
 

10-56                                  平成 22年 11月 9日 

 

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：梅﨑 壽）とメトロプロパティーズ（本社：東京都台東

区 社長：中山 康隆）では、12 月 2日にオープン 5周年を迎える東京メトロの駅チカ商業施設「Echika

表参道」にて、記念イベント「5 歳の誕生会」を平成 22 年 11 月 19 日（金）～12 月 5 日（日）に

開催します。 

また、「Echika 表参道」、「Echika 池袋」において、クリスマスイベント「Echika Xmas2010~Merry 

Xmas & Happy USAGI YEAR!~」を平成 22 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土）の期間に開催

します。 

 5 周年記念イベントでは、スタンプをためると Echika 表参道の各店舗でのお買い物券としてご利

用いただける「スタンプカード」の進呈や、限定商品の販売を行います。また、クリスマスイベン

トでは、ステンドグラス風の飾り付けをはじめ、エチカちゃんの限定グッズのプレゼントやゴスペ

ルパフォーマンスの開催、特別ウェブサイトの開設など、盛りだくさんの内容でクリスマスを盛り

上げます。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echika 表参道 5 周年記念イベント& 

Echika 表参道・Echika 池袋クリスマスイベントを開催！ 

5 周年記念イベント：「5 歳の誕生会」【11/19～12/5】 

クリスマスイベント：「Echika Xmas2010 ~Merry Xmas & Happy USAGI YEAR!~」【11/26～12/25】 

 

5 歳の誕生会 ポスター 

この冬 Echika から贈る 2 つのイベント 

Echika Xmas2010 

～Merry Xmas & Happy USAGI YEAR!～ 

ポスター 

Echika のキャラクター 

「エチカちゃん」 



 Echika 表参道 5 周年記念イベント「5 歳の誕生会」 詳細 

1 開催期間 

平成 22 年 11 月 19 日（金）～12 月 5 日（日） 

2 開催場所 

Echika 表参道 

3 開催内容  

（1）スタンプカードの進呈 

Echika 表参道各店で 1,000 円以上お買上げのお客様にスタンプを 1 つ押印し、5 つ集めると

500 円分のお買い物券としてご利用いただけるスタンプカードを進呈します。 

※スタンプカードは、Echika 表参道の各店舗（一部を除く）にて平成 22 年 12 月 25 日までご利用いただけます。 

（2）限定商品の販売 

Echika 表参道の次の 3 店舗で、Echika のキャラクター「エチカちゃん」のデザインの限定 

商品を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪マムールエス≫ 

5周年記念プティボンボン オ ショコラ 420円 

1,000個限定 

≪OMO KINOKUNIYA≫ 

エチカちゃんスイーツバッグ 1,380円 

1,800個限定 

≪SAC（期間限定ショップ）≫ 

トートバッグ 小 3,300円／大 3,800円 

各 90個限定 



 

 Echika 表参道・Echika 池袋クリスマスイベント 

「Echika Xmas2010 ～Merry Xmas & Happy USAGI YEAR!～」 詳細 

1 開催期間 

平成 22 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土）※企画により開催日は異なります。 

2 開催場所 

Echika 表参道／Echika 池袋 

3 開催内容 

（1）限定商品の販売 

Echika 池袋の次の 3 店舗で、「エチカちゃん」デザインの限定商品を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）限定グッズのプレゼント抽選の実施 

【エチカちゃんしっぽ型ポーチ】 

Echika 表参道・Echika 池袋の各店舗をご利用いただいたお客様を対象に、抽選で 4,000 名様

にプレゼントします。 

・抽選期間：平成 22 年 11 月 26 日（金）～12 月 25 日（土） 

・抽選場所：Echika 表参道／Echika 池袋 各店舗 

・参加方法：お買い上げ金額 1,000 円ごとに抽選券 1 枚 

（会計一回につき上限 10 枚）を進呈し、 

当たりが出たらその場でプレゼント。 

 

【エチカちゃんなりきりパーカー／エチカちゃん人形】 

「エチカちゃんしっぽ型ポーチ」に当選されたお客様及びはずれ抽選券 3 枚をお持ちの方を対

象に、それぞれ抽選で 20 名様、合計 40 名様にプレゼントします。 

・抽選期間：平成 22 年 12 月 24 日（金）・25 日（土）12:00～21:00 

・抽選場所：Echika 表参道イベントスペース／Echika 池袋特設会場 

・参加方法：「エチカちゃんしっぽ型ポーチ」の当選時にポーチと一緒にお渡しする参加券 

      1 枚、またはポーチの抽選のはずれ券 3 枚で、抽選に一回参加できます。 

 

 

 

エチカちゃんしっぽ型ポーチ 

エチカちゃん 

なりきりパーカー 

≪frivole≫ 

スライドミラー（左・2 種）1,680 円／パスケース（右・2 種）1,890 円 

12月 4日発売 各 100個限定 

≪PLAZA BEAUTILICIOUS≫ 

折り畳み傘 2,625円 

12月 23日発売 300個限定 

≪ROOTOTE GALLERY≫  

ベビールー（左）      3,675円 

ウィズルーチャーム（右） 1,890円 

12月 4日発売 各 500個限定 

エチカちゃん人形 



（3）ゴスペルパフォーマンスの開催 

ゴスペルグループによるライブパフォーマンスを開催します。 

・開 催 日：12 月 24 日（金）・12 月 25 日（土） 

・開催場所：Echika 表参道イベントスペース（15:30～、16:00～） 

Echika 池袋特設会場（14:00～、14:30～） 

※パフォーマンスの時間は各 15 分程度を予定。 

 

（4）Echika Xmas2010 特別ウェブサイトの開設 

イベント期間中の Echika 最新情報をはじめ、エチカちゃんをモチーフにした 2011 年（兎年）

の年賀状素材ダウンロードなど限定コンテンツを掲載するウェブサイト「エチカちゃんクラブ」

を開設します。 

・開設期間：11 月 26 日（金）10:00 頃 ～ 12 月 25 日（土）21:00 頃 

・「エチカちゃんクラブ」URL：www.tokyometro.jp/echika からご覧いただけます。 

 

（5）各店舗での特別商品の販売・クリスマスプレゼント 

Echika 表参道・Echika 池袋の各店舗でも、おすすめ商品やクリスマスプレゼントをご用意し

ています。詳細は各施設のホームページをご参照ください。 

 

（6）ステンドグラス風の飾り付け 

  Echika 表参道イベントスペース及び Echika 池袋特設会場の壁面一面に、Echika の世界観を表

現したステンドグラス風の飾り付けをいたします。 

 

 

 Echika 表参道・Echika 池袋 施設情報 

 

 本イベントについてのお客様のお問い合わせ先 

メトロプロパティーズ営業部 

  電話：03-5812-1308（平日 10:00～17:00） 

 

 

施 設 名  Echika表参道 （えちか おもてさんどう）  Echika池袋 （えちか いけぶくろ） 

住 所  〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-12  〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-28-14 

電話番号  03-5800-2200  03-5952-0333 

営業時間  7：30～23：00  ※一部店舗により異なる  7：30～23：00  ※一部店舗により異なる 

U R L  www.tokyometro.jp/echika/omotesando/  www.tokyometro.jp/echika/ikebukuro/ 

最 寄 駅  東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線「表参道」駅直結  東京メトロ丸ノ内線/有楽町線/副都心線「池袋」駅直結 


