
2021年10月25日＜報道関係者各位＞

～【Ｓｕｉｃａ２０周年記念】 Ｓｕｉｃａのペンギン企画・詳細情報第３弾～

スイーツや雑貨、お土産にもぴったりなアイテムも登場

約５０商品のＳｕｉｃａのペンギン限定商品を販売！

第３弾では選りすぐりの１６商品を発表！

【ＰＯＩＮＴ①】 エキナカのコンビニや飲食店、自販機、商業施設などで商品を展開

【ＰＯＩＮＴ②】 Ｓｕｉｃａ２０周年を記念するイベント、キャンペーンを開催

今年、11月18日(木)を以って、鉄道、バス、お買い物などでご利用いただけるJR東日本のICカード「Suica」がサー
ビス開始から20周年を迎えます。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／代表取締役社
長：西野 史尚)では、Suica誕生20周年を記念して、Suicaのペンギンをモチーフにしたスイーツや雑貨、お土産など
を新たに発売いたします。第3弾の今回は、NewDaysやいろり庵きらく、アキュアの自販機、エキュート・グランスタなど
で順次展開する商品の中から、選りすぐりの16商品を発表いたします。

JR東日本クロスステーションが運営する店舗・施設で、Suica20周年を記念し販売するSuicaのペンギン商品は約
50商品。通勤通学時に手軽に買えるお菓子やドリンクから、お土産にできる雑貨、本格スイーツまで、幅広い商品ラ
インナップをエキナカの店舗にてご用意しています。いつもより身近にSuicaのペンギンを感じていただくことで、Suicaでの
お買い物を楽しんでいただきたいと考えております。

さらに、Suicaのペンギングッズがもらえる限定キャンペーンやJR東京駅、JR池袋駅をはじめとしたJR東日本の駅施
設等にて、イベントやコラボカフェも展開予定です。20周年を記念した、可愛らしいSuicaのペンギンの限定コラボレー
ション施策に、ぜひご注目ください。

(商品の一例 )©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。
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【10月26日訂正】※５ページ目＜５＞の②について一部訂正がございます。
①修正箇所
誤）『ペンギンダイアリー』『ペンギン手帳』『ペンギン壁かけカレンダー』
正）『Penguin Diary 2022』

②追記箇所
追記）※10/22時点で販売終了。
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雑貨

ドリンク

Suicaのペンギン
20周年A4クリアファイル
NewDays／330円

やわらかい甘味と芳ばしい香り、すっきりとした後
口に甘い余韻が感じられるコーヒーです。ブレンド
にはレインフォレスト・アライアンス認証農園産コー
ヒーを30％使用しています。
●販売期間：11/15(月)～なくなり次第終了

Suicaのペンギン
ドリップバッグコーヒー

ベックスコーヒーショップ／100円

スイカ＆ライチウォーター500ml
NewDays、acure(※)／140円

Suicaのペンギン オリジナル
トートバッグ(20years) 

JREモール GENERAL STORE 
RAILYARD店／3,080円

Suicaのペンギン オリジナル
Tシャツ(フェイス)≪S/M/L/XL≫
JREモール GENERAL STORE 

RAILYARD店／3,980円

※商品の取り扱いのない店舗も
一部ございます。

※予告なく販売が終了する
商品がございます。

※写真はイメージです。

※紹介している商品はすべて
税込価格です。

Suicaのペンギンの顔がデザインされた可愛
いTシャツです！トートバッグと合わせていか
がでしょうか。
●販売期間：10/4(月)～

Suicaのペンギンが西瓜割り！？スイカとライチ
を合わせることで、すっきりとした飲みやすさのス
イカ＆ライチウォーター。
●販売期間：11/2(火)～なくなり次第終了
※自販機では都内の一部にて取り扱い

Suica20周年記念のSuicaのペンギンイラスト
のトートバッグです。
●販売期間：10/4(月)～

Suica20周年を記念して、更なる飛躍をイ
メージした跳び箱を飛ぶSuicaのペンギンがイラ
ストされたかわいいA4クリアファイル。
●販売期間：11/2(火)～なくなり次第終了

Topic1．Suica20周年記念！Suicaのペンギンオリジナル商品限定発売

2001年11月18日にサービスを開始したJR東日本の交通系ICカード「Suica」は、2021年11月18日に20周年を
迎えます。Suica20周年を記念し、JR東日本クロスステーションが運営するNewDaysやベックスコーヒー、アキュアの自
販機やエキュート・グランスタなどで、今しか買えないSuicaのペンギンオリジナル商品を順次発売いたします。20周年を
記念に登場する新商品に、ぜひご注目ください。

【特設サイト】 https://www.jr-cross.co.jp/cp/jrc-suica20th/index.html

Suicaのペンギン 刺繍ハンカチセット
OLD-FASHIONED STORE TOKYO

(グランスタ東京) ／2枚 2,200円

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。
●販売期間：10/25(月)～
※JRE MALLでは10/5(火)～

