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2021年10月12日(火)
株式会社JR東日本クロスステーション

デベロップメントカンパニー

●報道関係者からのお問合せ●

JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーPR事務局（サニーサイドアップ内）

担当：戸田、王 MAIL：jr-crossdvl@ssu.co.jp

会期：2021年10月25日（月）～11月21日（日）

エキュート・グランスタ
「Suica20周年記念 Suicaのペンギングッズフェア」 開催

Suicaのペンギングッズ20周年限定デザインを使用した新商品が大集合！
Suicaのペンギン商品をSuicaでご購入のお客さまにノベルティをプレゼント！

（商品の一例 ）

※おすすめ商品は次ページをご覧ください。

～【Suica20周年記念】Suicaのペンギン企画・詳細情報第2弾～

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

<お知らせ>今回ご紹介した商品以外にも多種多彩なラインナップを用意しており、10月下旬のSuicaのペンギン
企画・詳細情報第3弾では、NewDaysやベックスコーヒー、アキュアの自販機などで展開される限定商品、東京
駅で開催するイベント等の詳細についてご紹介いたします。ぜひご注目ください。

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：
杉村 晶生）は、運営するエキナカ商業施設「エキュート」各施設、東京駅「グランスタ」などにて、2021年10
月25日(月)～11月21日(日)の期間、「Suica20周年記念 Suicaのペンギングッズフェア」を開催します。

本年11月18日にSuicaは誕生20周年を迎えます。節目の年を記念して、期間中は、Suicaのペンギングッズ20
周年限定デザインを使用した新商品を数多くご紹介いたします。フェア期間だけしか味わえない期間限定商品も
取り揃えており、各施設内で便利にお求めいただけます。

また、Suicaのペンギン商品をSuicaでご購入したお客さまにノベルティプレゼントキャンペーンを実施いたし
ます。さらに、2021年10月25日(月)からフェア商品を集めた特設ページを開設(※)し、一部商品は、JR東日本
が運営するECサイト「JRE MALL」、「ネットでエキナカ」からの注文によりご自宅などへの配送が可能です。
※ 特設ページ閉設時期は未定

特設ページURL：https://www.jr-cross.co.jp/cp/suica_20th_dev/index.html （以下、価格は全て税込み）

当リリースは10月12日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。大変お手数ですがご紹介の際は、PR事務局

（サニーサイドアップ内）にご一報お願いいたします。なお、本プレスリリースは東商記者クラブにもお届けしています。

mailto:jr-crossdvl@ssu.co.jp


配送可…JRE MALL、ネットでエキナカからの注文による配送可能商品

「Suicaのペンギン コロコロワッフル チョコキャラメル」（1個 918円）
店舗名:ワッフル・ケーキの店 Ｒ.Ｌ(エール・エル)＜グランスタ東京/B1改札内＞

ころんとかわいいワッフル型のひとくちサイズクッキー「コロコロワッフル」。
Suicaのペンギンとのコラボ商品「チョコキャラメル味」が、Suica20周年記念
のデザインパッケージで登場。風味豊かなキャラメル生地にチョコチップを
練り込んだダブルのおいしさと、愛らしいSuicaのペンギンに癒されながら
食べるさくさく食感はやみつきに！

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：10/25～なくなり次第終了

「Suicaのペンギン カステラ」（1個 1,080円）
店舗名:nuevo by BUNMEIDO＜グランスタ東京/1F改札内＞

オレンジハチミツの上品な香りと甘み、卵黄のコクのある味わいがお楽しみい
ただける文明堂の昔ながらのハニーカステラに、Suicaのペンギンのイラスト
を天面にあしらった特別仕立てカステラ。専用の掛け紙付きです。

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：10/5～なくなり次第終了

（商品の一例、価格は全て税込み）

「グランスタ」 スイーツ 新商品が続々登場！

「Suicaのペンギン えびせんべい」（8袋入 1,080円）
店舗名:桂新堂＜グランスタ東京/B1改札内＞

可愛らしいSuicaのペンギンの絵柄のえびせんべい詰合せです。

NEW 東京駅限定 販売期間：11/1～なくなり次第終了

（2/5）

「Suicaのペンギン トランク缶」（1個 1,620円）
店舗名:カファレル＜グランスタ東京/B1改札内＞

可愛いトランクのカタチの缶には、まるでこれからSuicaカードを持って旅に出
発するような、かわいいSuicaのペンギンとイタリアに190年続くカファレルブラ
ンドのアンティークモチーフをデザイン。Suicaカードを手に持ったSuicaのペン
ギンも可愛く、楽しい旅をイメージしています。カファレル厳選のイタリアチョ
コレートをアソートしています。

