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メトロポリタンホテルズの味をご自宅で！ 

第 2 弾 EC サイト「JRE MALL」に、新商品が続々登場！  
 

 日本ホテル株式会社（豊島区西池袋 1-6-1 代表取締役社長 里見雅行）が運営するメトロポリタンホテルズ（池袋・エドモント・さいたま

新都心・高崎）は、「メトロポリタンホテルズの味をご自宅で！」をキーワードに、JR 東日本が運営する EC サイト JRE MALL（ジェイアールイー・

モール）で展開する商品ラインナップに、第2 弾として新商品を 2021 年7 月14 日（水）より販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新商品ラインナップ 

ホテルメトロポリタン（池袋） 

人気のバスクチーズケーキにピスタチオ味が登場。イタリア産のピスタチオを使用した「ピスタチオ バスクチーズケーキ」はほんのり甘く濃厚且つ香

ばしさを感じる逸品です。また、大好評の「Suica のペンギン クッキー詰め合わせ」に台湾タイル柄の新バージョンデザイン缶が登場。中味はアイ

シングクッキーを中心に全て手作りで果肉が入ったパイナップルクッキーをはじめ 8 種のテイストのクッキーが並んでいます。 
 

ホテルメトロポリタン エドモント 

風味と味わいに優れる良質豆アラビカ種 100%のホテルオリジナルブレンドの「EDMONT PREMIUM アイスコーヒー」が登場。香り際立

つ”じっくり焙煎”で豊かなコク、豊潤でまろやかな味わい、上質なクリア感をお楽しみいただけます。さらに、エドモントで開業以来の人気を誇

る「クロワッサン」と「カレーパン」も登場。クロワッサンは、外はサクッと中はしっとり、きめ細やかな生地で、噛むほどにバターの香りと甘みが広が

ります。カレーパンは、少しずつレシピをアップデートしながら受け継がれてきたホテル秘伝のカレールーに、ひき肉や隠し味を加えたエドモントオリジ

ナルのフィリングを生地にたっぷり詰めてサクッと揚げた自慢のカレーパンです。 
 

ホテルメトロポリタン さいたま新都心 

埼玉県産狭山茶「さやまみどり」を 100％使用した「ホテルオリジナル和紅茶」が登場。「さやまみどり」は両手で数えるほどの茶園でしか作られて

いない希少価値の高い茶葉で、ストレートでも飲みやすい、やさしくまろやかな味わいが特徴。ホットでもアイスでも美味しくお召し上がりいただけ

ます。 
 

ホテルメトロポリタン 高崎 

高崎市の名産品だるまのことわざ『七転八起』をイメージしたパッケージに高崎市の風土、 名産品に因んだ型を用いた和三盆「甘美(かんみ)」

の詰め合わせが登場。淡い口どけと上品な甘さが楽しめる高崎土産にぴったりなホテルメトロポリタン高崎オリジナルギフトです。 

 

 

 

 

 

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先 

日本ホテル株式会社 広報・ブランド戦略部 ℡ 03-6912-6741 e-mail:cs@nihonhotel.com 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目 11 番 1 号 メトロポリタンプラザビル 13F 



 

 
 
ピスタチオ バスクチーズケーキ 

 

人気のバスクチーズケーキ第 2 弾。 

イタリア産のピスタチオを使用した「ピスタチオ バスクチーズケ

ーキ」はほんのり甘く濃厚且つ香ばしさを感じる逸品。北海

道産生乳を使用したクリームチーズとピスタチオのハーモニー

が口の中いっぱいに広がります。 

冷凍でお届けしますので、お好みの状態でお召し上がりいた

だけます。 

 

■料金：3,000 円（税込） 

■内容：直径 12cm 

■販売日：2021 年 8 月 1 日（日）10:00 より 

 

Ｓuica のペンギン クッキー詰め合わせ 

（キャンバストートバッグ付き） 

🄫C.S/JR 東日本/D 

第 2 弾の「Suica のペンギン クッキー詰め合せ」は女性に人

気の台湾タイルをモチーフにしたデザインのクッキー缶。アイシン

グクッキーを中心に全て手作りで果肉が入ったパイナップルクッ

キーをはじめ 8 種のテイストのクッキーが並んでいます。クッキ

ーの風味の決め手となるバターは九州産高千穂発酵バターを

使い豊かな香りとリッチな味わいをご堪能いただけます。 

 

■料金：4,800 円（税込） 

■内容：クッキー約 190g とキャンバストートバッグ 

■販売日：2021 年 8 月 10 日（火）10:00 より 

 

 

 

 

EDMONT PREMIUM アイスコーヒー 

瓶入り（無糖/香料不使用） 

 

風味と味わいに優れる良質豆アラビカ種 100%のホテルオ

リジナルブレンドのアイスコーヒーを瓶に詰めました。香り際立

つ”じっくり焙煎”で丁寧にローストし、ネルドリップ抽出により

まろやかな味わいを実現。豊かなコク、豊潤でまろやかな味

わい、上質なクリア感をお楽しみいただけます。ご自宅用に

もギフトにも最適な 2 本セットと、エドモント自慢のラスクと

焼菓子の詰め合わせを販売します。 

 

