
 

 

お土産ゾーン 

ｅｋｉｅ おみやげ館 

藤い屋【広島銘菓】 
 

変わらないために、藤い屋は創業の

地・宮島で九十年以上に亘り、もみじ

まんじゅうをつくり続けてまいりま

した。小豆の皮をむいて炊く「藤色の

こしあん」は、当社の原点とも言える

伝統の味です。 

御菓子処 亀屋【広島銘菓】 
  

川通り餅は上質の求肥にくるみを

加え、きな粉をまぶした広島の代表

的な銘菓です。素朴な味わいと程よ

いくるみの歯触りをお楽しみくだ

さい。 

 

やまだ屋【広島銘菓】 
 

やまだ屋は昭和 7 年に宮島で「もみ

じ饅頭」の製造元として創業しまし

た。約 20 種類のもみじ饅頭や、人気

商品の「桐葉菓」を始めとして、「ひ

とつひとつに思いを込めて」をモット

ーにお菓子づくりをしております。 

にしき堂【広島銘菓】 
  

原材料の小豆や小麦だけでなく、水に

もこだわり「百試千改」をモットーに

日々研鑽し、美味しいお菓子作りに挑

戦し続けております。そんな当店では、

一度食べると忘れられない、焼き立て

のもみじ饅頭をご賞味いただけます。 

いずの【広島名産品】 
 

当店限定で生のあなごを秘伝の 

タレで丹念にその場で焼き上げます。

焼き上がったばかりのあなごの蒲焼

を広島のお土産としてどうぞ。そして

広島でしか買う事の出来ない「あな

ご」や「牡蠣」を使った練り物、乾物

類や牡蠣等を取り扱う 

「お菓子以外のお土産をお探しの方」 

にピッタリのお店です。 

Amochinmi/阿藻珍味【広島名産品】 
  

『宮島・参道の食べ歩き』と銘打った 

通りの中で、広島らしい練りの文化を 

感じさせる商品やたこの天ぷら・ 

ホルモン天などを実演提供いたします。 

お土産に、新幹線でのおつまみに。 

広島駅での美味しい思い出作りをお手

伝いいたします。 

廣島 香月【広島銘菓】 
 

広島で７０年の歴史を持つ香月堂。 

厳選素材と独自製法による美味し

さ。広島を代表する銘菓「もみじ饅

頭」ではこし餡,クリーム,抹茶,チョ

コレートといろいろな味がお楽しみ

いただけます。他にも「広島」をテ

ーマにしたおみやげカープもみじ饅

頭、新銘菓「もみじパイ」「安芸もみ

じ」等、広島の心をご賞味下さい。 

楓乃樹【広島銘菓】 
 

「メープルもみじフィナンシェ」をはじ

め、今や広島のシンボルとも言える「も

みじ（楓）」を、メープルシュガーを使

用 し た 洋 菓 子 で 表 現 し ま し た 。               

「もみじ（楓）」の花言葉は、 

「 大 切 な 思 い 出 」 。                             

すてきな旅を演出致します。 

バッケンモーツアルト【広島銘菓】 
 

広島から世界へ平和の願いを込め

て・・・。からす麦プレミアムクッ

キー「おりづる」をメインに、から

す麦クッキーや広島・瀬戸内の食材

にこだわった人気のお菓子を取り揃

えております。  

蜜屋【広島銘菓】 
 

自然の恵みはちみつを餡と生地に加

えた「蜜饅頭」など、はちみつを 

使った和菓子作り 70 年の伝統と、

今注目されている職人の新しい感性

と技術により創り上げるこだわりの

お菓子をご賞味ください。 

Ｂｏｓｔｏｎ【スイーツ】 
 

「レモンスティックケーキ」は広島

県産レモンと広島県産の米粉を使

用。さっぱりもっちりとの食感で食

