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報道関係各位 

2021 年 5 月 20 日 
株式会社 不 二 家 

 
 
 
 
 

 
株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）より、2021 年 6 月 1 日（火）～6 月

30 日（水）に開催する催事についてご案内します。 
 
 

2021 年 1 月に銀座三越にて開催し、好評のうちに終了した「FUJIYA Smile Switch Valentine 
2021 in GINZA」。この度、名古屋に場所を移し「FUJIYA Smile Switch Festa」として装い新

たに開催いたします。 
2020 年 9 月に名古屋栄三越にオープンし、2021 年 3 月には増床リニューアルした「西洋菓子

舗 不二家 名古屋栄三越店」は、多くのお客様にご来店、ご好評をいただいております。そんな

名古屋の地で「FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA ～ペコと一緒にでら笑顔になっちゃお

♡～」と銘打ち、名古屋栄三越併設の LACHIC にて実施するイベントについてご案内いたします。 
今年で創業 111 周年を迎えた不二家の、歴史的な写真や初代店頭ペコちゃん人形復刻版、今年

発売 70 周年を迎えた「ミルキー」の発売当時のパッケージやミルキー販促用の卓上ペコちゃん人

形など、ファンならずとも必見の各種展示や、お子様から大人まで楽しめる周遊型謎解きクイズ

ラリー、ここでしか手に入らない限定スイーツの販売など、不二家の世界観に思う存分浸れるイ

ベントをぜひお楽しみください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA 
会 期 ：  2021年 6月 1日（火）～ 6月 30日（水）  
営 業 時 間 ：  11:00～ 21:00（ LACHICに準ずる）  
    ※最終日は 18:00終了  
 
 
会 場 ：  LACHIC（ラシック） 6階・ LIFESTYLE CREATE売場  

https://www.lachic.jp/index.html 
 
●創業 111周年歴史コーナー、  
初代店頭ペコちゃん人形復刻版展示  

● Smile Switch特別パネル展示  
●周遊型謎解きクイズラリー  
●名古屋でもおさんぽ！  ペコちゃんスイーツスタンプラリー  
●「ON/OFFチョコレート」販売コーナー＆藤井聡太王位・棋聖関連展示  
●「創業 111周年記念純金ペコちゃん人形」や本催事限定商品の販売など   ほか  

※新型コロナウイルス感染症対策に伴い、営業時間等が変更となる場合
がございます。最新情報は LACHIC 公式ウェブサイトよりご確認ください。  

NEWS RELEASE 

ペコちゃんと一緒にでら笑顔になっちゃお！ 不二家のイベントが名古屋で開催！ 

FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA 

2021 年 6 月 1 日（火）～6 月 30 日（水）開催 

■銀座で好評を博した「FUJIYA Smile Switch Festa」を名古屋で開催！ 

▲会場イメージ  

https://www.lachic.jp/index.html
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◆和マカロン from 名古屋 

桜、あずき、きなこの 3 種類の日本ならではの素材を活かしたク

リームをサンドした和風のマカロンを、桜を散らした BOX に詰め

合わせました。かわいいペコちゃんがプリントされた、本催事限定

のカラフルなマカロンです。 
 
 
 

 
◆LOOK（ア・ラ・モード）缶 

「ルック（ア・ラ・モード）」が缶になって登場！ 小物入れにも

使えるアフターユース性の高い商品です。「ルック（ア・ラ・モー

ド）」の 4 つのフレーバーのチョコ各 2 粒ずつに、不二家ルックの

CM 内で使用されている「思わず Smile Switch しちゃう」セリフ

のステッカー1 枚入りです。 
（全 10 種のうちいずれか 1 枚をランダム封入） 
 

 
 
◆Smile Switch Festa in NAGOYA限定缶 

「Smile Switch Festa in NAGOYA」のキービジュアルである金

のしゃちほこを被ったペコちゃんがかわいい、本催事限定商品。名

古屋土産の「カントリーマアム（小倉トースト風味）」が 8 枚入っ

た、アフターユース性の高い限定缶です。 
 
 
 
◆ミルキー Happy Bag in NAGOYA 

ミルキー発売 70 周年を記念して、ミルキーづくしなお楽しみ袋を

販売いたします。店頭ペコちゃん人形が着けていることでも話題の

ミルキーの個包装柄のマスク（1 枚）と、ミルキーのパッケージをモ

チーフにした抗菌マスクケースをおまけに封入。限定ショッパーに

入れて販売いたします。 
事前予約受付：西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店（052-252-1350） 
※事前予約：5 月 20 日（木）～31 日（月）まで 
※6 月 1 日（火）～催事会場で販売いたします。 
※数に限りがございますので、なくなり次第終了。 
 
