2016 年 11 月 14 日
東日本旅客鉄道株式会社

限定壁紙と記念ステッカーがもらえる！
『Suica のペンギングッズ ダブルプレゼントキャンペーン』を開催
期間限定 Suica のペンギングッズも発売します
○おかげさまで、Suica のペンギンは 11 月 18 日(金)に 15 周年を迎えます。これを記念して、
「Suica のペンギングッズ ダブルプレゼントキャンペーン」を実施いたします。
○15 周年を記念して、可愛い“イチゴ”デザインや、今しか買えない Suica のペンギングッ
ズをたくさん用意しました。ぜひこの機会にお買い求めください。

※Suica のペンギングッズの詳細情報は別紙をご覧ください。

◆Suica のペンギングッズ ダブルプレゼントキャンペーン◆
期間中、キャンペーンサイトにアクセスいただいた方に記念の壁紙をプレゼント。また、キャ
ンペーン参加店舗で Suica のペンギングッズをお買い上げいただくと、1 回のお買い物につき、1
枚「記念ステッカー」をプレゼントいたします。

①壁紙プレゼント
【期 間】2016 年 11 月 18 日（金）～12 月 15 日（木）
【概 要】キャンペーンサイトへパソコン、もしくはスマートフォンでアクセスされた方に、
記念壁紙 2 種類をプレゼント。
URL：http://www.eki-net.biz/suica-goods/cp/15thTop.html
※2016 年 11 月 18 日（金）10：00 開設予定

パソコン版 限定壁紙

スマートフォン版 限定壁紙

②記念ステッカー（2 種）プレゼント
【期 間】2016 年 11 月 18 日（金）～ ※各店舗ステッカーが無くなり次第終了
【概 要】対象店舗で Suica のペンギングッズをお買い求めの方、先着で合計 15,000 名に、
1 回のお買い物につき 1 枚「記念ステッカー」をプレゼント。「駅ナカ・街ナカ」と
「インターネット」で、それぞれ異なる柄のステッカーをプレゼントいたします。

駅ナカ・街ナカでのお買い物限定

インターネットでのお買い物限定

記念ステッカー

記念ステッカー

【キャンペーン対象店舗】
＜駅ナカ・街ナカ＞
Pensta（ペンスタ）東京店（東京駅）
TRAINIART（トレニアート）アトレ秋葉原 1 店（秋葉原駅）
紀伊國屋書店 新宿本店 1F Books on Japan
三省堂書店 有楽町店
くまざわ書店 池袋店
＜インターネット＞
えきねっと Plaza2
JR 東日本リテールネット
オレンジページ通販

http://www.eki-net.biz/plaza2/
http://www.eki-net.biz/j-retail/
https://ec.orangepage.net/

※内容は一部変更になる場合がございます。
※Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
（C）Chiharu Sakazaki/JR 東日本/dentsu

別紙

◇特別商品！「イチゴ」デザインの Suica のペンギングッズ◇
Suica のペンギン“15”周年にちなみ、「イチゴ（1・5）」をデザインした Suica のペンギング
ッズを発売します。一部を除き、11 月 18 日(金)から販売します。

■商品名：ヘッドホン
■価 格：8,618 円（税込）
■販売場所：Pensta、紀伊國屋書店新宿本店 1F Books
on Japan、くまざわ書店池袋店、えきねっ
と Plaza2、オレンジページ通販 等
白いボディに赤いイチゴが映える、スタイリッシュな
ヘッドホン。密閉ダイナミック型なので、音漏れを気
にせず音楽を快適に楽しめます。出力音圧レベル約
100dB/mW、コード 1.2m、重量約 156g。

■商品名：マグカップ
■価 格：各 1,490 円（税込）
■販売場所：Pensta、紀伊國屋書店新宿本店 1F Books
on Japan、三省堂書店有楽町店、くまざわ
書店池袋店、えきねっと Plaza2、オレン
ジページ通販 等
ぽってりとしたやさしいフォルムのマグ。イチゴとイ
チゴに扮したペンギンのイラストが、ティータイムを
なごみの時間にしてくれます。ブラックとレッドの２
色展開。容量 250ml、磁器、電子レンジ・食洗機使用
可。

■商品名：ハンカチ
■価 格：972 円（税込）
■販売場所：Pensta、
紀伊國屋書店新宿本店 1F Books on
Japan、くまざわ書店池袋店、えきねっと
Plaza2、オレンジページ通販 等

■商品名：ネックレス（15th. Special. Edit.）
■価 格：4,860 円（税込）
■販売場所：紀伊國屋書店新宿本店 1F Books on Japan、
くまざわ書店池袋店、えきねっと Plaza2、
オレンジページ通販 等

手拭きとしてはもちろん、お弁当箱を包むのにも最
適な大判サイズ（50×50cm）。乾きやすく、手になじ
む薄手のコットン（コンパス地）100%で、使い勝手
も抜群です。