べやすいサイズです。W.P.A 国際高

品質保証審査会で 2018 年度 W.P.A 

最優秀品質賞と共に、2018 年モンド

セレクションで金賞受賞したボスト

ン人気の焼き菓子です。 

御菓子所 高木【広島銘菓】 
  

広島みやげに創業 100 年の上質な 

和菓子を提供いたします。広島県産

品を使った『鶴亀もなか』 『ひろ

しま檸の菓』をはじめ、良質で美し

く品がある和菓子作りにこだわり続

けます。 

旬果瞬菓 共楽堂【広島銘菓】 
 

旬の果物や穀物を大胆に使用し、一瞬輝く

お菓子を提供いたします。朝摘みのマス 

カットを丸ごと使用した夏季限定「ひとつ

ぶのマスカット」は大切な方へのお土産に 

お勧めです。 

 

 
 

御菓子所 平安堂梅坪 
 

1918 年の創業から、おかげさまで 

100 年。素材を吟味し、手間を惜し

まず、日々こころを豊かにするお菓

子をお作りしております。〈ザ・広島

ブランド〉認定産品の柿羊羹祇園坊、

吾作饅頭をはじめ、安芸瀬戸内の実

りと魅力を、和菓子の伝統とともに

伝えてまいります。 

【広島銘菓】 



宗家 源 吉兆庵【銘菓】 
 

果実をまるごとひとつ使用した創作

果実菓子。ご進物、ビジネス用にマス

カットの「陸乃宝珠」、干柿の「粋甘

粛」、お土産、ご自宅用には広島限定

商品もご用意し、幅広くお客さまの 

ニーズにお答えできる品揃えです。 

グランクラシック【スイーツ】 
  

焼菓子を中心に、旅行客だけでなく

広島地元の方の手土産にも使える

「苺サンド」「キャラメルサンド」

「貴醸酒のバターケーキ」などの 

広島駅限定商品に加え、酒処広島の

日本酒をふんだんに使用した「雨後

の月ショコラ」など広島らしい商品

を提供いたします。 

八天堂【スイーツ・パン】 
 

広島県三原市発祥。素材の味に徹底 

的にこだわり、試行錯誤の末に誕生

した代表作の「とろけるくりーむ 

パン」を販売。更に、常温のお土産

品も取り揃えております。広島の手

土産に最適な八天堂の商品を提供

致します。 

島ごころ SETODA【広島銘菓】 
 

レモンの島の、レモンケーキが一番

商品。国産レモン商品がほとんどな

かった 10 年前から国産レモン日本

一の産地・瀬戸田でつくり、国産レ

モン商品の先駆けと言われていま

す。レモンにとことんこだわった取

り組みは数々の全国的な賞を受賞

しました。 

酒 ます枡
ます

【酒】 
 

日本三大酒処として名高い西条のお酒は、 

やわらかで芳醇な味わいが特徴として 

挙げられます。当店では西条を中心とし 

た広島、山口の地酒を取り揃え、有料で 

の地酒呑み比べやお酒にちなんだ雑貨の 

販売も行います。 
 

花いちご【スイーツ】 
 

三次のピオーネや広島県産シャイン 

マスカット等の最高級フルーツギフト

をはじめ、 三次ピオーネをふんだんに

使った生しぼりジュースやケーキ、ゼリ

ー、大福等をとりそろえ、また、岡山の

清水白桃のプレミアムソフト＆パフェ

も期間限定販売をいたします。 

おみやげ街道【広島みやげ】 
 

中国地方最大級の品揃えを誇る売り場 

です。世界中から大勢の観光客が訪れ 

る広島の味覚・物産・伝統をキーワー

ドに瀬戸内の魅力ある商品を取り揃

えております。ビジネス・観光のおみ

やげに適した定番みやげから、地域の 

特色あるおみやげを提案いたします。 

 
 
 

 

  