From AQUA Suicaのペンギン 20周年ラベル 530ml
acure、NewDays など／自販機：110円、店頭販売：108円

「From AQUA」からSuica20周年をお祝いするSuicaのペンギン限定ラベルが登場！
ラベルは全部で4種類、数量限定販売です。
●販売期間：11/2(火)～12月末頃

さらにNewDaysでは「Suicaのペンギン オリジナルふせんつき」のFrom AQUAも販売します。
●販売期間：11月上旬より順次、予定数量販売終了まで
●景品：From AQUA×Suicaのペンギン オリジナルふせん(全4種)
●販売箇所：関東エリアのNewDays・NewDays KIOSKで販売(一部店舗除く)

ドリンク

©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。

表 裏
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スイーツ

スイーツ

Suicaのペンギン せんべい
富士見堂

(グランスタ東京・エキュート日暮里)
／8枚入 520円

Suicaのペンギン オペラ
ダロワイヨ(エキュート品川、立川)

／2,700円

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。専用の掛け紙付きで
す。
●販売期間：10/5(火)～なくなり次第終了
※店舗、JRE MALL 1日計30個限定

Suicaのペンギン カステラ
nuevo by BUNMEIDO

(グランスタ東京)
／1,080円

みのり×Suicaのペンギン
和楽紅屋(エキュート東京、品川)

／4枚入 650円

Suicaのペンギン コロコロワッフル
チョコキャラメル

ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)
(グランスタ東京)／918円

EKI na CAFE Suicaのペンギン
マカロン(濃厚ピスタチオ)
NewDays／200円

ヒントミント Suicaのペンギン
NewDays／680円

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贅沢な
サブレに、かわいいSuicaのペンギンをプリントし
ました。
●販売期間：10/25(月)～11/21(日)なく
なり次第終了※期間中400個限定

20周年を記念し20品目の食材をSuicaのペンギ
ンの顔を蓋に描いた容器に盛り込みました。中央の
Suicaのペンギン海苔は4種類の顔があります。プラ
製の容器は食べた後もお楽しみいただけます。
●販売期間：12月開始予定

Suicaのペンギン海苔全4種のうちランダムで
1種付き♪いかゲソの旨味と玉ねぎの甘み
が相性抜群のかき揚げそばです！
●販売期間：11/2(火)～12/15(水)

Suicaのペンギン弁当
東京駅:駅弁屋祭、駅弁屋 踊、

新幹線南乗換口店/品川駅:駅弁屋品川店/上野
駅:駅弁屋 匠、中央改札口店/新宿駅:駅弁屋頂/

大宮駅:駅弁屋旨囲門、4号売店など

／1,300円

Suicaのペンギン
いかげそのかき揚げそば
いろり庵きらく／580円

米国発のナチュラルな美味しさとスタイリッ
シュなデザインにこだわったヒントミントと、
Suicaのペンギンが特別にコラボレーション！
●販売期間：11/2(火)～なくなり次第終
了

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！
●販売期間：10/25(月)～なくなり次第終
了※1000本限定

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。
●販売期間：10/5(火)～なくなり次第終了

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。
●販売期間：10/25(月)～11/21(日)

食事

Suicaのペンギンが描かれた、今しか手に入ら
ない限定のおいしさ。自分へのご褒美にも、プ
チギフトにも…。思わず手に取りたくなるような
可愛いマカロンです。
ホワイトガナッシュをベースにピスタチオ風味のピ
スタチオクリーム、さらに刻んだピスタチオを混ぜ
合わせてサンドしたマカロンです。（その他のお
味は、「いちご」、「チョコレート」がございます）
※首都圏・長野・東北エリアのみ販売。
●販売期間：11/2(火)～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。
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Topic2．Suicaのペンギンが至る所に登場！20周年イベント・キャンペーン

＜1＞NewDays Suica20周年記念キャンペーン

期間中は「NewDays」で交通系電子マネー決済で600円(税込)以上
有人レジでお買い上げのお客さまに「Suicaのペンギンハンカチタオル」をプ
レゼントいたします。

※NewDaysのセルフレジでのお会計、NewDays KIOSKではプレゼントは
実施いたしません。

※600円(税込)以上のお買い物には一部除外商品がございます。
※商品の無料引換・値引き・割引実施時は無料引換・値引き・割引等が

反映された後の合計金額が対象となります。

Suica20周年を記念し、Suicaのペンギングッズがもらえるお得で楽しいキャンペーンを実施いたします。JR東京駅、JR
池袋駅をはじめとしたJR東日本の駅施設等にてイベントも開催予定です。期間限定で登場するSuicaのペンギンコラボ
カフェや、東京駅スクエア ゼロでのイベントなど様々な企画を予定しております。Suicaのペンギンが駅のいろいろな場所に
登場する特別な期間を、ぜひお楽しみください。

詳細は特設サイトをご覧ください。

【特設サイト】 https://www.jr-cross.co.jp/cp/jrc-suica20th/index.html

©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。

＜2＞エキュート・グランスタ Suicaのペンギン アクリルピンバッジプレゼント

「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（税込）
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」をプレゼントします。

