
 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2丁目3番地1号／代表取締役社長：高橋 眞)
は、「いちご」が旬の時期にあわせ、素材の魅力を楽しめるキャンペーン「いちごWeek」を１月上旬より実施します。 
 真岡産「とちおとめ」を使用した苺スイーツは、エキュート大宮・上野・東京・京葉ストリートにて1月6日（月）から 
随時展開し、同月26日（日）まで。茨城県産「いばらキッス」を使用した苺スイーツは、エキュート品川・品川 サウスに
て同期間に販売いたします。 
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【NEWSLETTER Vol.21】 

 2019年12月12日（木） 
株式会社JR東日本リテールネット 

～いよいよ旬を迎えるフルーツといえば、“苺”～ 

エキナカ商業施設・エキュート全館で、             を開催！ 

あなたは、どっち派？ 

  「とちおとめ」 

茨城県「いばらキッス」 
（エキュート大宮／上野／東京／京葉ストリート） 

（エキュート品川／品川 サウス） 

濃厚・ジューシーな食味が 
魅力の県オリジナル品種 

鮮やかな赤色で、糖度が高く、 
ほどよい酸味。果汁たっぷりな 

「いちごＷｅｅｋ」 

真岡
も お か

産 
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◆旬のフルーツをとことん味わうキャンペーンを開催！「いちごWeek」 

真岡産「とちおとめ」 

 真岡市のいちご生産は、作付面積が約140ヘクタールで、449戸の農家が栽培を行っており、年間の生産量は約7,256トン、販売
額は約86億6千万円にものぼります（JAはが野調べ/令和元年産）。また、50年連続いちご生産量1位を誇る「いちご王国栃木県」
においても、真岡市は一番の生産量で主幹を担うとともに、栃木県が毎年主催する「いちご王国グランプリ」において、最高賞の 
大賞（農林水産大臣賞）を最多受賞しており、まさに「質」・「量」ともに「※日本一のいちごのまち」となっています。 

 そんな真岡市の「とちおとめ」は、糖度が高くてほどよい酸味があり、果汁も豊富。果実がしっかりしているので、比較的日持ちが
よいのも魅力です。形は円錐形で光沢があり、サイズは大きめ。果皮は鮮やかな赤色で、果肉も中まで赤く染まります。 

 今回エキュート大宮／上野／東京／京葉ストリートではそんな真岡産「とちおとめ」を使用したエキュート限定メニューが勢揃い。
ぜひご覧ください。                                                               ※農林水産省統計データ 

 

真岡産とちおとめのデニッシュ 
アンデルセン（エキュート東京）／237円（税込) 

まろやかなクリームに、フレッシュな真岡産と
ちおとめの甘酸っぱさが合わさった、洋菓子
のような小ぶりのデニッシュペストリーです。 

 ※エキュート東京限定 

真岡産とちおとめと        
クリームチーズのタルト 
ブーランジェリー  ラ・テール 
（エキュート京葉ストリート）／389円（税込) 
 
真岡産とちおとめを使った季節限定のタルト。 

とちおとめとクリームチーズの自家製フィリングを 

合わせました。 

苺ミルクあんみつ  

真岡産とちおとめ使用 
船橋屋こよみ（エキュート東京）／561円（税込) 

 まるごと一粒の苺と、滑らかなミルク餡がとって
おきの一品。紅白の求肥も添え、新年にふさわ
しい紅白の色合いと、ミルク餡にぴったりの白
みつで仕上げた季節限定のあんみつです。 

※エキュート東京限定 

真岡産とちおとめの         
フルーツショート                 
ドルチェフェリーチェ（エキュート上野）           
／1,296円（税込) 

旬の真岡産とちおとめをたっぷり 
使った使用した、人気№１のスコッ
プケーキ。みんなでシェアをして 
楽しんでください！ 
※エキュート上野限定 

真岡産とちおとめの    
ホイップサンド             
ラ ブランジｭリ キィニョン（エキュート上野） 

／225円（税込) 

ふわふわやわらかな生地で真岡産と
ちおとめとホイップクリームが入ったサ
ンドです。いちごの甘酸っぱさとクリー
ムの甘さのハーモニーが楽しめます。 

※エキュート上野限定 

まるごと真岡産とちおとめ     
スペシャル 
サンドイッチハウス メルヘン（エキュート上野） 
サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。 
（エキュート大宮） ／540円（税込) 