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：11/1～なくなり次第終了

「Suicaのペンギン せんべい」（8枚入 520円）
店舗名:富士見堂＜グランスタ東京/B1改札内＞※エキュート日暮里でも販売

4種のSuicaのペンギンのイラストを2枚ずつプリントし、だしを効かせた和風の
カレー味に仕上げました。プレゼントやおやつ、おつまみにもおすすめです。

NEW 配送可 販売期間：10/5～なくなり次第終了

©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。

※店舗、JRE MALL 1日計30個限定

※1,000本限定



「Suicaのペンギン 刺繍ハンカチセット」（2枚 2,200円）
店舗名:OLD-FASHIONED STORE TOKYO＜グランスタ東京/1F改札内＞

Suicaのペンギンのかわいらしい刺繍をいれたハンカチ。日本製にこだわった
上質なハンカチで、ちょっとしたプレゼントやお土産に最適です。

(左:ペンギンハンカチ)サイズ46cm×46cm
(右:子ペンギンハンカチ)サイズ40cm×40cm 綿100％、日本製。

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：10/25～ ※JRE MALLでは10/5～

「グランスタ」 雑貨 新商品が続々登場！

（3/5）

「箔 comamezara Suicaのペンギン」（1個 1,100円）
店舗名:toumei＜グランスタ東京/1F改札内＞

Suica20周年を記念した、小さな豆皿。マットな和紙調のアクリルにペンギンの
箔が映え、大人でも使いやすい上品なデザインに仕上げました。
お菓子用の小皿やアクセサリー入れにも丁度良い大きさで、おうち時間に華やか
さを添えてくれます。（サイズ8㎝）

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：10/5～なくなり次第終了

「Suicaのペンギン ストラップ」（1個 935円）
店舗名:にほんぼう＜グランスタ東京/B1改札内＞

縁起の良い力士をモチーフにしたお守りストラップ『OSUMORI』。その特別
バージョンSuicaのペンギン版です。まわしには「安全快適旅」のメッセージが記
されており、「旅行が安全で快適でありますように」の願いが込められています。

NEW 東京駅限定 配送可 販売期間：10/5～

「エキュート」各施設 新商品が続々登場！
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「みのり×Suicaのペンギン」（4枚入 650円）
店舗名:和楽紅屋<エキュート東京、品川＞

北海道産バターをたっぷり使用し、和三盆糖と石川県の珠洲の塩を加えて焼
き上げたサブレに、かわいいSuicaのペンギンをプリントしました。

NEW エキュート限定 配送可

販売期間： 10/25～11/21なくなり次第終了 ※期間中400個限定

「カップくず餅」（テイクアウト 1カップ 500円）
店舗名:船橋屋＜エキュート東京、日暮里、立川＞

人気のくず餅を食べやすいカップに入れました。「Suicaのペンギン」の
限定パッケージで登場です。

NEW エキュート限定 販売期間：10/25～11/21 ※数量限定

（商品の一例、価格は全て税込み）

配送可…JRE MALL、ネットでエキナカからの注文による配送可能商品

「Suicaのペンギン ミルフィーユ（ジャンドゥーヤ）」（5個入 648円）
店舗名:マイスターシュトュックユーハイム<エキュート東京、品川、大宮、上野＞

サクサクのパイに、濃厚なジャンドゥーヤクリームをサンドしてミルクチョコ
レートで包んだミルフィーユです。かわいらしい絵本のようなパッケージで、
ちょっとしたプレゼントにもおすすめ。Suica20周年ロゴ入りの限定商品です。

NEW 配送可 販売期間：11/1～なくなり次第終了



（4/5）

「Suicaのペンギン 上生菓子」（1セット 1,080円）
店舗名:ふるや古賀音庵<エキュート品川＞

練切餡でSuicaのペンギンの顔と全身をかわいらしく仕上げました。

NEW エキュート品川限定 販売期間： 10/25～なくなり次第終了

「どら焼(Suicaのペンギン)」（1個 185円）
店舗名:銀座 甘楽<エキュート品川＞

北海道契約農園直送の小豆を丁寧に炊いた粒餡のどら焼に、Suicaのペンギンの
イラストをプリントしました。

NEW エキュート品川限定 販売期間： 10/25～11/21 ※1日50個限定

「Suicaのペンギン ムース」（1個 395円）
店舗名:アンの工房<エキュート立川＞
食感のアクセントにチョコクランチを混ぜたホワイトチョコムースの土台に、
濃厚チョコレートを上掛けしました。仕上げにチョコでSuicaのペンギンの
顔を書いた可愛らしいケーキです。

