＜報道用資料①＞

2015年10月22日

“うなぎパイ”の春華堂が浜松市浜北区に創る
お菓子の新しい文化とスタイルを発信する、浜北スイーツ・コミュニティ「nicoe」

nicoe Halloween 2015 ～nicoe にかけられた魔女の呪い～ 第２弾！
10月23日(金)より、
①魔女とモンスターが作った“呪いのスイーツ＆フード”メニューの発売開始！
②呪われたnicoeを救え！キッズ向け「こども勇者アトラクション」をスタート！

有限会社春華堂（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：山崎泰弘）は、お菓子の新しい文化とスタイルを
発信する、浜北スイーツ・コミュニティ「nicoe(二コエ)」において2015年10月1日(木)～10月31日（土）の
間、「nicoe Halloween 2015 ～nicoeにかけられた魔女の呪い～」を開催しております。本年のハロウィン
では、お菓子好きの魔女に呪いをかけられてしまったnicoeという物語で、館内もスタッフもハロウィン仕様に
なり、これまで多くのお客様に楽しんでいただいております。
■魔女とモンスターが作った？“呪いのスイーツ＆フード”が登場！？
明日23日(木)からは、nicoe内の各ブランドにおいて“呪いのスイーツ＆フード”メニューと題した、9日間限
定の商品が登場いたします。各ショップ呪いをかけた魔女とその仲間がモチーフとなった限定商品は、ユーモア
に溢れ、バラエティに富んだ商品ばかり！「春華堂」からは、巻くのが上手なミイラ男がホワイトチョコレート
でぐるぐるに巻いたエクレア『ミイラ男のこだわり巻きエクレア』。「五穀屋」からは、誰よりも美しくなりた
いと願う魔女が作ったりんごの玉羊羹『五季 魔女りんご』。「coneri」からは、ドラキュラが集めた血の
ディップ『&dip blood』など、美味しくユニークな商品がnicoe Halloweenをさらに盛り上げます。
■呪われたnicoeを救え！キッズ向け「こども勇者アトラクション」も開始！
同じく23日からは、小学6年生以下のお子様を対象にした”こども勇者アトラクション”を開始致します。
nicoeにかけられた魔女の呪いをとくために、勇者の子どもたちが 案内役の”ヘッド”と共にnicoe館内を冒険し
ます。館内で出会うキャラクター達と一緒に謎ときに挑戦したり、和菓子職人による人気の上生菓子作り体験も。
ミッションをクリアして魔女の呪いが無事とけると、お子様のみならず大人もビックリするようなフィナーレが
待ち受けています！

〈本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先〉
「nicoe」 PR事務局（株式会社サニーサイドアップ.内）【担当】 網岡（あみおか）/ 八田（はった）/小山
【電話】03-6894-3200 ／ 080-4794-0672 （網岡携帯） 【FAX】03-5413-3050
【e-mail】shunkado@ssu.co.jp
★本件に関するオフィシャル写真は下記のdropboxからダウンロードください★
http://u222u.info/nZuS
＜有限会社春華堂 広報担当＞
有限会社春華堂 経営管理室（月～金 9:00～17:00）【担当】細田佳菜 鈴木良治 飯島美奈
【電話】053-586-6767 【FAX】053-585-7789 【e-mail】press@shunkado.co.jp

10/23（金）
Start！

魔女とモンスターが作った“呪いのスイーツ＆フード”メニューが9日間限定で登場！①

①春華堂 × ミイラ男

ミイラ男のこだわり巻きエクレア
巻くのが上手なミイラ男がつくるチョコレートでぐるぐる
巻きにしたエクレア。たくさん並べて楽しんで。

453円（税込)

②coneri × ドラキュラ

&dip blood いちごとマスカルポーネ
ドラキュラが集めた新鮮な血（人間界でいうと、いちごとマ
スカルポーネ味）の ディップ。 パイ職人手づくりのサクサ
クパイをディップして召し上がれ。

デイリーカップ 162円（税込）
coneri chobi8本入りとのセット540円（税込）

③五穀屋 × 魔女

五季 魔女りんご
“イタリア・メディチ家”にも献上された五季。その五季が誰
よりも美しくなりたいという魔女によって、りんごの玉羊羹
に。毒は入っていないのでご安心を。

