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エキュートエディション横浜 開業1周年記念特集
〜エキュート横浜限定商品や夏にぴったりのグルメ・アイテムをご紹介〜

■エキュートエディション横浜 開業1周年特集
■おうちで楽しむこだわりのヨコハマ・ティータイム
■エキチカで楽しむひんやり&さっぱりスイーツ

YOKOHAMA Station City運営協議会

NEWS LETTER VOL.2

JR横浜駅および駅周辺エリア”YOKOHAMA Station City“の活性化に取り組むYOKOHAMA Station City運営協議会は、
季節に合わせたニュースレターを配信してまいります。今回は「エキュートエディション横浜 開業1周年特集」です。
エキュート横浜限定のメニューやグッズのほか、夏にぴったりの”ヨコハマ“グルメやアイテムをご紹介。そのほか、
おうち時間をより楽しく過ごすための情報も盛りだくさんです。



01 エキュートエディション横浜開業1周年特集

1.横浜店人気メニュー ２.8月限定メニュー

JR横浜駅中央南・南改札内のエキュートエディション横浜は、8月10日で開業1周年を迎えます。
今回はその中から3店舗をピックアップ。横浜店限定のメニューやグッズのほか、8月の期間限定
メニュー、キャンペーンもご紹介！おしゃれな店内でゆっくり過ごしても、テイクアウトでも、
その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。この機会にぜひお立ち寄りください！

※すべて税込み価格です。

Dick Bruna TABLE YOKOHAMA

「Dick Bruna TABLEオリジナル
カラーフロート8月限定2種
(ミント・グレナデン)」
680円 (店内価格:780円)
姉妹店Dick Bruna TABLE KOBEと
横浜店でしか楽しめない8月限定の
カラーフロートです。
※販売期間：8月1日(日)〜8月31日(火)
※ノンアルコール
※テイクアウト可

「アフタヌーンスイーツセット」
3,000円
姉妹店Dick Bruna TABLE KOBEと
横浜店でしか楽しめないメニュー。
可愛いミッフィー のフレームで2名
様分のスイーツとドリンクのセット
を楽しめます。
※通年販売
※店内提供のみ
※内容は日によって異なります。

「ミッフィーチーズケーキバー
/ブラック・ベアチョコレートケーキバー」
各880円
姉妹店Dick Bruna TABLE KOBEと横浜店で
しか楽しめないメニュー。まるでアイス
キャンディーのようなキュートな見た目の
ケーキバーです。
※通年販売
※店内提供のみ

「Dick Bruna TABLEオリジナル
カラーフロート(横浜店限定ブルー)」
680円
(店内価格:780円)
横浜のブルーをイメージした横浜店限
定カラーフロートが新たに登場！
ブルーキュラソーをベースにカルピス
とグレープフルーツジュースを使用し
てさわやかな味わいに仕上げました。
※販売期間：8月1日(日)〜8月31日(火)
※ノンアルコール
※テイクアウト可

１

「Dick Bruna TABLEオリジナルトート
バッグ 横浜限定カラー
（チャコール・ブルー）」
2,860円
2021年6月に販売開始したばかりの
YOKOHAMAロゴ入りでここでしか買えない
限定商品です！
※通年販売
※サイズ:41cm*28cm*14cm

3.横浜店限定グッズ&メニュー

Illustrations Dick Bruna Ⓒcopyright Mercis bv ,1953-2021 www.miffy.com

【公式ホームページ】
https://www.ecute.jp/edition_yokohama/shop/2171
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1. 1周年記念キャンペーン

※すべて税込み価格です。

5 CROSSTIES COFFEE

「コーヒー豆」
1,300円〜1,650円
柔らかな酸味が特徴の5CCブレ
ンドを始め、そのほかシングル
オリジンの豆のご用意がござい
ます。
※期間:8月1日(日)~8月10日(火)

「ローストビーフライス」
880円
ローストビーフを贅沢に使ったロー
ストビーフライスです。野菜と一緒
に食べていただく、サラダ仕立てに
なっています。バルサミコ酢をベー
スに、果実や香味野菜を使った酸味
のあるソースを合わせました。レモ
ンやタルタルソースで味を変化させ
ながら食べるのがおすすめです。
※通年販売