■内容：アイスコーヒー900ml×2 本セット 

■料金：3,500 円（税込） 

ホテルメトロポリタン（池袋） 

ホテルメトロポリタン エドモント 



 

■内容：アイスコーヒー900ml×1 本 

ラスク（ショコラ）×1 個 

パウンドケーキ 3 種 

（フリュイ/オランジュ/ショコラフィグ 各 2 個） 

■料金：3,820 円（税込） 

■販売日：2021 年 7 月 14 日（水）14:00 より 

 

 

クロワッサン＋デニッシュパン「マウンテン」 

 

ホテルメトロポリタン エドモントの人気＆王道のパンの詰め

合わせセット。王道のクロワッサンは、外はサクッと中はしっと

り、きめ細やかな生地で、噛むほどにバターの香りと甘みが広

がります。マウンテンはデニッシュ生地のパンをレモンとブランデ

ー入りのシロップに漬け込んだ、表面はさっくりと、中はふんわ

り柔らか、それでいてしっとりとした絶妙の食感で、ホテル開

業から不動の人気 NO.1 のパンです。 

 

■料金：2,800 円（税込） 

■内容：クロワッサン 5 個 

マウンテン 5 個 

■販売日：2021 年 7 月 14 日（水）14:00 より 

 

 

チキンキーマカレーパン 

 

少しずつレシピをアップデートしながら受け継がれてきたホテル

秘伝のカレールーに、炒めたひき肉、様々なスパイスをミックス

し、隠し味にマンゴチャツネとフライドオニオン、さらにチョコレート

を加えた、エドモントオリジナルのフィリングを生地にたっぷり詰め

てサクッと揚げました。スパイスの奥深い味わいとパンの生地本

来の甘みとのバランスが絶妙な、お子様からお年寄りまで全世

代に人気の、癖になる自慢のカレーパンです。 

 

■料金：5 個セット 2,000 円（税込） 

■販売日：2021 年 7 月 14 日（水）14:00 より 

 

 

 

 
ホテルオリジナル和紅茶 

 

埼玉県産狭山茶「さやまみどり」を 100％使用。 

「さやまみどり」は両手で数えるほどの茶園でしか作られていない

希少価値の高い茶葉です。 

ストレートでも飲みやすい、やさしくまろやかな味わいが特徴。ホ

ットでもアイスでも美味しくお召し上がりいただけます。当ホテルの

客室や「カフェクロスヤード」で提供しておりますが、そのやさしい

味わいから多くの方に大変ご好評いただいております。 

 

■料金： 3 箱入り 2,400 円（税込） 

       5 箱入り 4,000 円（税込） 

ホテルメトロポリタン さいたま新都心 



    

■内容量：1 箱につき 2.5ｇ×5 包入り 

■販売日：2021 年 7 月 30 日（金）14:00 より 

 

 

 

和三盆「甘美
か ん み

」 

 

高崎市の名産品だるまのことわざ『七転八起』をイメージ 

したパッケージに高崎市の風土、名産品に因んだ型を 

用いた和三盆を詰め合わせました。淡い口どけと上品な 

甘さが楽しめる高崎土産にぴったりなホテルメトロポリタン 

高崎オリジナルギフトです。 

 

■料金：850 円(税込) 

■大きさ：9.8 ㎝×9.8 ㎝ 

■販売日：2021 年 7 月 14 日（水）14:00 より 

 

 

 

□料金：記載の料金には送料は含まれません。 

□JRE MALL メトロポリタンホテルズ専用 URL：https://www.jreastmall.com/shop/c/c93/ 

◎お問い合わせ（読者）：メトロポリタンホテルズ JRE MALL コールセンター Tel. 0120-678-202 

 

 

JRE MALL 

 

2018 年 3 月より JR 東日本と JR 東日本ネットステーションが共同運営する

EC サイト。ネット販売、エキナカ商品の事前注文およびふるさと納税受付サイ

ト等を提供しています。2021 年 6 月 1 日現在で、130 のショップが出店し、

順次ショップを拡大。JRE MALL で商品等を購入すると、JR 東日本グループ

の共通ポイント「JRE POINT」が 100 円（税抜）※につき 1 ポイント貯ま

り、1 ポイント（＝1 円相当）単位でお買い物にご利用いただけます。 

※軽減税率適用の有無にかかわらず、お買い上げ金額から 8％分を差し引い

て税抜金額相当といたします。 

 

○JRE MALL 公式 Web サイト：https://www.jreastmall.com/shop/ 

 

  

 

 

 

 

 

日本ホテル株式会社：JR 東日本グループとして主に首都圏に 38 ホテル(6,787 室)をもつホテル会社です。国の重要文化財で

ある東京駅丸の内駅舎内の「東京ステーションホテル」、ベイエリアに位置し東京の躍動感を五感で感じる「メズム東京、オートグラフ 

コレクション」のほか複数のホテルブランドを展開しています。フルサービス型のメトロポリタンホテルズは「やすらぎと華やぎが出会う場

所。」、宿泊特化型の JR 東日本ホテルメッツは「上質が息づく。」をブランドコンセプトとしています。利便性に優れた立地で、国内や

訪日インバウンドのお客さまへの心からのおもてなしを忘れずに、常により高いレベルのサービスを目指しています。 

 

ホテルメトロポリタン 高崎 

https://www.jreastmall.com/shop/c/c93/

