２０１１年１１月１０日
東日本旅客鉄道株式会社

＜Ｓｕｉｃａはおかげさまで１０周年！＞
10 万人プレゼントキャンペーンやＳｕｉｃａタッチラリー等の記念イベント、
「Ｓｕｉｃａのペンギン」オリジナルグッズの販売を実施します！
◇Ｓｕｉｃａはおかげさまで本年 11 月 18 日に 10 周年を迎えます。これまでのご利用への
感謝とともに、これからの一層のご愛顧をお願いする気持ちを込めて、Ｓｕｉｃａ10 周
年を記念した様々な企画を実施いたします。
◇10 周年にちなみ、総計 10 万人の方に 10 の特典をプレゼントする「おかげさまでＳｕｉ
ｃａ10 周年キャンペーン」を実施いたします。
◇大崎駅では、10 周年の歩みを振り返る記念展示「ペンギンランド」を実施します。
◇Ｓｕｉｃａを活用したタッチラリー、
「ペンギンをつかまえよう！Ｓｕｉｃａ de おに
ごっこ」 を実施いたします。
◇「Ｓｕｉｃａのペンギン」グッズをお買い求めの方に記念ポストカードをプレゼントす
るほか、10 周年を記念した新商品を販売します。
◇山手線にＳｕｉｃａのペンギンをラッピングした、
「ペンギントレイン」を運行します。
１．「おかげさまでＳｕｉｃａ10 周年キャンペーン」の実施
10 周年の感謝の気持ちをこめて、10 の特典を総計 10 万名さまにプレゼントするキャンペーンを
実施いたします。
【期

間】2011 年 11 月 18 日（金）〜12 月 15 日（木）

【概

要】上記期間中、キャンペーンサイト（PC・ケータイ）にＳｕｉｃａＩＤとメールアドレスを
登録し、キャンペーンにエントリーされた方に、ご利用に応じた賞品をプレゼントします。
キャンペーン専用サイト http://suica10.jp/
※2011 年 11 月 18 日（金）開設予定
【賞
品】
◇キャンペーンにエントリーしていただいた方に
(1) エントリーいただいた方全員にケータイ用壁紙または PC 用壁紙をプレゼント
(2) エントリーいただいた方の中から抽選で、
「10 周年記念Ｓｕｉｃａ」を
500 名さまにプレゼント
10 周年記念Ｓｕｉｃａ（イメージ）

◇キャンペーン期間中Ｓｕｉｃａで鉄道をご利用の方に
(3) ＳｕｉｃａのＳＦ（電子マネー）を使って鉄道に 10 回以上乗車された方の中から、抽選で
30,000 名さまにオリジナルＳｕｉｃａのペンギン卓上カレンダーをプレゼント
(4) Ｓｕｉｃａグリーン券を購入・乗車された方の中から、抽選で 4,500 名さまにＳｕｉｃａのペン
ギン１０周年記念オリジナルブランケットをプレゼント

(5) モバイルＳｕｉｃａ特急券を購入・乗車された方の中から、抽選で 10,000 名さまに 1,000 円分の
Ｓｕｉｃａチャージをプレゼント
◇キャンペーン期間中Ｓｕｉｃａ電子マネーをご利用の方に
(6) Ｓｕｉｃａで 1 回 100 円（税込）以上のお買い物を 5 回以上された方の中から、抽選で 1,000 名
さまにオリジナルデジタルフォトフレームをプレゼント
(7) Ｓｕｉｃａで 1 回 100 円（税込）以上のお買い物を 5 回以上された方の中から、抽選で 10,000 名
さまに 1,000 円分のＳｕｉｃａポイントをプレゼント
◇キャンペーン期間中、モバイル Suica に新規入会またはスマートフォンへ機種変更された方に
(8)モバイルＳｕｉｃａ
（クレジット登録）
に新規入会された方の中から、
抽選で30,000 名さまに1,000
円分のＳｕｉｃａチャージをプレゼント
(9) モバイルＳｕｉｃａ（クレジット登録）に新規入会された方で、登録クレジットカードをビュー
カードにされた方の中から抽選で 4,000 名さまに 1,000 円分のＳｕｉｃａチャージをプレゼント
(10)すでにモバイルＳｕｉｃａ会員で、
スマートフォンに機種変更し、
手続きを完了された方の中から、
抽選で 10,000 名さまに 1,000 円分のＳｕｉｃａチャージをプレゼント
【お問い合わせ】キャンペーン事務局 ＴＥＬ ０１２０−０１０−２５２
※事務局開設期間：11 月 18 日（金）〜12 月 15 日（木） 10：00〜18：00 土日・祝日を除く