ｅｋｉｅ 味
あじ

彩通
さいどお

り 

e's
イース

 time
タイ ム

 café
カ フ ェ

 &
アンド

 ANDERSEN
ア ン デ ル セ ン

【ｶﾌｪ&ﾍﾞｰｶﾘｰ】 
 

エキエで気軽に美味しいパンと

こだわりのコーヒーが飲める 

お店。併設された製造室で職人の

手によって丁寧に作る、アンデル

センこだわりのパン。当店オリジ

ナルのコーヒーは、焙煎から配合

までこだわった贅沢なコーヒー。

お昼はパスタや美味しいパンを。

豊富なデザートとご一緒に、 

お客様にとって良い時間を提供 

いたします。 

さち福や 【定食】 
 

日常食を取りそろえ、健康を 

食べていただく『第二の食卓』

を実現します。釜戸で炊かれた

あつあつごはんとバランスの

とれたおかず。「毎日でも食べ

たい。」そんな定食をご用意し

ました。四季を彩る素材のあれ

これと素朴をいっぱい召し上

がれ。 

駅弁 さい彩 【弁当・惣菜】 
 

広島名物「あなごめし」を中心に

山陰・瀬戸内の海の幸・山の幸を

使用した駅弁当を取り揃えまし

た。観光のお客様にはご当地の味

を。地元にお住まいのお客様にも

様々な味を楽しめる駅弁当をご用

意しております。 

 

 

驛むすび 【弁当・惣菜】 
  

「和」と「創作」の旬を味わう 

本格グルメな寿司とむすびの 

テイクアウト専門店。『気軽に 

リーズナブルに』を基本にしつ 

つも、広島のブランド米や産地 

を限定した具材を使うなど地産 

地消にこだわった商品を、お客様

のお好みに合わせてお選びいた

だけます。 

(64 席) (42 席) 



 

 

 

むさし【弁当・惣菜】 

お陰様で 60 周年、選び抜いた米と

塩、香り高い海苔を専任『むすび人』

が心を込めてむすぶむすびはまさに

絶品です。伝統を守りつつ更に皆様

にお喜び頂ける味を求め一番人気若

鶏むすび、新作のタコ天・白エビの

揚げたてもご賞味下さい。 
 

じんぼ【弁当・惣菜】 

 
小いわしや牡蠣などの瀬戸内海の幸、

広島牛やモミジ豚の広島の幸を鮮度

の良い状態で店頭で調理し出来立て

を提供します。 

 