「野菜と雑穀のタコライス」
850円
フリルレタスとベビーリーフ、紫
キャベツにタコミートとトマトと玉
ねぎのマリネ、豆と雑穀をトッピン
グした、野菜と雑穀が摂れるタコラ
イスです。全体を混ぜ合わせ、サラ
ダライスとしてお召し上がりいただ
けます。
※通年販売

豆100g ･650円 / 豆200g ･1,200円
横浜DeNAベイスターズの選手・監
督・コーチが実際に愛飲している
BALLPARK BLENDのコーヒー豆を
ご購入いただくとコーヒー1杯プレ
ゼントいたします。
なめらかな飲み口でバランスのよ
いコーヒー。これから仕事に向か
うとき、昼食後の憩いのひと時、
そんな日常におすすめです。
※期間：7月29日(木)~8月15日(日)

「ボールパークコーヒーエスプレッソ
シェイク」
BALLPARK COFFEE ESPRESSO SHAKE

650円(※ワンサイズのみ)
香り高いエスプレッソとバニラアイス
で濃厚な味わいに仕上げてあります。
なめらかな口当たりとほろ苦さが特徴
の、大人のコーヒーシェイクです。
※販売期間:〜9月中旬
終了時期は前後する場合がございます。
※テイクアウト可
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COFFEE AND BEER &9

「ボールパークコーヒーモヒート
w/アップル」

BALLPARK COFFEE MOJIT w/Apple

580円(※ワンサイズのみ)
フレッシュミントの清涼感が火照った
カラダを包み込む、すっきりとした味
わいのアレンジアイスコーヒーです。
リンゴのピュレで優しい甘さを加えま
した。
※販売期間:〜9月中旬
終了時期は前後する場合がございます。
※テイクアウト可
※ノンアルコール

2. おすすめメニュー

【公式ホームページ】
https://www.ecute.jp/edition_yokohama/shop/2172

※掲載画像はイメージです、実際の商品とは見た目が異なる場合がございます。

【公式ホームページ】
https://www.ecute.jp/edition_yokohama/shop/2170

“ご自宅用コーヒー豆購入”で
5CCブレンドまたはアイスコーヒー

1杯サービス！(Rサイズのみ)

1. 1周年記念キャンペーン 2. おすすめメニュー

“コーヒー豆購入”で
コーヒー1杯プレゼント！



※すべて税込み価格です。

1.ドリンク編

２.スイーツ編

３

ルピシア ルミネ横浜店
「横濱ベイ 50gデザインラベル缶入」
1,050円
港町横浜の海をイメージした紅茶。爽
快なフルーツの香りが海の風、茶葉を
飾る青い金平糖やコーンフラワーが海
の色を思わせます。アイスティーでも
どうぞ。
※通年販売
※横浜限定

ルピシア ルミネ横浜店
「横濱の街 50gデザインラベル缶入」
1,100円
異国情緒あふれる街にふさわしく、台
湾の烏龍茶と日本の緑茶をブレンドし
たやわらかな風味のお茶。アプリコッ
トとココナツの甘い香りに包まれます。
※通年販売
※横浜限定

02 おうちで楽しむこだわりのヨコハマ・ティータイム
夏休みやお盆など自宅で過ごす時間が長くなるこの季節、遠出するのはちょっと気がひけるけれ
ど、何か普段とは違った気分を味わいたい。そんな時は、“おうちでのティータイム”を少しこだ
わってみませんか？横浜ならではの商品や限定商品を取り入れて、あなただけのオリジナルのヨ
コハマ・ティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

TERADAYA シァル横浜店
「ベイムーン5個入［風呂敷包み］
（プレーン/和三盆）」
1,138円〜
もっちり食感の生地に、程よい甘さ
の自家製粒あんをたっぷりサンドし
た、新感覚の三日月形どら焼きです。
※通年販売
※風呂敷の種類(柄)によって価格が
異なります。