Suica カードを手にしたペンギンの姿をチャームにし
た、スペシャルなネックレス。キラリと光るスワロフ
スキーがアクセントになっています。雑貨店などで人
気のアクセサリーブランド「5108（コトバ）」とのコラ
ボ商品。真鍮製、24K ゴールドメッキ。

※内容は一部変更になる場合がございます。

別紙

■商品名：iPhone カバー（15th）
■価 格：2,570 円（税込）
■販売場所：Pensta、TRAINIART、えきねっと Plaza2 等

■商品名：カードケース(ポーズ 15th）
■価 格：514 円（税込）
■販売場所：Pensta、TRAINIART 等

カバーをスライドさせれば「Suica」カードが挿入出来
て、そのままご使用頂けます。
iPhone 6/6ｓ/7 共用となっております。
※サイズ：W 6.7 ㎝×H 13.8cm×D 1.2cm

裏面に「Suica」カードを入れてそのまま使えるケー
スです、15 周年デザインで、この期間だけの限定販
売です。
※サイズ：W 6cm×H 9.6cm×D 0.5cm

◇今しか買えない！クリスマスパーティーやクリスマスギフトに最適なオススメ商品◇
※いずれも販売中もしくは予約受付中の商品です。

■商品名：イヤープレート 2017
■価 格：6,804 円（税込）
■販売場所：Pensta、えきねっと Plaza2、オレンジペ
ージ通販 等
氷上で思い思いに楽しむペンギンたちの姿を施した、
NARUMI ボーンチャイナ製のプレート。購入者特典とし
て、金箔押し印刷のオリジナルカードをプレゼント。
（各販売箇所で絵柄が異なります）。
※サイズ：直径 21cm、スタンドつき

※内容は一部変更になる場合がございます。

■商品名：Suica のペンギン クリスマスケーキ
■価 格：4,600 円（税込）
■販売場所：ホテルメトロポリタン
クロスダイン ケーキショップ
ホワイトクリスマスをイメージしマスカルポーネチー
ズとアプリコットを使い、さっぱりとした後味に仕上
げました。
※ご予約：11/1～12/16
※お渡し：12/21～12/25 11 時～21 時
※ご予約・お問い合わせ：03-3980-1111（代）
※サイズ：長さ 20cm/高さ 4.5 ㎝

別紙

■商品名：『フォブール de Suica』ダロワイヨ
■価 格：7,020 円（税込）
■販売場所：グランスタ（東京駅）

■商品名：『Suica のペンギン缶 』ヒトツブ
■価 格：420 円（税込）
■販売場所：グランスタ（東京駅）

ジェノワーズ生地とヴァニラ風味のクリーム、カカオ
豆を煮出して風味を出したチョコレートのババロア、
グラサージュを施したダロワイヨのケーキ「フォブー
ル」に Suica のペンギンをあしらいました。
※ご予約：11/7～12/19
※お渡し：12/22～12/25
※ご予約のみ、グランスタ限定、100 台限定
※直径 14cm×高さ 4cm

人気の小粒のど飴に、Suica のペンギンバージョンが新
登場。味は Suica にかけて、スイカ味です。
かわいい缶は、アフターユースにもおすすめ。
※店頭販売：11/7～、グランスタ限定
※缶：直径 6cm×高さ 2.2cm

■商品名：もこもこクッションセット
■価 格：12,420 円（税込・送料込）
■販売場所：えきねっと Plaza2
ペンギンのクッションは、過去に販売したもこもこク
ッションより一回り大きくなって、ボリューム感たっ
ぷり！子ペンギンは、クッションとしては初登場♪
えきねっとショッピングでしか買えない数量限定生産
商品ですのでお買い逃しなく！
※サイズ：ペンギン約 H 65cm×W 65cm×D 22cm／
子ペンギン約 H35cm×W 35cm×D 12cm
※お届け予定：12 月中旬頃

■商品名：ぬいぐるみ(LL サイズ)
■価 格：6,480 円（税込）
■販売場所：紀伊國屋書店新宿本店 1F Books on Japan、
三省堂書店有楽町店、くまざわ書店池袋
店、えきねっと Plaza2

高さ約 50cm！Suica のペンギンのぬいぐるみ(LL サイ
ズ)が数量限定で登場♪XL サイズより一回り小さい LL
サイズでも存在感は十分！飾ってよし、撫でてよし、
抱きしめてよしのふわふわふかふかのぬいぐるみです。
※サイズ：約 H 50cm×W 31 ㎝×D 22cm
※お届け予定：12 月中旬頃
※えきねっと Plaza2 でご購入の場合は別途送料 620
円がかかります。

その他の商品については、「Suica のペンギングッズご案内サイト」をご覧ください。
URL：http://www.eki-net.biz/suica-goods/
※内容は一部変更になる場合がございます。
※Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
（C）Chiharu Sakazaki/JR 東日本/dentsu

カンロ