とちおとめを使用した苺クリームに、 
とちおとめをまるごと挟んだ限定 
サンド。 
※エキュート限定 

 

真岡産とちおとめをのせた     
ストロベリーチーズとなめら
かおいもパイ 
おいもさんのお店 らぽっぽ（エキュート上野）
／1,500円（税込) 

なめらかなさつまいもと、糖度が高め
で程よい酸味が好バランスの真岡産と
ちおとめを使用した、ストロベリーチー
ズクリームを組み合わせたパイです。 

※エキュート上野限定・1日限定6台 

「真岡産とちおとめ」 が 
主役のソフトパフェ  
カフェ ティンバーハウス（エキュート大宮）
／単品790円（税込) 
  ドリンクセット1,200円（税込） 

「真岡産とちおとめ」をたっぷり使っ
たいちごが主役の限定ソフトクリー
ムパフェです！ 
※エキュート大宮限定 

真岡産とちおとめ使用 
あふれる苺のミルフィーユ  
柿の木坂 キャトル 
（エキュート京葉ストリート・上野） 
／750円（税込） 

あふれるいちごに思わずうっとり。 
真岡産のとちおとめをふんだんに 
挟み込んだミルフィーユです。 
※エキュート限定 

真岡産とちおとめの贅沢     
シフォンサンド 
オーヴォ（エキュート大宮） 
／1,700円（税込) 

自社ブランド卵の磨宝卵ゴールドを
たっぷり使用したふわふわしっとり
のシフォン生地で栃木県真岡産 
いちごをサンド。 
※エキュート大宮限定 

真岡産とちおとめのパフェ 
ブールミッシュ（エキュート上野） 
／486円（税込) 
 

併設の厨房で毎日手作りする、 
真岡産のとちおとめとクリーム 
たっぷりのパフェです。 
差し入れ等にもぴったり。 
※エキュート上野限定 



茨城県産「いばらキッス」 

 「いばらキッス」は、平成24年12月に品種登録された茨城県オリジナル品種のイチゴです。果肉がしっかりとした「とちおとめ」を 
母親に、甘くて大きい「レッドパール」と、酸味が少なくやわらかな「章姫」の掛け合わせを、父親に交配して誕生しました。8年という
長い歳月をかけ、様々な交配の組合せから得られた1万種類の株の中から、研究員がひとつひとつ色や形、おいしさなどを判定し、
選抜する作業を繰り返しました。「いばらキッス」の最大の特長は、糖度が高く、酸味とのバランスも良く、食味が濃厚な点です。 
 さらに、適度な硬さと、ジューシーさも魅力です。形はやや長めで、皮は濃い赤色で光沢があります。 
 エキュート品川／品川 サウスでは、茨城県産希少品種「いばらキッス」を使った和菓子やケーキ、ベーカリーやサンドウィッチなど
を開発。「いばらキッス」の特長を活かしたバラエティ豊かなメニューが揃いました。 
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その他のエキュート限定いちごスイーツ 

いばらキッスとチョコレートと    
餡の出会い 
空いろ（エキュート品川）／378円（税込) 

あんこブラウニーのチョコの風味、白いん 

げんあんのクリーミーさと、どら焼きの生地、
いばらキッス。三位一体の美味しさをお楽し
みください。 

※エキュート品川限定 

あふれる苺のミルフィーユ      
（いばらキッス使用） 
柿の木坂 キャトル（エキュート品川サウス） 
／750円（税込) 

溢れそうなたっぷりの苺に、カスタードクリー
ムと生クリームを重ねた、スペシャルミルフィ
ーユです。 

※エキュート品川サウス限定 

レアチーズサンド・ストロベリー 
ナウ オン チーズ♪（エキュート大宮） 
／360円（税込) 

北海道産クリームチーズと生クリームを苺と
あわせ、チーズクッキーでサンドしました。 

※エキュート大宮限定 

 

「いばらキッス」のクロワッサンサンド  
ポール（エキュート品川）／540円（税込)  

ポール1番人気のクロワッサンにたっぷりの 
クリームと、「いばらキッス」をサンドして絶品 
スイーツに仕上げました。 
※エキュート品川限定 

いばらキッスのスイーツ 
アンデルセン（エキュート品川サウス） 
／400円（税込) 

しっとりふんわりした生地にクリームと「いばら
キッス」をトッピング。ショートケーキのような味
わいです。 

※エキュート品川サウス限定 

いちごの王子さま・いちごのお姫
さま 
アンテンドゥ（エキュート立川）／300円（税込） 

フレッシュないちごと、カスタード＆ホイップの
Wクリームをコッペパンに挟み、カリカリ触感
が楽しいいちごキャンディーをトッピングしま
した。 

※エキュート立川限定 

 

