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Echika が贈る「甘い」クリスマス

平成 23 年 11 月 15 日

Echika 表参道・Echika 池袋クリスマスイベントを開催！
「Echika Christmas2011 ~Merry Sweet Christmas~」【11/24～12/25】

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）と株式会社メトロプロパティーズ（本社：東
京都台東区 社長：田川 稔）は、東京メトロの駅チカ商業施設「Echika 表参道」
、
「Echika 池袋」
において、クリスマスイベント「Echika Christmas2011~Merry Sweet Christmas~」を平成 23 年
11 月 24 日（木）～12 月 25 日（日）の期間に開催します。
今年のクリスマスイベントでは、‘Merry Sweet Christmas’をコンセプトとして、期間限定販売
や、かわいいクッキー型のエチカちゃんプレミアムグッズのプレゼントを行います。また、期間限
定で Twitter、Facebook を開設し、店舗の最新情報などを提供するほか、Echika オリジナル小冊
子「Echika Walker」を配布し、クリスマス情報やお得なクーポンをお届けします。
詳細は別紙のとおりです。

Echika Christmas2011
～Merry Sweet Christmas～
ポスター

Echika のキャラクター
「エチカちゃん」

別紙
◆Echika 表参道・Echika 池袋「Echika Christmas2011 ～Merry Sweet Christmas ～」 詳細
1

開催期間
平成 23 年 11 月 24 日（木）～12 月 25 日（日）

2

開催場所
Echika 表参道／Echika 池袋

3

開催内容

（１） イベントスペースでの期間限定販売
Echika 表参道・Echika 池袋のイベントスペースにて期間限定販売を行います。
○Echika 表参道：お菓子をモチーフとしたグッズ
・
「アーティミス アダプテーション」11 月 24 日（木）～12 月 21 日（水）

Echika 表参道
左：チョコレートアルバム A5 各 1,365 円
右：エコカイロ ビスケット 435 円

○Echika 池袋：エチカちゃん期間限定グッズ
・
「ルートートギャラリー」12 月 1 日（木）～12 月 14 日（水）
・
「プラザ ビューティリシャス」12 月 15 日（木）～12 月 21 日（水）

Echika 池袋
左：傘 2,500 円（プラザ ビューティリシャス）
中：ベビールー 3,675 円（ルートートギャラリー）
右：ルーショッパーミニ 1,260 円（ルートートギャラリー）

（２） エチカちゃんプレミアムグッズのプレゼント抽選の実施
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 5,160 名様に
プレゼントします。
・実施期間：平成 23 年 11 月 24 日（木）～12 月 25 日（日）
・抽選期間：平成 23 年 12 月 22 日（木）～12 月 25 日（日）
・抽選場所：Echika 表参道／Echika 池袋 各イベントスペース（位置図参照）
・参加方法：実施期間中、お買い上げ金額 500 円ごとに専用スタンプカードにスタンプを 1 つ。
4 つ（2,000 円分）集めて 1 回抽選に参加できます。
プレミアムグッズ：特賞／クッキークッション 60 名
2 等賞／クッキースイートディッシュ 100 名
参加賞／クッキーステッカー5,000 名
※賞品数は両施設合計となります。
特賞：クッキークッション

（３） Echika オリジナル小冊子「Echika Walker」の配布
クリスマス情報が満載、お得なクーポンが付いた「Echika Walker」を配布します。
・配布期間：平成 23 年 11 月 24 日(木)～12 月 25 日(日)
・配布場所：Echika 表参道／Echika 池袋 各イベントスペース
（位置図参照）
・配布部数：50,000 部 （両施設合計、無くなり次第終了）

Echika 表参道・Echika 池袋のダブル表紙

（４） エチカちゃんがイベントスペースに登場！
エチカちゃんが「Echika Walker」を配布し、クリスマスを盛り上げます。
・実施日程：12 月 9 日（金）
、10 日（土）、16 日（金）、17 日（土）、22 日（木）、23 日（金）、
24 日（土）
、25 日（日）
※各日 3 回登場を予定。時間は Twitter、Facebook でお知らせします。
・実施場所：Echika 表参道／Echika 池袋 各イベントスペース（位置図参照）

（５） Echika Christmas2011 限定 Twitter、Facebook の開設
エチカちゃんが今回の企画作りに奮闘しているキャンペーンの舞台裏を Facebook で、エチカち
ゃんのつぶやきや店舗の最新情報を Twitter でご覧いただけます。
・開設期間：Facebook 11 月 15 日（火）16:00 頃 ～ 12 月 25 日（日）21:00 頃
Twitter

11 月 24 日（木）10:00 頃 ～ 12 月 25 日（日）21:00 頃

・Facebook アカウント：echikalove
・Twitter アカウント：＠echika_love

（６） 各店舗での特別商品の販売・クリスマスプレゼント
両施設の各店舗でも、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。詳細は期間中
に配布する「Echika Walker」または各施設のホームページをご参照ください。
（７） イベントスペースを「お菓子の部屋」にデコレート
Echika 表参道及び Echika 池袋イベントスペースが、見た目もかわいく、思わず食べたくなるお
菓子の部屋にいるような空間にデコレートされます。

イベント会場イメージパース

◆Echika 表参道イベントスペース

・

Echika 池袋イベントスペース位置図

Echika 表参道イベントスペース
マルシェ・ドゥ・メトロ前

◆Echika 表参道・Echika 池袋 施設情報

◆

Echika 池袋副都心線改札横イベントスペース
副都心線渋谷寄り改札横

◆

施設名

Echika 表参道

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

7：00～23：00

URL

www.tokyometro.jp/echika/omotesando/

最寄駅

（えちか おもてさんどう）

※一部店舗により異なる

東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線
「表参道」駅構内

Echika 池袋

（えちか いけぶくろ）

7：30～23：00

※一部店舗により異なる

www.tokyometro.jp/echika/ikebukuro/
東京メトロ丸ノ内線/有楽町線/副都心線
「池袋」駅構内