２．10 周年記念「ペンギンランド」の実施
10 周年を記念し、これまでのＳｕｉｃａの歩みを振り返るパネルやポスターの展示、過去のＣＭの放
映を行うほか、記念グッズの販売やＳｕｉｃａのペンギンとの記念撮影会を開催します。
【日
【場
【概

時】2011 年 11 月 19 日（土）〜11 月 27 日（日）
（9 日間） 11：00〜19：00
所】大崎駅
要】
・これまで発行したＳｕｉｃａ・記念Ｓｕｉｃａカード、ペンギングッズの展示
・Ｓｕｉｃａ10 年の歩みパネル展示
・これまでのＳｕｉｃａポスターの展示やＣＭの放映
・Ｓｕｉｃａのペンギン原作者 さかざきちはるさんのペンギン原画展示
・Ｓｕｉｃａ10 周年記念グッズ販売 （11 月 19 日（土）
、20 日（日）のみ実施）
・Ｓｕｉｃａのペンギンとの記念撮影会 （期間中の土日、祝日に実施）

３．「ペンギンをつかまえよう！Ｓｕｉｃａ ｄｅ おにごっこ」の実施について 【別紙 1】
対象駅に設置された端末にＳｕｉｃａをタッチしてスタート。逃げるペンギンをつかまえることが出来
たら、ゴール駅での抽選会に参加できます。ゴール駅の抽選では、Ｓｕｉｃａグッズ等をプレゼント！
【期

間】2011 年 11 月 18 日（金）〜12 月 11 日（日）
端 末 へ の タ ッ チ：10:00〜20:00（最終日のみ 17:00 まで）
ゴールでの抽選会：11:00〜18:00

【対 象 駅】浜松町駅・大崎駅・蒲田駅・四ツ谷駅・荻窪駅・池袋駅・赤羽駅・巣鴨駅・日暮里駅・北千
※タッチ端末及びゴールは改札の外にあります。
住駅
※ゴール駅：新宿駅

４．買って！言って！もらってね！Ｓｕｉｃａのペンギングッズキャンペーン
「Ｓｕｉｃａのペンギン」グッズをお買い求めの方に、記念Ｓｕｉｃａの絵柄を忠実に再現した「記念ポ
ストカード」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
【期
【概

間】2011 年 11 月 18 日（金）〜12 月 15 日（木） ＊賞品がなくなり次第終了します。
要】対象店舗でＳｕｉｃａのペンギングッズを購入する際、「Ｓｕｉｃａのペンギングッズご案内サ
イト」にあるキーワードを言うと、これまでの記念Ｓｕｉｃａをデザインした記念ポストカード
がもらえます。
【対象店舗】①「Ｐensta(ペンスタ)」
：東京駅八重洲南口改札内
②「トレニアート」
：秋葉原駅アトレ秋葉原１内
③「ホテルメトロポリタン（池袋）」
：池袋駅西口徒歩３分
④「駅弁屋」新宿店
：新宿駅南口改札内
⑤「KINOKUNIYA entrée」エキュート上野店 ：上野駅エキュート上野内
⑥ 大崎駅臨時店舗(11 月 19 日、20 日のみ)：大崎駅北口改札内
【賞
品】記念ポストカードデザイン（対象店舗によりデザインが異なります。）

【Ｓｕｉｃａのペンギンご案内サイト】
http://www.eki‑net.biz/suica‑goods/top/ 詳しくは「Ｓｕｉｃａのペンギン」で検索

５．「Ｓｕｉｃａのペンギン」グッズ新商品の発売 【別紙２】
10 周年に合わせて「Ｓｕｉｃａのペンギングッズ」の新商品を発売いたします。
商品一例

ブランドムック（R）
『Ｓｕｉｃａのペンギン』
（宝島社）

Suica 弁当

森永ハイソフト

Suica のペンギンルーム
（ホテルメトロポリタン）

６．１０周年記念「ペンギントレイン」の運行
山手線（１編成）の車体をペンギンでラッピングし、車内をＳｕｉｃａ１０周年記念のポスターや、関
連のキャンペーンポスターの他、過去のＳｕｉｃａポスターやお祝いメッセージポスターで埋めつくした
「ペンギントレイン」を運行いたします。
【運行期間】2011 年 12 月 2 日（金）〜12 月 15 日（木）
ペンギントレイン外観