三
み

福屋
ふ く や

【カツサンド】 
ていねいに、一つ一つ手作りした、

胡麻の食感が楽しい、こだわりぬい

たカツサンドです。その他、『瀬戸

内レモン塩』から揚げや『海人の藻

塩ソフト』など、商品全てに瀬戸内

らしさを出した、広島を感じられる

店舗です。 

からあげ専門 ばくだん屋 
 

広島つけ麺本舗ばくだん屋の大人気

メニューのから揚げを専門店にしま

した。 

通常の店舗では食べることのできな

い広島限定塩レモン味など、色々な

味のから揚げをお楽しみいただけ 

ます。 

 
しま商店・しま市場 

しま商店 【工芸品・文化雑貨】 
 

ひろしま・せとうち生まれ、ひろし 

ま・せとうちクラフトのモノを集め

たセレクトショップ。地域の良いモ

ノを集め作り手のストーリーと共に

発信し、この地域の魅力も伝えてい

きます。自分のご褒美として欲しい

モノ、誰かに送りたいモノとの一期

一会をお手伝いする場所でありたい

と思っています。 

しま市場
い ち ば

 アバンセ 【食品】 
 

広島発の高質食品スーパーマーケット  

「アバンセ」が新たに提案する 

ｅｋｉｅ限定のコンセプトショッ

プです。本物へのこだわり、ワンラ

ンク上の美味しさ、日々の驚き・・・

アバンセの品質はそのままに今日

嬉しいもの、明日笑顔になるもの、

手土産にも喜ばれるものなど 

を取り揃えました。 

しま市場
い ち ば

 みのりカフェ 【カフェ】 
 

全国で唯一、地産食材による飲食店 

舗を全国展開している、ＪＡ全農「みの

りみのるプロジェクト」の人気カフェが

広島に初出店！中国・四国地方の豊かな

「里山の恵み」、瀬戸内海・日本海・太

平洋の「潮風の恵み」、それらをギュッ

と凝縮した「旬のくだもの」が、この地

域の美味しい牛乳や小麦と出会って完

成する、四季折々のパフェやスイーツメ

ニューを提供します。 

  

 

飲食ゾーン 
エキエバル 

 eki
エ キ

 spices
ス パ イ ス

 【カレー】         
 

ホテルグランヴィア広島総料理長

監修のホテルカレーを、こだわり

のトッピングと共に気軽に楽しめ

るカレーショップ。夜には、広島

の中国醸造がつくる国産ジン「桜

尾」を使ったカクテルもお楽しみ

いただけます。 

ライオンバーガー 【ハンバーガー】 
 

牛１００％のパテやオリジナル 

ソースなど手作りにこだわったハン

バーガーと、気軽に楽しめる大判焼

きサイズのお好み焼き”ミニおこ”、 

”サバサンド”などを主に、種類豊富

なビールと一緒に楽しめるオシャレ

で新しい食文化を提供します。 

 

炙り処 しょうの屋 【焼鳥】 
 

昔懐かしい雰囲気を漂わせる空間で、 

部位ごとに産地にこだわった銘柄

鳥を備長炭で焼く焼鳥をはじめ、

地元特産の野菜など食材の良さを

最大限に活かしたこだわりの料理

とオーナー自らが選んだお酒をお

楽しみいただけます。 

 

カープステーション カフェバル＆グッズ  

【カープグッズ、コンセプトカフェバル】  

カープをコンセプトとしたカフェ

＆バルです。球場をイメージした

店内で、カープ戦の中継や過去の

名シーンの VTR を見ながらコーヒ

ーやバーメニューをお楽しみいた

だけます。店内にはショップを併

設しており、オリジナル商品も含

むカープグッズもお買い求めいた

だけます。 

(24 席) 

(15 席) (30 席) 

(25 席) 

(8 席) 

【弁当・惣菜】 



 串かつ 寅
とら

卯
う

 【串かつ】 
 

串かつを中心とした立ち飲み居酒

屋です。串かつはもちろん、おで

ん、煮込み、海鮮、洋食、日替り

の一品料理も豊富でリーズナブ

ル。生ビールは 350 円！立ち飲み

価格なのにクオリティの高いお料

理をご提供致します。 

 

