

海苔を麻の葉柄に切り抜いた
特製品。カンパチ、真鯛、うに
やいくら、ズワイガニなど豪勢
な具材をロール巻に仕立てまし
た。

長さ 9ｃｍ

2,592 円

日本海の高級魚「のどぐろ」を、
若狭伝統の醤油干しで味付
け。白身のトロとも呼ばれる絶
品の味わいをご堪能いただけ
ます。
予約期間：1/31 まで、引渡期間： 2/3 のみ
受取箇所：エキュート品川・日暮里

予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート大宮

［てとて］

［おさかな処 築地 奈可嶋］

贅沢海鮮恵方巻

プレミアム恵方巻

長さ 18ｃｍ

2,500 円

うにの濃厚な味わいと、いくら、
えび、かにの旨みをたっぷり
お楽しみいただけるプレミアム
な逸品です。
予約期間：1/31 まで、引渡期間：2/3 のみ
受取箇所：エキュート大宮・品川・立川・日暮里

長さ 18ｃｍ

2,800 円

本マグロやいくらなど豪華食材
をたっぷり詰め込んだ、エキュ
ート立川限定の逸品です。
予約期間：2/2 まで、引渡期間：2/1～2/3
受取箇所：エキュート立川

［銘店弁当 膳まい］
［なだ万厨房 スタティオ］

［浅草今半］

なだ万
海の幸恵方巻

神戸牛
すき焼巻

長さ 18ｃｍ

2,160 円

かに、えび、数の子、いくらなど
海の幸をふんだんに使用した
恵方巻です。
予約期間：1/31 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：京葉ストリート、エキュート品川

長さ 18.5ｃｍ

3,780 円

高級銘柄牛である神戸牛の肩
ロースを使用した贅沢な恵方
巻です。
予約期間：1/31 まで、引渡期間：2/3 のみ
受取箇所：エキュート大宮、品川、上野、立川

※写真は全てイメージです。※価格は全て税込です。※掲載の各期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。

SNS でシェア、味もシェアして楽しむ“シェア”恵方巻の一例
［つきじ喜代村］

［スシ デリシア］

ジャンボ巴太巻き

恵方巻きツリー

1 本（6 切） 直径最大 18ｃｍ
重さ約 4.5ｋｇ 3,000 円
職場やパーティーに最適なひと
品。みんなで楽しめる話題性抜
群のジャンボ恵方巻です。
※写真右下の恵方巻は通常サイズの参考であり、商品には含まれません。

予約期間：1/31 まで、引渡期間：2/3 のみ
受取箇所：エキュート東京

1 セット

3,320 円

スシ デリシア人気の 4 種ロー
ルと恵方巻をセットにした、食
べ比べも楽しめる組立式の恵
方巻きツリーです。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート大宮

［パオパオ］

［ガトー・ド・ボワイヤージュ］

三色食べ比べ
恵方あんまん

恵方巻きロール

長さ 10ｃｍ

1,200 円

色ごとに三度のお味が楽しめる
この時期だけの特別品です。
オレンジの恵方あんまんには
いちごも入っています。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/3 のみ
受取箇所：エキュート東京

長さ 16.5ｃｍ

800 円

フルーツをたっぷり巻き込み、
恵方巻風に仕上げた期間限
定のロールケーキです。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート赤羽

「ネットでエキナカ」限定恵方巻の一例
［sakana bacca］

［千駄木腰塚］

魚屋の特選恵方巻

特選黒毛和牛
すきしゃぶ巻

長さ 18ｃｍ

2,700 円

魚屋だから実現できる、新鮮な
本マグロやボタンえびなどを
詰め込んだ、エキュート品川
限定の恵方巻です。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート品川 イベントスペース「プレミアムセレクト」

長さ 18ｃｍ

2,350 円

腰塚の目利きが厳選した極上
の黒毛和牛をご堪能いただけ
る、プレミアムな恵方巻です。
予約期間：1/29 まで、引渡期間：2/2～2/3
受取箇所：エキュート日暮里

［ミートダイニング タカギ］

［築地 すし兆］

黒毛和牛恵方巻

鰻蒲焼 1 枚使った
贅沢恵方巻

長さ 20ｃｍ

2,000 円

舌ざわりがよく、口いっぱいに
旨み・風味が広がる、国産の黒
毛和牛を使用した恵方巻です。
予約期間：2/1 まで、引渡期間：2/3 のみ
受取箇所：エキュート立川

長さ 18ｃｍ

2,780 円

鰻の蒲焼を贅沢に 1 枚使用し、
相性の良いアボカドと卵焼きを
巻いた恵方巻。冬が旬の大ぶ
りな鰻が目を引きます。
予約期間：2/1 まで、引渡期間： 2/3 のみ
受取箇所：エキュート大宮

※写真は全てイメージです。※価格は全て税込です。※掲載の各期間は予定です。予告なく終了する場合がございます。