• 期間：10/25(月)～11/21(日)
• 場所：エキュート、グランスタ

※NewDays、NewDays KIOSK、いろり庵きらく、
駅弁屋は対象外です。

※各店舗先着順、なくなり次第終了
• 特設サイト：https://www.jr-

cross.co.jp/cp/suica_20th_dev/index.html

※紹介している商品はすべて税込価格です。
※イベントやキャンペーン内容は変更になる可能性がございます。

＜3＞SuicaのペンギングッズコレクションPOP UP STORE

JR東日本クロスステーションの取扱い商品をはじめとしたSuicaのペンギン
グッズを販売します。期間限定のポップアップストアです。

• 期間：10/26(火)~11/1(月)
• 営業時間：10:00～21:00 

※初日11:00開店、最終日18:00閉店
※予告なく、予定が変更になることがございます

• 場所：池袋駅南改札外イベントスペース

• 期間：11/2(火)～11/17(水)
• 場所：NewDays ※各店舗先着順、なくなり次第終了
• 特設サイト：https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/special/penguin （10月28日公開予定）

第1弾
11/2(火)～11/9(火)

第2弾
11/10(水)～11/17(水)

https://www.jr-cross.co.jp/cp/suica_20th_dev/index.html
https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/special/penguin


5

＜4＞Suicaのペンギン コラボカフェ

Suica20周年をお祝いする物販併設型のコラボカフェを展開します。
5 CROSSTIES COFFEEグランスタ東京店でのEKI na CAFEオリジナ
ルSuicaのペンギン商品を取扱います。来春にはハミングカフェエキュート
上野店にてコラボカフェを展開予定です。

• 期間：11/18(木)～ ※オリジナル商品はなくなり次第終了
• 場所： 5 CROSSTIES COFFEEグランスタ東京店

＜5＞Suicaのペンギングッズ販売＆サイン会 in 東京駅

東京駅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、11/20(土)
に作者のさかざきちはるさんが来場するなど、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。

• 会場：JR東京駅 改札内 地下1階「スクエア ゼロ」
• 特設サイト：

https://www.gransta.jp/news/info/211118suica20tho
rangepage/

©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。

①グッズ販売イベント

Suicaのペンギングッズやお菓子を販売します。さらに、20周年限定のSuicaのペンギングッズを本イベントにて、先行販売しま

す。

• 日程：11/18(木)12:00～20:00、11/19(金)10:00～20:00

11/20(土)10:00～20:00、11/21(日)10:00～18:00

②さかざきちはるさん Penguin Diary 2022 サイン会

Suicaのペンギン作者のさかざきちはるさんのサイン会を実施します。

2022年版『Penguin Diary 2022』をオレンジページ通販で事前に購入した方の中から、抽選で150名様を招待します。

※10/22時点で販売終了。

日程：11/20(土)

③Suicaのペンギングッズ販売ショップめぐりスタンプラリー

「東京駅ペンギンめぐりMAP」を配布し、Suicaのペンギングッズの取扱いショップをめぐるスタンプラリーを実施します。

スタンプを集めてスクエア ゼロに戻ってくると、オリジナルのノベルティをプレゼントします。

• 日程：11/18(木)～11/21(日)

(商品の一例 )

Suica‘s Penguin 布缶バッジ 各種
／各種 460円

20周年記念イラスト3種がくるみボタンのようなか
わいらしい缶バッジに！お手持ちのバッグやジャケッ
トにつければおしゃれに楽しめます。直径4.4㎝。

Suica‘s Penguin Tシャツ ポケット
／2,900円

ポケット部分にひょっこりペンギンを配し、大人仕
様のスタイリッシュなデザインに。男女兼用、各
M・Lサイズ展開。

Suicaのペンギン いちごチョコサンド(左)
Suicaのペンギン ミルクチョコサンド(右)

各178円

https://www.gransta.jp/news/info/211118suica20thorangepage/
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＜6＞Suica20th POP-UP STORE in マルイ

Suica20周年を記念した「Suicaのペンギン」のポップアップストアが新宿マルイ本館に初登場！
Suica20周年記念グッズや、新作のオリジナルイラストがあしらわれた雑貨、普段は東京駅でしか手に入らないスイーツなど
バラエティ豊かなSuicaのペンギングッズが大集合した特別なショップです。また、店頭には”ペンギン店長”も登場します。

• 日時：11/16(火)～11/29(月) 全日程とも11:00～20:00
• 会場：新宿マルイ本館 2階イベントスペース
• 特設サイト：https://www.0101.co.jp/003/event/ （11月上旬公開予定）

※イベントやキャンペーンの内容は変更になる可能性がございます。

©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。

Suica‘s Penguin 
アクリル＆ウッドチャーム 子ペンギンつき

／770円

コアなファンが多い子ペンギンをアクリルに、クラッカーで
Suica20周年を祝うペンギンを木にプリントしたチャー
ムで、持ち歩くたびに揺れるのが楽しい♪

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。

Suicaのペンギン トランク缶
カファレル／ 1,620円

https://www.0101.co.jp/003/event/

