
 

■Echika 池袋出店店舗一覧 

*1  Tokyo Metro To Me CARD ご提示により提供するサービス 

 

ESPACE PAUSE（エスパス・ポーズ） 

番号 店舗名/会社名 主要品目/業種 
キャンペーン内容 

（各店舗で実施するもの） 
To Me CARD 特典*1 

QB ハウス 

（キュービーハウス） 
ヘアカット 

ご利用頂いたお客様、先着50名様にノ

ベルティプレゼント 
－ 

１ 

キュービーネット㈱ サービス 【20 日間限定・プレゼント】  

てもみん リラクゼーション 

てもみんグループでご利用頂けるお得

なチケット（一部を除く）をご購入のお

客様に、ポイント 3 倍プレゼント 

－ 
２ 

㈱グローバルスポーツ医学研究所 サービス 【10 日間限定・サービス】  

ALOHA TABLE   Kau Kau Korner      ☆池袋初 

（アロハテーブル カウカウコーナー） 

ハワイアン・ 

カフェ＆ダイナー 

16 時以降のディナータイムにご飲食頂

いたお客様に、ハワイアン・コーヒー又

はジェラートをサービス 

コーヒー又はソフトドリンク

1杯サービス ３ 

㈱ゼットン  飲食 【6 日間限定・サービス】 

Wine Bar & Bistro BONAPARTE        ★新業態  

(ワインバー アンド ビストロ ボナパルト) 
ワイン＆ビストロ 

ディナーご来店のお客様、先着10名様

にグラススパークリングワイン１杯プレ

ゼント 

グラスワイン 1 杯サービス 
４ 

㈱ザート商会  飲食 【5 日間限定・サービス】 

CLUXTA                    ★東京メトロ初  

（クリュスタ） 

有料トイレ・パウダー

ルーム・エステ 
－ 

「パウダールーム」入場料 100

円引き ５ 

パナソニック電工㈱  サービス  

 

