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報道関係各位              

2022 年 1 月 13 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、2022 年 1 月 19 日（水）～2

月 14 日（月）に開催する催事についてご案内します。 
  
 

2021 年 1 月に初開催して以来ご好評を

いただいている「FUJIYA Smile Switch 
Festa」。2022 年の幕開けとともに、バレ

ンタイン仕様になって帰ってきます。 
2022 年の今年は、ショートケーキを発売

して 100 周年、ロングセラーチョコレート

「ルック」を発売して 60 周年という、不二

家にとって大切な記念の年。今年をアニバーサリーイヤーと称し、会場でもさまざまな企画を実

施いたします。不二家の「おいしい」、「たのしい」、「かわいい」をぎっしり詰め込んだ、思わ

ず笑顔になれるイベントが、2022 年のバレンタインを彩ります。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS RELEASE 

不二家×銀座三越 バレンタインを彩る商品多数 

FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA 

2022 年 1 月 19 日（水）～2 月 14 日（月）開催 ※最終日 18:00 終了 

■「 FUJIYA Smile Switch Festa」がバレンタイン仕様に 

 

FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA 
会 期 ：  2022年 1月 19日（水）～2月 14日（月）  

営 業 時 間 ：  10:00～20:00（銀座三越に準ずる）  

   ※最終日は18:00終了  

 

 

 

会 場 ：  銀座三越  本館7階  銀座シャンデリアスカイ・イベントスペース  

 

●さまざまな新作スイーツを販売  

●ショートケーキ発売 100周年＆ルック発売60周年  

記念展示、フォトスポット、メッセージボードなど  

●＼ペコと一緒に！銀座をおさんぽ♪／  

Smile Switch PASSPORT & スタンプラリー  

●ペコちゃんが遊びに来る！      ほか  

※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がござ  
います。最新情報は銀座三越ホームページよりご確認ください。  

※新型コロナウイルス感染拡大の観点から、入場を制限させていただく場合がございます。  
あらかじめご了承ください。  

会場イメージ  
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「 ルック 3（ ホワイトラバーズ）缶 」  税込 550 円  
＜プレミアム、バニラ、フィアンティーヌ各 3 粒／  
ルックフレークシール（全 10 種よりランダムで 1 枚）＞  

 
 

◆プチガトーセレクション（9 個入） 

不二家の TV-CM に登場している

人気スイーツ 9 品をアレンジした、プ

チサイズのアソートです。おいしくて

楽しい、そして嬉しい新商品です。ち

ょっとずつ味わっても、皆で分けても

楽しめます。 
 
 
 

 
 

◆雪降る苺のトゥンカロン 

 白いマカロン皮でミルキーガナッシュをサンドし、苺、生ミ

ルキー、雪の結晶型チョコを飾りました。冬にぴったりの、雪

をイメージしたキュートでスイートな味わいのトゥンカロンで

す。 

 

 

 

 

◆ルック（ア・ラ・モード）トリュフ 

発売 60 周年の不二家のロングセラーチョコレート「ル

ック（ア・ラ・モード）」をトリュフ風にアレンジ。バレ

ンタインのギフトにおすすめの商品です。 
 
 
 
 

 

 

◆ルック 3（ホワイトラバーズ）缶 

「ルック 3（ホワイトラバーズ）」のパッケージをイメー

ジしたデザイン缶の中には、粒チョコレートになった「ルッ

ク 3（ホワイトラバーズ）」と、2020 年～2022 年にかけて

発売した「ルック」シリーズ商品のパッケージをピックアッ

プし、ステッカーにした「ルックフレークシール（全 10 種）」

がランダムで 1 枚封入されています。 
 
 
 

 
 

■バレンタイン向けの新作が盛りだくさん！  

「 雪降る苺のトゥンカロン」  税込 500 円  

「 プチガトーセレクション（ 9 個入 ） 」  税込 2 ,160 円  
 

「 ルック（ ア・ ラ・ モード） トリュフ」  税込 918 円  
＜ストロベリー、パイナップル、バナナ、アーモンド各 3 粒＞  

ステッカーイメージ  

箱イメージ  
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「 ハートピーナッツチョコ缶 」  税込 601 円  
＜ 「 ミニハートチョコレート（ピーナッツ） 」 8 枚入＞  

「 FUJ IYA Smi le  Swi tch Va len t ine  Happy Bag」  税込 5 ,500 円  
※数量限定のため、なくなり次第終了です  
※お 1 人様 2 点まで  

◆ハートピーナッツチョコ缶 

可愛らしいデザインの缶に「ミニハートチ

ョコレート（ピーナッツ）」を 8 枚入れまし

た。バレンタインのプレゼントにはもちろ

ん、アフターユース性が高いデザインなの

で、自分へのプレゼントにも！ 缶のデザイ

ンは 2 種類あるので、セット買いもおすすめ

です。 
 
 
 
 

 
 
 
 会場にて、税込 2,000 円以上お買い上げの方に、

「FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine 
 in GINZA」のキービジュアルがプリントされた 
オリジナルショッパーをプレゼントいたします。 
ショートケーキ 100 周年記念のキュートな 
ペコちゃんがプリントされています。 
※数量限定のため、なくなり次第終了です 
※税込 165 円で販売もいたします 
 