2416MARKET ニュウマン横浜店
「ART OF TEA
ROSEHIP ＆ HIBISCUS」
2,592円
ハイビスカスの甘酸っぱさとトロ
ピカルフルーツとのハーモニーが
絶妙な真っ赤な色の美しいカフェ
インレスのハーブティー。
2416MARKET限定商品です。
※通年販売
※ニュウマン横浜限定商品

ミスターワッフル ルミネ横浜店
「プレーンワッフル（5、10個入り）」
5個850円、10個1,700円
ミスターワッフルの人気NO.1メニュー！
お土産に、差し入れに。
お家でアイスをのせたりフルーツやク
リームを添えて「お家カフェメニュー」
を作って楽しんでみては如何でしょうか。
※通年販売

Roasted COFFEE LABORATORY
ルミネ横浜店
「ローステッドツイストドーナツ」
230円
濃厚な大阿蘇牛乳を使い、生地をま
ろやかに仕上げゆっくりとミキシン
グし寝かせた生地はふわっとした食
感。仕上げにてんさい糖でコーティ
ングしました。
※通年販売
※ルミネ横浜店限定



※すべて税込み価格です。
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ブランジェ浅野屋 ルミネ横浜店
「SUMMERレモネードセット」
810円
レモンを使用したさわやかな夏季限定
商品セット。四種の柑橘系ドライフ
ルーツが練りこまれたハード系パン
「軽井沢レモネード」、レモンダマン
ドとレアチーズ風クリームの入ったサ
クサク「レモンパイ」、セイロン産シ
ナモンとレモンピールが香り高い
「SUMMERシナモンロール」を各一
点ずつ、お得な価格のセットです。
※一日15セット限定
※販売期間：8月1日(日)〜8月15日(日)

3.番外編〜気分があがるお部屋アイテム〜

おうち時間がリラックスタイムになる上質なアイテムをご紹介。どれも横浜らしさがつまったこ
だわりの商品で、プレゼントにもぴったり。

薫玉堂 ニュウマン横浜店
「横浜1872(線香)」
1,650円
異国情緒あふれる港町のノスタ
ルジックで清々しい香り。
※通年販売
※ニュウマン横浜限定商品

アットアロマ ニュウマン横浜店
「City series 横浜(YOKOHAMA) 」
essential oil 10ml 2,200円
海風のような爽快さの中に横浜の市花・
ローズが甘く漂う非日常へと誘う、カク
テルのようなウッディシトラスの香り。
大人な女性のあなたに♪
※通年販売
※ニュウマン横浜限定商品

テネリータ ニュウマン横浜店
「超甘撚りタオル(バスタオルショート
・フェイスタオル・ハンカチタオル)
・ヘアタオル」
バスタオルショート 6,160円
フェイスタオル 3,080円
ハンカチタオル 1,540円
ヘアタオル 3,630円
テネリータで人気の超甘撚りタオルで
「ニュウマン横浜店限定カラー」を作
りました！カラーは横浜のシンボル的
なカラーの青をベースとした「アクア
ブルー」。上品なカラーで様々なシー
ンに使用しやすいカラーです。ギフト
にもおすすめのタオルです。
※通年販売
※数量限定
※ニュウマン横浜限定商品

中川政七商店 ルミネ横浜店
「横浜ふきん 橙青／桃黄緑」
440円
奈良県特産である蚊帳生地の需要が生活
様式の変化によって減少する中で、もの
づくりに活かしたいという思いからふき
んが誕生しました。横浜らしいモチーフ
（橙青→港、桃黄緑→中華街をイメー
ジ）を散りばめています。
蚊帳は吸水性が良く、乾きやすい為、台
ふきんやお手拭き等にオススメです。
※通年販売
※サイズは30✕40cm
※神奈川県限定商品

02 おうちで楽しむこだわりのヨコハマ・ティータイム

M.G. by LES ANGES
シァル横浜店
「MGサマーギフト」
4,158円
レザンジュ定番の焼菓子に
シナモンを効かせた大きめ
イチジク入りパウンドを入
れました。
※販売期間：〜8月25日(水)