GOURCIEUX MARCHÉ（グルシュー・マルシェ） 

【DELI】 

番号 店舗名/会社名 主要品目/業種 
キャンペーン内容 

（各店舗で実施するもの） 
To Me CARD 特典*1 

CHEF’S KITCHEN EPICE CAFÉ        ★新業態 

（シェフズキッチン エピスカフェ） 
ビストロカフェ 

ディナータイム（17:00～）お食事利用の

お客様に、お好きなグラスワイン又は

カフェをサービス 

お好きなドリンク 1 杯サービス

（ボトルワインを除く） ６ 

㈱アクアプランネット 飲食・食物販 【6 日間限定・サービス】 

ORENTANO il Gelato              ★新業態 

（オレンターノ イル ジェラート） 
イタリアン・ジェラート － － 

７ 

コルト・コンソーシアム㈱ 食物販   

ゆめみ亭                       ☆池袋初 焼き鳥・鳥惣菜 
ご利用頂いたお客様、先着 100 名様に

『三和特製 ゆずポン酢』をプレゼント 
－ 

８ 

㈱オールドリバー 食物販 【プレゼント】  

梅丘寿司の美登利                ☆池袋初 寿司 
『穴子寿司』と『Echika にぎり』を特別価

格で販売 

Echika にぎりをはじめ、指定の

寿司 4 貫 10％OFF ９ 

㈱梅丘寿司の美登利総本店 食物販 【2 日間限定・限定販売】 

KOBEYA Pｌaisir                  ★新業態 

（神戸屋プレジール） 
ベーカリー 

600 円以上お買い上げのお客様、先着

100 名様に、オリジナルバッグをプレゼ

ント 

全品 5％OFF 
１０ 

㈱神戸屋 食物販 【3 日間限定・プレゼント】 

CINAGRO ORGANIC KITCHEN&MARKET  ★新業態 

（シナグロ オーガニックキッチン＆マーケット） 

オーガニック惣菜 

輸入食材 

ご利用頂いたお客様、先着 100 名様に

『シナグロオリジナル、フランスのオー

ガニックチョコレート』を 1 個プレゼント 

－ 
１１ 

薬糧開発㈱ 食物販 【8 日間限定・プレゼント  

ザ・プレミアム・チーズドッグBUKURODOG ★新業態 

（ブクロドッグ） 
チーズドッグ 

チーズドッグ５本ご購入のお客様に、 

もう１本プレゼント 
－ 

１２ 

㈲桧興業 食物販 【6 日間限定・プレゼント】  

一等米おにぎり専門店 ぼんご弐        ☆池袋初 

（ボンゴツー） 
おにぎり 

ご利用頂いたお客様、先着 50 名様に

『一等米 2 合』をプレゼント 
－ 

１３ 

㈱ティーエッセンス 食物販 【プレゼント】  

いなりすし専門店 豆狸              ☆池袋初 いなり寿司 
ジャンボいなりを特別価格で個数限定

販売 

1,000 円以上お買い上げのお

客様に豆狸いなり 1 個進呈 １４ 

㈱豆狸 食物販 【6 日間限定・限定販売】 

CINAGRO BRANCH                 ★新業態 

（シナグロ ブランチ） 
ジュース・デリ 

ご利用頂いたお客様、先着 100 名様に

『シナグロオリジナルハーブティ』を  

1 個プレゼント 

－ 
１５ 

薬糧開発㈱ 食物販 【8 日間限定・プレゼント  

イベントスペース － － － 
１６ 

    

 



 

【SWEETS】 

番号 店舗名/会社名 主要品目/業種 
キャンペーン内容 

（各店舗で実施するもの） 
To Me CARD 特典*1 

京都嵐山 豆とろう                    ☆池袋初 和スイーツ 

1,000 円以上お買い上げのお客様、先

着50名様に『京都あぶらとり紙』プレゼ

ント 

あんみつ系の商品に限り 10％

OFF １７ 

㈱ドン・サァ・ヤ 食物販 【プレゼント】 

Décadence du Chocolat “Tous les jours”  ★新業態 

（デカダンス ドゥ ショコラ トゥーレジョア） 

洋菓子 

チョコレート 

春をイメージした限定マカロンを30セッ

ト限定販売 
－ 

１８ 

㈱グローバルダイニング 食物販 【4 日間・限定販売】  

podhale                        ☆池袋初 

（ポトハレ） 
チーズケーキ 

1,000 円以上お買い上げのお客様にも

う１品プレゼント 
－ 

１９ 

㈱さかえ屋 食物販 【6 日間限定・プレゼント】  

Kiss Ｌｉｎｇ by Ciappuccino            ★新業態 

（キスリング バイ チャプチーノ） 
カップケーキ 

『Ｅｃｈｉｋａ池袋オープン記念４個セット』

を個数限定販売 
－ 

２０ 

㈱ジェイ・プラン 食物販 【11 日間・限定販売】  

TIO GLUTTON juku                 ★新業態 

（ティオグラトン 熟） 
ケーキ・洋菓子 

『ティオグラトン ケフィアチーズケー

キ』を特別価格で販売 
－ 

２１ 

㈱麦の穂 食物販 【5 日間・限定販売】  

TARLUM Sweets                  ☆池袋初 

（タールム スイーツ） 
洋菓子 

1,000 円以上お買い上げのお客様先着

200 名様に『オリジナルバンダナ』をプ

レゼント 

2,000 円以上お買い上げのお

客様に焼き菓子プレゼント ２２ 

㈱アズノゥアズ 食物販 【プレゼント】 

JUNORUSK                      ★新業態 

（ジュノラスク） 
ラスク・ベーグル 

先着 50 名様限定「JUNORUSK お試し

セット」を販売 
－ 

２３ 

㈱ジュノエスクベーグル 食物販 【3 日間・限定販売】  

OMOTESANDO Choux Cring           ☆池袋初 

（表参道シュークリング） 
シュークリーム 

春をイメージしたラズベリーフレーバー

１日 50 個を限定販売 
－ 

２４ 

㈱グローバルダイニング 食物販 【10 日間・限定販売】  

Soup Stock Tokyo                  ★新業態 

（スープストックトーキョー） 
スープ・食品雑貨 

ご来店のお客様、先着 2,000 名様に 

ドリンクチケットプレゼント 
－ 

２５ 

㈱スマイルズ 飲食・物販 【プレゼント】  

 

