
※すべて税込み価格です。
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アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル
「苺とピスタチオの真っ赤なシュゼット」
1,628円（※お茶付き）
もちもちのこだわりクレープに、フランス産ピスタチオアイスク
リーム、ホイップクリームをトッピング。温かい苺ソースをかけ
てシュゼット仕立てに。シャリシャリ食感のホワイトチョコがア
クセント。
※発売期間：～3月2日（水）
※各日数量限定のため、なくなり次第終了
※写真はイメージです

02. エキチカ・エキナカで楽しむバレンタイン

JR横浜タワーの他にも、バレンタインスイーツやギフト商品を多数取り揃えております。
今回は、ルミネ横浜とエキュートエディション横浜をピックアップしてご紹介。この時期のルミ
ネ横浜は、いちごのスイーツも充実しているので、いちご好きの方も必見です！

ルミネ横浜

〜いちごの贅沢スイーツ4選〜

ラ・メゾンアンソレイユターブル
「あまおうとメルティ・ショコラムースのタルト」
3,800円（※1ホール直径16㎝）
なめらかなショコラムースにチョコレートをたっぷりとかけました。
甘酸っぱいフランボワーズジャムやベリームースをしのばせ、大粒
のあまおうと生チョコレートを飾ったタルトです。
※発売期間：2月1日（火）～2月14日（月）
※バレンタイン限定

ラ・メゾンアンソレイユターブル
「紅ほっぺいちごとハートのガトーショコラ」
2,900円（※1ホール直径14㎝）
しっとり焼き上げた濃厚なガトーショコラ。甘くて香りの良いいちごを飾
り、甘酸っぱいベリーと可愛らしいハートチョコレートをあしらいました。
※発売期間：2月1日（火）～2月14日（月）
※バレンタイン限定

ラ・メゾンアンソレイユターブル
「フォンダンショコラといちごとバナナのショコラフレンチトースト」
1,400円
フォンダンショコラとフレンチトーストが両方楽しめる贅沢な
デザートプレート。
温かいグラサージュをつけてお召し上がりください。
※発売期間：2月1日（火）～2月28日（月）



※すべて税込み価格です。
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02. エキチカ・エキナカで楽しむバレンタイン

ルミネ横浜

DRYADES（ドリュアデス）
※B1コンコースにて期間限定催事
「森のボンボン 2022コレクション」
2,430円
【ひとつぶで笑顔の実る魔法のチョ
コレート】ドリュアデス１番人気の
チョコレート、シェフパティシエが
今一番味わっていただきたいショコ
ラをセレクトしました。1粒ごとに期
待で胸が膨らみ、贅沢な味の探検が
できるボンボンショコラ、あなたが
笑顔になれる、お気に入りの1粒を探
してみてください。
※催事展開期間：2月1日（火）~

2月14日（月）

プラザ
「パーフェクトマンチョコレート 100g 
/パーフェクトマンチョコレート
270g 」
100g 864円、270g 2,592円
パーフェクトボディの男性がハート柄の
パンツを履いた姿がとってもキュートで
インパクト大！なチョコレートです。
BIGサイズはまさにサプライズ感のある
大きさで、ビックリしてもらえること間
違いなし！ちょっとひとクセ効いたユー
モアあふれるバレンタインギフトをお探
しの方におすすめです。
※発売期間：販売中、なくなり次第終了

トルク
「BERING(べーリング)」
各26,400円
シンプルでクリーンなデザインの北
欧の腕時計で人気の「ベーリング」
から日本限定コレクションが登場。
最近では少なくなったブラウンIPの
美しい色味に再注目した、上品かつ
高級感のあるレトロモダンなデザイ
ン。ストラップが付属し、オン・オ
フで合わせやすくユニセックスなデ
ザインは、大人なペアウォッチとし
てもおすすめです。

〜自分への褒美チョコやギフトにおすすめ4選〜

Smith
「CHICSTOCKS靴下」
1,980円
「ソックスからその日のスタイリングを考える」をコンセ
プトに2017年にスタートした年齢・性別・国籍を問わず
履いていただける、デザインと品質の靴下ブランド。国内
生産にこだわり靴下の産地、奈良県で作られています。



※すべて税込み価格です。
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COFFEE AND BEER &9
「国産クラフトビール各種」
ハーフ720円/パイント1,120円
サンクトガーレンのチョコレートスタウト、島根ビールの
ショコラNO7 などバレンタインシーズンにぴったりな国
産クラフトビールを取り揃えております。内容は当日ス
タッフへご確認ください。
※発売期間： 2月1日（火）～2月14日（月） 11:00~販売
※バレンタイン限定

JR横浜駅中央南改札内のエキュートエディション横浜では、バレンタイン限定のスイーツと国産
クラフトビールが期間限定で登場！バレンタイングルメの他にも、日本酒やワインを楽しめるお
店もあり、お買い物やお仕事の合間にカフェでの一息やちょい飲みも可能です。

COFFEE AND BEER &9
「チョコレートパンナコッタ w/ベリーソース
（※コーヒーまたは紅茶付き）」
680円
チョコレートがふわっと香る、なめからな口当たりのパン
ナコッタに仕上げました。ベリーソースの酸味がマッチし
て、贅沢で味わい深い美味しさです。
※販売期間：2月1日（火）～2月14日（月） 11:00~販売
※バレンタイン限定

エキュートエディション横浜

5 CROSSTIES COFFEE
「ハニーラテ」
HOT：Rサイズ470円 Lサイズ570円
ICE：Rサイズ520円 Lサイズ620円
はちみつの甘みとエスプレッソの苦みがバランスよく感じ
られるドリンクに仕立ててあります。
※通年販売