あじろや 【寿司】 
  

瀬戸内海の天然の魚介類を中心に、 

各地で獲れた鮮魚を折り混ぜなが

ら、旬を五感で感じられるこだわり

の美味をお届けしてまいります。 

日替わりのネタ 20 種類以上。なか

でも自慢は、名物の煮穴子。丁寧に

下ごしらえをした穴子をふっくら

と仕上げ、秘伝のたれをかけた穴子

重（寿司）は絶品です。 

一風堂 【ラーメン居酒屋】 
 

1985 年創業の「博多 一風堂」。 

ニューヨークをはじめ世界の国・

地域に店を展開し、各国で多くの

ファンをつくりだしています。 

当店はスタンダードな一風堂にお

酒と合うおつまみもプラス。 

ラーメンで締めくくる一風堂スタ

イルをお楽しみください。 

銀座ライオン 【ビヤホール】 
 

1899 年から 1 世紀を超える長い歴

史を持つ「ビヤホール」。その代表

格が「銀座ライオン」です。開放感

ある店内で、専門店としての様々な

こだわりがつまった伝統技術「一度

注ぎ」による生ビールと、生ビール

に合わせた豊富なメニューをお楽

しみいただけます。 

なるとキッチン 【若鶏半身揚げ】 
 

『若鶏半身揚げ×旨い酒』男性はも

ちろん、子供から女性まで、泣く子

も黙る小樽のソウルフード「若鶏半

身揚げ」とキンキンに冷えたハイボ

ール、美味しいワインから日本酒ま

で幅広くとことん料理に合う旨い

お酒をリーズナブルに楽しめます。 
  

バルザル 【フレンチビストロ】 
 

ソースにこだわった「フレンチおでん」

や、牛豚鶏、こだわりの「お肉」の 

鉄板料理など気軽に楽しめるメニュー

がたくさん。「ビストロ」の気軽さに、

フレンチの「おしゃれさ」、おでんの「親

しみやすさ」をミックス。いつでもど

んなシチュエーションでもご利用いた

だけるお店です。 

天婦羅 汐
うしお

 【天ぷら】 
 

胡町の知る人ぞ知る割烹料理の名

店「 汐
うしお

」が天ぷら専門店として移

転オープン。カウンターの目の前で

料理人が揚げる本格的な天ぷらが

楽しめます。 

和久
わきゅう

バル 【瀬戸内料理・かき料理】 
 

平和公園ほとりの川面に浮かぶかき

船内の料亭「和久
わきゅう

」のコース料理の

一品一品が、手軽な価格で気軽に食

べられる、新スタイルの日本料理 

バル。新幹線車内で食べられるお弁

当・おつまみや、冬季には生カキも

お買い求めいただけます。本当の広

島かきの美味しさをお楽しみ下さい。 
 

Tapas
タ パ ス
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 by
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マ ッ サ

【スペインバル】 
 

お一人様でもグループ様でも、お昼

から気軽にお酒を楽しんでいただ

けます。お手頃でさっと出てくるタ

パス料理を始め、鉄板を使った熱々

の料理、豊富な種類のパエリアまで

さっと飲んで帰りたい方から、 

ゆっくり楽しみたい方まで、あらゆ

るニーズにお応えいたします。 

NIKU
ニ ク

 TOKU
ト ク

 【肉バル】 
 

世界初の技術「エイジングシート」

を使用し熟成させた『発酵熟成肉』

を使ったステーキ、産地直送のお肉

を使った肉料理、鮮やかなサラダや

デザートなどバリエーション豊か

なメニューをカジュアルにお楽し

みに下さい。 

 

マンゴツリーキッチン 【タイ料理】 
 

タイ、バンコクに本店を構えるレス

トラン「マンゴツリー」が中四国初

出店！マンゴツリーで大人気の 

「ガパオ」を中心とした専門店。 

ディナータイムではお酒に相性の

良い本場タイの一品料理をご用意。

ご自宅または電車内でもお気軽に

お楽しみいただけるテイクアウト

商品も取り揃えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17 席) 

(52 席) 
(37 席) 

(37 席) 

(17 席) (17 席) 

(52 席) 

(44 席) (58 席) 

(40 席) 

(30 席) 

(29 席) 

(30 席) 

(25 席) (40 席) 



ｅｋｉｅ ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥ 

広島乃風【お好み焼き】 
 

地元広島の有名店、広島乃風が、 

駅ナカに進出！ 

広島の本格お好み焼きや広島風

つけ麺、牡蠣やレモンなど、広島

の味を揃えてお待ちしています。 

約 90 席の大型店で、団体のお客

様にも対応できます。 
 

海賊料理と牡蠣の店 村上海賊 
 

室町時代から戦国時代に瀬戸内で活

動した海賊、「村上海賊」をテーマに、 

瀬戸内の海の幸を使った鍋「海賊鍋」

や、広島名物お好み焼きに海鮮をふ

んだんに使った海賊焼きをなどを提

供します。 

ＯＫＯＳＴＡ
オ コ ス タ

【お好み焼き教室】 
 

あの「オタフクソース」が、「広島

お好み焼体験教室」を広島駅に 

開業！ 

観光の旅の思い出・記念に是非体

験してみてください。もちろん味

は保証付きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40 席) 