ペンギントレイン外観（正面）

【別紙１】

「ペンギンをつかまえよう！Suica de おにごっこ」の実施について
JR東日本では、Suica10周年記念企画の一環として、
「ペンギンをつかまえよう！Suica de
おにごっこ」を実施いたします。
10駅に設置したタッチ端末にSuicaをタッチして、逃げるペンギンをつかまえます。見事
ペンギンをつかまえたら、ゴールの新宿駅で抽選会に参加できます。
抽選会では、
「Suicaのペンギンカレンダー」などの素敵なSuicaのペンギングッズが合計
2,000名さまにその場であたります。また、新宿駅の一部の店舗で使えるクーポン券をもれ
なく差し上げます。
Suicaをお供に、
「ペンギンをつかまえよう！Suica de おにごっこ」にご参加ください。

１

実施期間・時間
【端末設置駅】
2011 年 11 月 18 日（金）〜12 月 11 日（日）
端 末 へ の タ ッ チ：10:00〜20:00（最終日のみ 17:00 まで）
ゴールでの抽選会：11:00〜18:00

２

タッチ端末設置駅及びゴール駅
【タッチ端末設置駅 10 駅】
浜松町駅・大崎駅・蒲田駅・四ツ谷駅・荻窪駅
池袋駅・赤羽駅・巣鴨駅・日暮里駅・北千住駅
【ゴール駅】 新宿駅

３

※タッチ端末及びゴールは改札の外にあります。

参加方法
はじめに Suica やモバイル Suica をご用意ください。
【エントリーする】

端末に Suica やモバイル Suica をタッチして
おにごっこをスタート。
※10 駅のうち、どこから始めても構いません。

【おにごっこをする】
ペンギンを
つかまえよう!!

逃げているペンギンを追って、残り 9 駅をまわ
ります。見事ペンギンをつかまえたら、ゴール
の新宿駅へＧＯ！
※一度タッチした駅に、ペンギンは逃げません。
＜端末イメージ＞

【ゴール】
抽選で賞品ゲット！

Ｓｕｉｃａで
お買い物すると

素敵な賞品が当たる抽選会に参加できます！
もれなく新宿駅の一部の店舗で利用できるクーポン券がもらえます。

端末にタッチする前に Suica（電子マネー）でお買い物をすると、ペンギンの逃
げる駅が減って、ペンギンをつかまえる確率があがります。
※100 円以上（税込）のお買い物に限ります。また、エントリー後のお買い物
が対象となります。また、エントリーと同じ Suica での利用に限ります。

※ひとり 1 枚の Suica でご参加ください。
※各駅でのタッチは 1 回のみ有効です。
※参加にはそれぞれの駅までの運賃が必要です。
※抽選後はおにごっこの履歴が消去され、再度、参加できます。

４

賞品
Ａ賞

Suica のペンギンカレンダー

計 600 名さま

Ｂ賞

Suica のペンギン×山手線

計 100 名さま

Ｃ賞

Suica のペンギンマグカップ

計 100 名さま

Ｄ賞

Suica のペンギンテーブルフック

計 100 名さま

Ｅ賞

Suica のペンギンタオル

計 100 名さま

Ｆ賞

Suica のペンギンリングノート

計 1,000 名さま

リバーシブルクッション

※賞品は変更となる場合がございます。

※写真はイメージです

【別紙2】
商品名

発売時期

Ｓｕｉｃａのペンギン
チョコレートケーキ
(16cm×10cm）

11/1〜

発売場所

価格（税込）

コメント

3,800円（要予約）

柔らかいスポンジとショコラ風味の生クリームを使用。
バナナが入った優しい味わいのケーキ。

ホテルメトロポリタン（池袋）
ペストリー＆ベーカリーブ
ティック
Ｓｕｉｃａのペンギン
シーズンケーキ

直径15cm
（要予約）

11/1〜

直径7cm

Ｓｕｉｃａのペンギンルー
ム
＊朝食つき１日限定１部屋

Ｓｕｉｃａ弁当

12/1〜

ホテルメトロポリタン
（池袋）

東京・上野・大宮・新
宿・品川駅の㈱日本レ
ストランエンタプライ
11/18〜
ズが運営する弁当売店
「駅弁屋」「旨囲門」

3,500円
500円

平日１室料金
お一人様利用18,000円
お二人様利用22,000円
休前日１室料金
お一人様利用21,000円
お二人様利用28,000円

直径7センチのケーキは季節毎にテーマを変更してお届
けします。11月〜2月はフランボワーズを使った甘酸っ
ぱいテイストです。
直径15センチのケーキはパーティーにおすすめです。可
愛いペンギンのスマイルに、パーティーが盛り上がるこ
と間違いなしです。