ESPACE MODE（エスパス・モード） 

番号 店舗名/会社名 主要品目/業種 
キャンペーン内容 

（各店舗で実施するもの） 
To Me CARD 特典*1 

PLAZA BEAUTILICIOUS              ★新業態 

（プラザ ビューティリシャス） 
コスメ・雑貨 

2,000 円以上商品お買い上げのお客様

先着 1,000 名様に『ローズウォーター 

”NO-MU-BA-RA”』をプレゼント 

－ 
２６ 

プラザスタイル㈱ 物販 【プレゼント】  

PAPILLONNER                  ☆池袋初 

（パピヨネ） 
ファッション雑貨 

5,250 円以上お買い上げのお客様, 

先着 50 名様にノベルティプレゼント 
－ 

２７ 

㈱パル 物販 【プレゼント】  

mystic                        ★新業態 

（ミスティック） 
ファッション雑貨 

5,250 円以上お買い上げのお客様、 

先着100名様に『mysticオリジナルプリ

ントのシュシュ』をプレゼント 

－ 
２８ 

㈱パル 物販 【プレゼント】  

Plush＆Lush FREE'S SHOP             ☆池袋初  

（プラッシュ&ラッシュ フリーズ ショップ） 
ファッション雑貨 

『CLASKY×Plush&Lush コラボチャー

ム』を個数限定発売 
－ 

２９ 

㈱サンエー・インターナショナル 物販 【限定販売】  

ROOTOTE GALLERY                ☆池袋初 

（ルートートギャラリー） 
トートバッグ 

3,000 円以上お買い上げのお客様、先

着 100 名様に『バッグハンガー』をプレ

ゼント 

－ 
３０ 

㈱コンシェルジュ 物販 【プレゼント】  

Ronde et Ronde                   ★新業態 

（ロンド エ ロンド） 
ファッション雑貨 

5,250 円以上、お買い上げのお客様、

先着50名様に『コサージュ』をプレゼン

ト 

10％OFF 
３１ 

㈱ジオン商事 物販 【プレゼント】 

ｆrivole                         ☆池袋初 

（フリヴォル） 
ファッション雑貨 

4,000 円以上お買い上げのお客様、先

着 700 名様に『frivole オリジナルノベル

ティ』をプレゼント 

－ 
３２ 

㈱ワールド 物販 【プレゼント】  

Ripeurb de luxe                   ★新業態 

（ライプアーブ ドゥ リュクス）  

アクセサリー 

ファッション雑貨 

3,150 円以上お買い上げのお客様、先

着200名様に『オリジナルアクセトレイ』

をプレゼント 

オリジナル（自社）ポイントカー

ドの W ポイント UP ３３ 

㈱エーアンドエス 物販 【プレゼント】 

 



 

PASSAGE DE METRO（パサージュ・ドゥ・メトロ） 

番号 店舗名/会社名 主要品目/業種 
キャンペーン内容 

（各店舗で実施するもの） 
To Me CARD 特典*1 

patte d'oie by Fukuske               ☆池袋初 

（パテドゥワ バイ フクスケ） 
レッグウェア 

2,100 円以上お買い上げのお客様、先

着 100 名様に『オリジナルエコバッグ』

をプレゼント 

－ 
３４ 

福助㈱ 物販 【プレゼント】  

げたばこ ｂｙ カランコロン京都           ★新業態 和雑貨 

2,000 円以上お買い上げのお客様、先

着 50 名様にに『オリジナルノベルティ』

をプレゼント 

－ 
３５ 

㈱伊と忠 物販 【プレゼント】  

Artemis Adaptation 1                 ★新業態 

（アーティミス アダプテーション ワン） 
ステーショナリー雑貨

お買い上げのお客様全員に『手作りの

アニマル鉛筆』をプレゼント 

1000 円以上お買い上げでミニ

プレゼント ３６ 

㈱アーティミス 物販 【3 日間限定・プレゼント】 

two O two                      ☆池袋初 

（トゥー オー トゥー）  
時計 

お買い上げのお客様、先着 30 名様に

ノベルティプレゼント 
全商品 5％OFF（Sale 品は除く）

３７ 

㈲シーホープ 物販 【プレゼント】 

St. angel                      ★新業態 

（セント エンジェル） 
アクセサリー 

ご購入頂いたお客様、先着 100 名様に

『パールリング』をプレゼント 
－ 

３８ 

㈱SAN 物販 【プレゼント】  

LEMONTREE COFFRET             ☆池袋初 

(レモンツリーコフレ) 
アクセサリー 

『スペシャルストラップ（525円）』を30個

限定販売 
－ 

３９ 

㈱レモンツリー 物販 【限定販売】  

chóuchoute                     ★新業態 

（シュシュット） 

ポーチ 

アクセサリー 

3,000 円以上お買い上げのお客様、先

着 100 名様に『chóuchoute オリジナル

プチトートバック』をプレゼント 

全商品 5％OFF 
４０ 

㈱FLOWFREE トレーディング 物販 【プレゼント】 

 