いばらキッスのふわふわシフォン
ケーキ 
常陸野ブルーイング品川（エキュート品川）  
／単品550円（税込)、ドリンクセット850円（税込） 

濃厚なコクと甘みが特徴の茨城県那珂市の
特産たまご「ひまわりっこ」を使用したふわふ
わシフォンケーキ。「いばらキッス」のジューシ
ーな味わいが魅力です。 
 

「いばらキッス」 苺生クリーム 
サンドイッチハウス メルヘン（エキュート品川サウス） 

／540円（税込)  

「いばらキッス」をまるごと挟んだ期間限定 

スイーツサンド。メルヘン自慢のふわふわ 

食パンと生クリーム、苺のハーモニーは絶品
です。 

いちごのシフォンサンド 
サイン（エキュート立川）／700円（税込) 

ふわふわのシフォンケーキにたっぷりのクリ
ームと旬のいちごをサンドした、見た目もか
わいいケーキです。 

※エキュート立川限定 
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 「全国いちごサミット in もおか2020」に向け、その立ち上げキャンペーンとなる真岡いちごフェスタを盛り上げるとともに、 
セレモニーイベントを通して、真岡市の魅力訴求並びに全国いちごサミットのお披露目を行います。 
 このキックオフイベントには、真岡市長、本サミットのイベントナビゲーター井上咲楽さんを交えたくす玉割りを実施します。 
その後、「いちごサミット in もおか」の告知も踏まえたトークショーイベントも行われます。 

【イベント名称】 
全国いちごサミット in もおか2020 キックオフセレモニー 
 
【開催場所】 
JR東京駅地下1階丸の内地下南口改札外「動輪の広場」 
 
【開催日時】 
1月15日（水） 12：00～  

＜同時イベント「真岡産とちおとめプレゼント」＞ 
当日に対象施設で1,500円（税込）以上購入したレシートを、イベント実施場所まで 
お持ちください。先着で真岡産とちおとめをプレゼントします。 
 

【開催場所・時間】 
 エキュート東京 （八重洲エントランス前）  16：00～／100名様 

※対象レシート：エキュート東京、エキュート京葉ストリート全ショップ 

※レシート合算可 

※なくなり次第、終了いたします。 
 

特別イベント① 

▲「ほこまる」出演予定！ 

【イベント名称】 
いばらきの魅力発見！プレゼント抽選会 
 
【開催場所】 
■抽選会：JR品川駅 駅構内 エキュート品川メインゲート前 
■試食：メインゲートモニター前 
 
【開催日時】 
1月11日（土） 10：00～17：00  
 
■抽選会 10：00〜 
※参加ショップにて、先着で抽選券を配布いたします。 
※なくなり次第、終了いたします。 
 
■試食 
1回目 11：00～  2回目13：00～  3回目15：00～   4回目16：30～ 

※なくなり次第、終了いたします。 

※鉾田市ゆるキャラ「ほこまる」が来店いたします。 
 
 
 
 

特別イベント③ 

いちごWeek参加ショップで商品をご購入のお客さまに、抽選でいばらキッス等が当たる抽選会や試食を実施いたします。 
 

イベント実施日に対象施設で1,500円（税込）購入したレシートを、イベント実施場所までお持ちください。 
先着で真岡産とちおとめをプレゼントします。 
 

特別イベント② 

【イベント名称】 
朝採れ！真岡産とちおとめプレゼント 
 
【開催場所】 
①エキュート上野  キノクニヤ アントレ前 
②エキュート大宮  イーダッシュリブロ横 
 
【開催日時】 
①1月12日（日） 1回目 14：00～ ②16：00～  各回50名様  
②1月19日（日） 1回目 14：00～ ②16：00～  各回50名様 

 

※レシート合算可 

※なくなり次第、終了いたします。 

 

▲「もおかぴょん」出演予定！ 

▲井上咲楽さん 出演予定！ 



【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。 
2019年11月1日からは、新業態「エキュートエディション」も加わり、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10施設で400を超える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。 

エキナカを中心に展開する「エキュート」の特徴・強みを、環境や利用シーン毎
にカテゴリーを最適化して提供する新業態として”編集”。この意味を込めて、「
EDITION」＝「版」というサブネームを付けました。 
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