お部屋がキュートなＳｕｉｃａのペンギンでいっぱい！
ファンにはたまらないペンギンルームが登場です。夜景
も存分に楽しめる21階の素敵なお部屋。夢の中でもペン
ギンに会えちゃうかも・・・・？
写 真 は イ メ ー ジで す 。

1,000円

Ｓｕｉｃａをモチーフにしたユニークな駅弁。
Ｓｕｉｃａのペンギンの海苔や好物の魚肉ソーセージな
どを彩りよく盛り込みました。
巾着は小物入れやお弁当袋としてお使いいただけます。

Ｓｕｉｃａのペンギン
どらやき（6個入り）

11/18〜

KINOKUNIYA entrée
ecute上野店

1,200円

北海道産大納言小豆とこだわりぬいた和三盆糖、そして
職人が一つひとつ焼き上げた生地との絶妙なハーモ
ニー。しっとりとした食感です。

森永ハイソフト
（ブラウンシュガー味）

KIOSK、NEWDAYS等
11/18〜 ㈱JR東日本リテール
ネットの店舗

各120円

列車旅の友、森永製菓のハイソフトとＳｕｉｃａのペン
ギンがコラボレーション。やさしい甘さで元気がでま
す。全部で4種類。

Ｓｕｉｃａのペンギン
A5リングノート
2種類

各420円

たっぷり70枚綴りのノートは、持ち運びやすいＡ５サイ
ズ。中面のページの右下にはＳｕｉｃａのペンギンがプ
リントされています。

Ｓｕｉｃａのペンギン
クリアファイル
2種類

各200円

書類を整理しやすいＡ4サイズのクリアファイルはいく
つあってもうれしい。駅長さんの姿のＳｕｉｃａのペン
ギンがポイントです。

各500円

グランクラス に座るペンギンと駅長さんの姿のＳｕ
ｉｃａのペンギン。Ｓｕｉｃａを入れてね！

Ｓｕｉｃａのペンギン
ハンドタオル
（駅長さん）

550円

肌触りのよさと、水色ドットがポイントのハンドタオ
ル。きりりと敬礼する姿がかわいく、ほどよい、アクセ
ントに。

Ｓｕｉｃａのペンギン
下敷き
（はやぶさとペンギン）

200円

B４サイズのノートにぴったりの下敷き。
Ｓｕｉｃａのペンギンがはやぶさの前でポーズを取る
キュートなデザインです。

Ｓｕｉｃａのペンギン
カードケース
2種類

11/18〜 Pensta,
トレニアート等

Ｓｕｉｃａのペンギン
はちみつくりーむ大福

11/18〜 Pensta

680円

自然のやさしい甘さで食べやすい大福。
ひとつひとつのパッケージにプリントされたＳｕｉｃａ
のペンギンがかわいい。

Ｓｕｉｃａのペンギン
いちごくりーむ餅
ちょこくりーむ餅

11/18〜 Pensta

各420円

もちもち、柔らかなクリーム入りの餅。
ほのかな甘さは、お茶うけにはもちろんコーヒーにもあ
う！

ペンギンスケジュール帳

Pensta、ブックエキス
11/10〜 プレス、三省堂書店、
オレンジページ通販

550円

年間カレンダー、メモ欄を一冊にまとめた、持ち歩き用
のスケジュール帳。

ペンギンスケジュール帳
兼文庫カバー

Pensta、ブックエキス
11/10〜 プレス、三省堂書店、
オレンジページ通販

各735円

手帳用兼文庫用カバー。素材は帆布。右開き、左開き両
方に対応しています。はばたく一年になりますように。
＊スケジュール帳は含まれておりません。

ペンギンはがき
冬ベスト

Pensta、ブックエキス
11/15〜 プレス、三省堂書店ほ
か書店

1,000円

クリスマス、お正月、バレンタイン、雪遊び、スケー
ト、こたつでみかんetc. 冬の装いもかわいいペンギン
のイラストを24枚のはがきセットにしました。

1,380円

誕生10周年を記念して、「Suicaのペンギン」のムック
が登場！ 特別付録は、作者のさかざきちはるさんが本
誌のために描きおろしたイラストのトートバッグと、
Suicaパスケース。本誌は、新作アイテムカタログや、
Suicaのペンギンと行く電車の旅、また10年間のヒスト
リーなど、キュートなペンギンのさまざまな情報が満載
の1冊です！

ブランドムック（R）
『Suicaのペンギン』

全国の書店、一部コン
ビニ、インターネット
11/18〜
などで発売。

商品イメージ