NEW エキュート立川限定 販売期間： 10/25～11/21 ※1日10～20個限定

「Suicaのペンギン チョコロール」（1個 520円）
店舗名:パティスリーQBG<エキュート品川＞

Suicaのペンギンの顔がかわいらしい、チョコクリームで仕上げたチョコレ
ートロールケーキです。

NEW エキュート品川限定 販売期間： 10/25～11/21

「Suicaのペンギン プリント入りマカロン（3個入）」（1,296円）
店舗名:ダロワイヨ<エキュート品川、立川＞

Suicaのペンギンをダロワイヨのスペシャリテ マカロンにプリント。人気の
マカロン「テ ヴェール（宇治抹茶）」と「ヴァニーユ」のフレーバーをお
楽しみいただけます。かわいらしい表情とキュートなポーズに癒される限定
マカロンです。

NEW エキュート限定 販売期間： 10/25～11/21

「Suicaのペンギン オペラ」（1台 2,700円）
店舗名:ダロワイヨ<エキュート品川、立川＞

フランスのオペラ座をイメージしたダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」に、
ショコラで作ったSuicaのペンギンを飾りました。愛らしい表情で食べるの
がもったいない限定オペラです。コーヒー風味のクリームやガナッシュなど
の層の重厚な味わいをお楽しみください。

NEW エキュート限定 販売期間： 10/25～11/21
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※1日10セット限定

（商品の一例、価格は全て税込み）



商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

デベロップメントカンパニーについて：

エキナカニーズに幅広く応える、魅力あふれるエキナカ空間を目指し、「ecute」や「GRANSTA」等のエキナカ

商業施設を展開する事業を行っています。

各駅のロケーションや文化、地域性を考慮しながら、エキナカのさらなる魅力向上を目指します。

また、パートナーとの連携を強化し、地元との共生、地域連携にも積極的に取り組んでいきます。

主な運営施設：エキュート、グランスタ

（商品の一例、価格は全て税込み）（5/5）

ノベルティプレゼントキャンペーン 概要

「エキュート」各施設、東京駅「グランスタ」などのSuicaのペン
ギン商品取扱い店舗にて、Suicaのペンギン商品を含む、
1会計1,500円以上、Suicaでご購入されたお客さま先着1,200名に
「Suicaのペンギン アクリルピンバッジ」(※)をプレゼント
いたします。
（各店舗なくなり次第終了、ノベルティは各店舗にてお渡しします。）
※ グランスタ東京「toumei」を運営する㈱益基樹脂にて製造

Suicaのペンギン 東京駅 イベント情報

東京駅 グランスタ東京内のイベントスペース「スクエア ゼロ」にお
いて、Suica誕生から20周年を記念して「Suicaのペンギン」をテー
マにした記念イベントを開催します。開催期間中は、20周年記念商
品の先行販売や、作者のさかざきちはるさんのサイン会など、キュ
ートなSuicaのペンギンの魅力に触れてもらえるようさまざまな企画
で盛り上げます。詳細については、10月下旬のSuicaのペンギン企
画・詳細情報第3弾のプレスリリースにて掲載いたします。

①グッズ販売イベント：2021年11月18日（木）～11月21日（日）
②さかざきちはるさん サイン会：2021年11月20日（土）
※イベント内容は変更になる可能性がございます。（商品の一例 ）

「ロルバーン ノートパッドA5 」（1冊 748円）
店舗名:Smith<エキュート品川、大宮＞

ロルバーンノートパッドにSuicaのペンギンを箔押しで配しました。Rollbahn
ロゴのまわりを散歩したり、休憩するように「a」の文字に腰を下ろしたりと、
Suicaのペンギンのチャーミングで遊び心あふれるデザインです。

NEW エキュート限定 販売期間：10/15～ なくなり次第終了

株式会社JR東日本クロスステーションについて

※各色200冊限定
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