(90 席) 【海鮮居酒屋】 (133 席) 



（テナントリスト） 

店舗名称 会社名 出店状況 地元企業 

ｅｋｉｅ おみやげ館 
藤い屋 ㈱藤い屋  ○ 
御菓子処 亀屋 ㈱亀屋  ○ 
やまだ屋 ㈱やまだ屋  ○ 
にしき堂 ㈱にしき堂  ○ 
いずの ㈱出野水産  ○ 
Amochinmi/阿藻珍味 ㈱阿藻珍味  ○ 
廣島 香月 ㈱香月堂  ○ 
楓乃樹 ㈱サンエール  ○ 
バッケンモーツアルト ㈱モーツアルト  ○ 
蜜屋 蜜屋本舗㈱  ○ 
Ｂｏｓｔｏｎ ㈱ボストン  ○ 
御菓子所 高木 ㈱御菓子所高木  ○ 
旬果瞬菓 共楽堂 ㈱瞬菓三原  ○ 
御菓子所 平安堂梅坪 ㈱平安堂梅坪  ○ 
宗家 源 吉兆庵 ㈱宗家源吉兆庵   
グランクラシック ㈱グランクラシック  ○ 
八天堂 ㈱サイキエンタープライズ  ○ 
島ごころ SETODA ㈱島ごころ  ○ 
酒 ます枡 ㈱ジェイアールサービスネット広島 新業態 ○ 
花いちご ㈱スミヨシ  ○ 
おみやげ街道 ㈱ジェイアールサービスネット広島  ○ 

ｅｋｉｅ 味彩通り 
e’s time café & ANDERSEN ㈱ジェイアールサービスネット広島 新業態 ○ 
さち福や ㈱ジェイアールサービスネット広島 広島初 ○ 
駅弁 さい彩 ㈱ジェイアールサービスネット広島 新業態 ○ 
驛むすび 広島駅弁当㈱  ○ 
むさし ㈱むさし  ○ 
じんぼ ㈱神保  ○ 
三福屋 コレクタス㈱ 新業態 ○ 
からあげ専門 ばくだん屋 ㈲ばくだん屋  ○ 

しま商店・しま市場 
しま商店 ㈱ジェイアールサービスネット広島 新業態 ○ 
しま市場 アバンセ ㈱ユアーズ 新業態 ○ 
しま市場 みのりカフェ 全国農業協同組合連合会 新業態  

    

エキエバル 
eki spices ㈱ホテルグランヴィア広島 新業態 ○ 
ライオンバーガー ㈱ＳＴＵＣ   
炙り処 しょうの屋 ㈱One line  ○ 
カープステーションカフェバル＆グッズ ㈲ダブルオー 新業態 ○ 
串かつ 寅卯 ㈱寅  ○ 
あじろや 広島駅弁当㈱  ○ 
一風堂 ㈱力の源カンパニー   
銀座ライオン ㈱サッポロライオン   
なるとキッチン コレクタス㈱ 西日本初 ○ 
バルザル ㈱Ovation Plus 中四国初  
天婦羅 汐 ㈲汐 新業態 ○ 
和久バル ㈱かなわ 新業態 ○ 
Tapas Kitchen by Massa ㈱エムアンドエムフーズ 新業態  
NIKU TOKU ㈱徳川 新業態 ○ 
マンゴツリーキッチン ㈱マンゴツリージャパン 中四国初  

    
ｅｋｉｅ ＤＩＮＩＮＧ ＴＥＲＲＡＣＥ 

広島乃風 ㈲ばくだん屋  ○ 
海賊料理と牡蠣の店 村上海賊 チムニー㈱ 新業態  
OKOSTA オタフクソース㈱ 新業態 ○ 

 