 
 
 
 
 

■「FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA」商品のご紹介！ 

＜冷蔵＞  
「和マカロン f rom 名古屋」  

税込 750 円  

「LOOK（ア・ラ・モード）缶 」  
税込 550 円  

「Smi le  Swi tch Fes ta in  NAGOYA 限定缶」  
税込 880 円  

「ミルキー  Happy  Bag in  NAGOYA」  
税込 2 ,280 円  

税込 2,000円以上ご購入で限定ショッパープレゼント！ ⇒ 

▲ミルキーづくしなお楽しみ袋  

▲桜  

▲きなこ  ▲あずき  

中のポケットはミルキーフラワー柄 
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◆＜ミルキー発売 70周年記念＞ 
周遊型謎解きクイズラリー「スペシャルミルキーを探し出せ！」 

「FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA」催物会場、「名古屋栄三越」のさまざまな場所

に設置された、謎解きに挑戦するクイズラリーを開催します。 
参加者全員に、「70 周年オリジナルミルキー」をプレゼント。また、参加者から抽選で 20 名

様に「ミルキーお菓子詰め合わせ」をプレゼントいたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆名古屋でもおさんぽ！ ペコちゃんスイーツスタンプラリー 

「FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA」催物会場、「西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越

店」の 2 カ所を巡るスタンプラリーを開催します。2 つのスタンプを集めると、「Smile Switch」
デザインのオリジナルトートバッグを 1 個プレゼントします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

2 つのスタンプを集めると
「Smile Switch オリジナル
トートバッグ」がもらえる！ 

・スタンプ会場は２カ所 
・各会場にて税込 800 円以上お買い上げで 
 スタンプを押印 
・景品交換は２カ所いずれでも可能 

▲「Smi le  Swi tch オリジナル  
デザイントートバッグ」＜非売品＞  

▲FUJ IYA Smi l e  Sw i tch Fes ta 
 in  NAGOYA 催物会場  
（LACHIC 6 階 LIFESTYLE CREATE 売場）  

▲西洋菓子舗  不二家  
 名古屋栄三越店  
（名古屋栄三越地下 1 階）  

※数量限定のため、なくなり次第終了  

■参加型イベントでオリジナルグッズなどを GET しよう！ 

▲「70 周年オリジナルミルキー」  
＜非売品＞  

今年で発売 70 周年を迎えたミルキーのスペシャル Ver.「スペシャルミルキー」を見

つけ出したものには、幸運が待っているらしい……しかし、その実態は「謎に包まれて」

おり、未だ見つけ出したものはいない。ペコちゃんと、『ヒント謎』を解き明かし、ス

ペシャルミルキーを探し出せ！ 
 

謎を解いてプレゼントを GET！ 

※全て数量限定のため、なくなり次第終了  

ミルキーの謎を解き明かせ！ 

▲ミルキーお菓子詰め合わせ  
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NEXT MOVE「ON/OFF チョコレート」販売コーナーでは、イメージキャラクターである藤井

聡太王位・棋聖が CM 撮影時に実際に使用したトレーナーや本を展示いたします。さらに、本催

事限定の ON/OFF チョコレートオリジナルギフトバッグに入った「ON/OFF チョコレート」を

販売します。棋士に扮したペコちゃんがデザインされたかわいいギフトバッグです。 
藤井聡太王位・棋聖の魅力が詰まったコーナーをぜひお楽しみください。 

 
※価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8%）が混在しております。 
※商品は十分な数量をご用意しておりますが、万一品切れの際はご了承ください。 
※商品内容及びデザインは変更となる場合がございます。 
※イベントの内容は変更、中止となる場合がございます。 
 
不二家ウェブサイト 
https://www.fujiya-peko.co.jp/ 
FUJIYA Smile Switch Festa in NAGOYA 特集ページ＜5 月 20 日（木）16 時公開予定＞ 
https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/event/ 

お客様お問い合わせ先      株式会社不二家   お客様サービス室 電話：0120-047228 

報道関係者お問い合わせ先  株式会社不二家   広報 IR 部広報室 電話：03-5978-8110 

■NEXT MOVE「ON/OFF チョコレート」販売コーナー 

「ON/OFF チョコレート（オリジナルギフトバッグ付）」  
＜「ON チョコレート」、「OFF チョコレート」各 2 個入り＞ 

税込 650 円  ▲「ON/OFF チョコレート」オリジナルギフトバッグ  

（表 ）  （裏 ）  

https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/event/