 
◆FUJIYA Smile Switch Valentine Happy Bag＜三越伊勢丹オンラインストア限定＞ 

ピンクのオーバーオールの「卓上ペコちゃん人形（高さ約

350mm）」は初登場！ そのほか、西洋菓子舗 不二家で人気の

「宇治抹茶クッキー 明翠」、「アーモンドショコラ」などを詰

め合わせた、三越伊勢丹オンラインストア限定のオリジナルお

楽しみ袋です。 
三越伊勢丹オンラインストア限定で販売いたします。 
販売期間： 
2022 年 1 月 13 日（木）10:00～2 月 14 日（月）10:00 
（なくなり次第終了となります） 
 
 
 
 
 
■三越伊勢丹オンラインストア 商品ページ■ 

http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/product/0150900000000000000001904452.html 
販売の詳細は上記 URL よりご確認ください。 
 
 

限定オリジナルショッパープレゼント 

缶のデザインは 2 種類！  

※画像はイメージです  

※詰め合わせイメージ  

http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/product/0150900000000000000001904452.html
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◆ショートケーキ発売 100 周年、ルック発売 60 周年をお祝いするアニバーサリー企画！ 

2022 年で発売 100 周年を迎えた不二家のショートケーキ。今も受

け継がれる創業者・藤井林右衛門の「お菓子で世の中を幸せにしたい」

という想いを、ショートケーキ発売 100 周年ロゴとともにパネルでご

紹介いたします。 
また、発売 60 周年を迎えた「ルック」の展

示コーナーや、新キャラクター「ルッくん フ
レンズ」のパネルを用意。 
さらに、参加型企画「ハートを込めて、

LOOK！」は、バレンタインにルックととも

に伝えたい愛の言葉を書いて「ハートを込め

て、○○！」メッセージパネルに貼ることが

できます。 
◆＼ペコと一緒に！銀座をおさんぽ♪／Smile Switch PASSPORT 

「FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA」会場にて税込 1,000 円以上お買い

上げのお客様に、「Smile Switch パスポート」をお渡しします。 
パスポートはおすすめ情報やクーポンが付いているほか、スタンプラリー用台紙にもなってお

り、『西洋菓子舗 不二家 銀座三越店』と、『不二家数寄屋橋店』・『milky70 since1951 数寄

屋橋店』・『不二家レストラン数寄屋橋店』の 3 店舗のうちいずれか 1 店舗にてそれぞれ税込 500
円以上お買い上げで 1 つずつスタンプを押印いたします。 
スタンプラリーのスタンプをすべて集めると、 
〔非売品〕「Smile Switch マルチクリアポーチ」をプレゼントいたします！  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1 

 

■さまざまな会場限定企画をご用意！  

 
 
「FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA」で 
税込 1,000 円以上お買い上げでお渡し 
※配布は 2 月 14 日（月）まで 

  
 
● 西洋菓子舗 不二家 銀座三越店 
● 不二家数寄屋橋店 or milky70 since1951 数寄屋橋店 

or 不二家レストラン数寄屋橋店のいずれか 1 店舗 
 

上記それぞれ税込 500 円以上お買い上げでスタンプを押印 

▲ルッくん  ア・ラ・ モード  
ルック発売 60 周年ロゴ  ▲不二家  ショートケーキ  

発売 100 周年ロゴ  

スタンプをすべて集めると 
〔非売品〕「Smile Switch マルチクリアポーチ」を 
プレゼント！ 
※景品交換は催物会場のほか、上記 4 店舗のいずれでも可能 
※スタンプ押印・景品引き換え期間 

2022 年 1 月 19 日（水）～3 月 31 日（木） 
※催物会場は 2 月 14 日（月）まで 
 （最終日は 18:00 まで） 

 

小物  
入れに  

ぴったり♪  
 

 

必要なスタンプは 3 個（催物会場分は配布時押印済） 

パスポート配布場所は催物会場（銀座三越 本館 7 階 
銀座シャンデリアスカイ・イベントスペース）のみ！ 

 
銀座の不二家  
おすすめ情報や  
クーポン付き！  

スタンプラリー台紙も  



 5 / 5 
 

※「FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA」会場以外はパスポート配布対象外 
です。 

※景品は数量限定のため、なくなり次第終了です。 
※「FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA」は、2022 年 1 月 19 日（水） 

～2 月 14 日（月）までの期間限定です（最終日は 18:00 まで）。 
 

◆ペコちゃんが遊びに来る！ 

 会期中、会場（銀座三越 本館 7 階 銀座シャンデリアスカイ・イベントスペ 
ース）にペコちゃんが遊びに来ます！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他、笑顔になれる展示や商品をご用意してお待ちしております。 

 
※商品によっては、購入の際に個数制限を設けさせていただきます。 
※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。 
※画像はすべてイメージです。 
 
不二家ウェブサイト 
https://www.fujiya-peko.co.jp/ 
 
FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA 特集ぺージ 
https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/event/ 
 
FUJIYA Smile Switch Festa 2022 Valentine in GINZA 銀座三越ホームページ 
https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_4_51/sweets_collection_4_5
1_220112.html 
 
三越伊勢丹オンラインストア＜「FUJIYA Smile Switch Valentine Happy Bag」商品ページ＞ 
http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/product/0150900000000000000001904452.html 
 
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 

1 月 19 日（水）、23 日（日）、30 日（日） 
2 月 11 日（金・祝）、13 日（日） 

① 11:00～ ② 15:00～ ※各回 20 分間を予定 
 

※日時は予定であり、変わる場合がございます。 

小学生以下のお子様に 
ペコちゃんから 
ステッカーをプレゼント！ 

https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/smileswitch/event/
https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_4_51/sweets_collection_4_51_220112.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_4_51/sweets_collection_4_51_220112.html
http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/product/0150900000000000000001904452.html