02. エキチカ・エキナカで楽しむバレンタイン

バレンタイン限定商品以外にもエキュートエディション横浜はグルメが充実！

COFFEE AND BEER &9
「コンビーフホットサンド」
600円
たっぷりのコンビーフと存在
感のあるジャーマンポテトを
組み合わせた&9おすすめの
ホットサンドです。
※通年販売
※テイクアウト可
※横浜店限定

COFFEE AND BEER &9
「ごろごろ野菜と煮込み
チキンカレー」
980円
食べやすいサイズにカットし
た野菜と柔らかいチキンがご
ろごろとプレートいっぱいに
広がる具沢山カレーです。
※通年販売
※テイクアウト可
※横浜店限定



※すべて税込み価格です。

03.エキチカinformation
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YOKOHAMA Station Cityを訪れたら、必ずチェックしたいオトクなキャンペーン情報をご紹介。
2月限定のキャンペーンもあるのでお見逃しなく！

オトクなキャンペーン

■内容
・JRE POINT WEBサイトのキャンペーンページよりエントリー後、対象店舗にて期間中、
合計2,000円以上(税込)JRE POINTの貯まる商品の購入もしくはサービスをご利用いただいたお客さ
まの中から抽選で1,500名様に、JRE POINT2,000ポイント(2,000円相当)をプレゼントいたします。
2施設以上のご利用の場合は、当選確率が2倍となります！！

■開催期間
・2月1日(火)～2月28日(月)

YOKOHAMA Station Cityをめぐる
お買いものキャンペーン!!

YOKOHAMA Station Cityエリア内の
対象施設にてお買いものやサービスを
ご利用されたお客さまの中から抽選で

JRE POINT2,000ポイントをプレゼント！

■参加方法
本キャンペーンご参加には、事前に「JRE POINT WEBサイト」のキャンペーンページから
エントリーが必要です。

・エントリー期間
1月24日(月)0:00～2月28日(月)23:59

・キャンペーンページURL
https://www.jrepoint.jp/campaign/0060000672
※詳しくは、上記のキャンペーンページをご覧ください。

■対象施設
・YOKOHAMA Station City内
(JR横浜タワー、JR横浜鶴屋町ビル、ルミネ横浜、エキュートエディション横浜、JR横浜駅構内) 



※すべて税込み価格です。

03.エキチカinformation

①新規ご入会者さま特典
ジェクサー・フィットネス＆スパ24 横浜に、2月新規ご入会の方に限り
選べる特典付き！
特典内容：“エステ60分”もしくは“パーソナルトレーニングセッション60分”
※新規ご入会後、初回利用時に「ニュースレターを見た！」とフロントへ
お伝えください。

②ご入会を検討しているお客さま
ジェクサー・フィットネス＆スパ24 横浜、1日お試し体験が“1,650円”、
レンタル品付きでジムエリア、スパエリアが体験可能。
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～宿泊プラン概要～
①1 泊朝食付+八景島ワンデーパス（1 室 2 名）
②1 泊素泊まり+八景島ワンデーパス（1 室 2 名）

■ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜桜木町
①1 室 2 名 19,900 円～
②1 室 2 名 16,600 円～
■ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜
①1 室 2 名 22,600 円～
②1 室 2 名 19,600 円～
※価格はすべて２名様分です。
※ホテルから横浜・八景島シーパライダイスまでの交通費は
お客さま負担となります。

■対象ホテル：ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜桜木町
ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜

詳細は各ホテルにお問い合わせください。
ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜桜木町℡：045-228-0011（代表）
ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜℡：045-317-0011（代表）

“八景島シーパラダイスワンデーパス付きホテル宿泊プラン”
横浜・八景島シーパラダイスとコラボレーションして、4 つの水族館の入館券とアトラク
ションフリーパスがセットになった魅力的なワンデーパス付きホテル宿泊プランを販売！

オトクなキャンペーン

ジェクサー・フィットネス＆スパ24横浜

ＪＲ東日本ホテルメッツ横浜

“2月フィットネスライフスタート応援キャンペーン”



■「YOKOHAMA Station City 運営協議会」について
会長：照井 英之（東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 横浜支社長）
住所：神奈川県横浜市西区平沼1-40-26

「YOKOHAMA Station City」の誕生に併せて発足した、JR東日本グループ9社から成るJR横浜駅のタウン
マネジメント組織です。「YOKOHAMA Station City」に関する情報発信・PRをはじめ、JR横浜タワー内
のアトリウムや屋上広場「うみそらデッキ」、JR横浜駅南改札内「SOUTH COURT(サウスコート)」と
いったイベントスペースのトータル管理・運営などを通じて、JR東日本グループ一体となってJR横浜駅の
イメージ向上および、駅周辺エリアの活性化に取り組んでいます。

【エリア内JR東日本グループの施設】

■会員
JR東日本、㈱ルミネ、㈱横浜ステーシヨンビル、㈱ジェイアール東日本ビルディング、
㈱JR東日本クロスステーション、日本ホテル㈱ 、JR東日本スポーツ㈱、
㈱ジェイアール東日本企画、㈱JR東日本環境アクセス (計9社)

【公式ホームページ】
https://yokohamastationcity.com/

【公式Twitter】
https://twitter.com/station_city

【公式Instagram】
https://www.instagram.com/yokohama_station_city/?hl=ja

【公式Facebook】
https://www.facebook.com/Yokohama-Station-City-運営協議会-100923512005678
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