1,000円（税込）
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10/23（金）
Start！

魔女とモンスターが作った“呪いのメニュー”が9日間限定で登場！②

④THE COURTYARD KITCHEN × GHOST ⇒ THE “GHOST”YARD KITCHEN

イタリアンブッフェ＋フリードリンク
魔女の手下のゴーストが乗っ取ったTHE COURTYARD
KITCHEN。ハロウィンムード満点のメニューが登場！

大人 2,138円 / お子様（7 歳- 12 歳）1,080円
幼児（4歳- 6歳）540円 / 3歳以下 無料（すべて税込）
☆ビュッフェメニュー一覧
「魔女の真っ赤なナポリタン」
赤いものが大好きな魔女が作ったビーツ（赤カブ）の真っ赤な
ナポリタン。

「ミイラ男のぐるぐるかぼちゃニョッキ」
巻くのが誰よりも上手なミイラ男が作ったぐるぐる巻きのかぼちゃ
のニョッキ。ポルチーニ茸のクリームソースで召し上がれ！

「真夜中のゴーストリゾット」
ゴーストが作った真っ黒なイカスミのリゾット。
食べると呪いがかかってしまうかも？
※口の中が真っ黒になってしまいますので、ご注意ください。

10/23（金）
スタート

「GHOST PIZZA～フランケンシュタイン仕立て～」
フランケンシュタインのネジのような大きなマッシュルームを
のせました。

「紫のホラースープ」
ゴーストが作った紫芋のスープ。

「ダークナイトブレッド」
ゴーストが作った真っ黒なイカスミのパン。
一度食べると、やみつきに？

「囚われたジャック・オー・ランタン～かぼちゃの
プディングを添えて～」
われわれ、ゴーストの邪魔をするハロウィンの魔除けの象徴
ジャック・オー・ランタンをスイーツにしちゃいました。
みんなでジャック・オー・ランタンを食べちゃおう！

お菓子作りも体験できる！キッズ向け「こども勇者アトラクション」

お菓子作りワークショップや、ワクワクの冒険アトラクションに
チャレンジして、魔女の呪いをとくキッズ向けのイベントを実施。
「こども勇者アトラクション」に参加頂いた方には、
〝魔法のチケット“を1枚プレゼントします。

【開催期間】

10/23（金）～10/31（土） 毎日開催
※開催時刻に関しては、nicoe公式サイト（www.nicoe.jp）でご確認ください

【参加人数】

1回あたり10名様

【参加方法】

・nicoe代表電話：053-586-4567（9:00～17:00）からお申込み
・nicoeにご来場の上、館内キャストにお声掛けの上、お申込み
※事前予約必須

【参加費】

1名

1,500円（税込）

＜報道用資料②＞

2015年10月22日

“うなぎパイ”の春華堂が浜松市浜北区に創る
お菓子の新しい文化とスタイルを発信する、浜北スイーツ・コミュニティ「nicoe」

nicoe Halloween 2015 ～nicoe にかけられた魔女の呪い～ ファイナル！
昼には抽選会、夜にはDJを招いた本格仮装イベントなど、

10月31日(土)、nicoe Halloween Partyを開催！！

有限会社春華堂（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：山崎泰弘）は、お菓子の新しい文化とスタイルを
発信する、浜北スイーツ・コミュニティ「nicoe(二コエ)」において2015年10月1日(木)～10月31日（土）の
間、「nicoe Halloween 2015 ～nicoeにかけられた魔女の呪い～」を開催しております。本年のハロウィン
では、お菓子好きの魔女に呪いをかけられてしまったnicoeという物語で、館内もスタッフもハロウィン仕様に
なり、これまで多くのお客様に楽しんでいただいております。
最終日となるハロウィン当日の10月31日（土）は、1日を通して、nicoe Halloween Partyを開催いたします。
9:30～18:30までは、nicoe Halloween 抽選会と題し、 JTB旅行券(3万円分)などの豪華プレゼントが当たる特
別抽選会を行います。この日までに集めた“魔法のチケット”と引き換えに参加することが可能です。
また18:30からは、nicoe Halloween Party Nightを開催！nicoeにDJブースが登場し、J-POP、アニメソング
から、「うなぎパイ」の歌まで!?誰もが楽しめる音楽をこの日だけのスペシャルMIXでDJが演出します。
その他パーティー内では、ドレスコードの仮装姿をお披露目するミニファッションショーも実施予定です。
さらに、当日はnicoe Halloween Party Nightの様子を、プロの撮影クルーによる、来年のnicoe Halloweenの
プロモーションビデオ撮影も行う予定で、地元浜松のみなさまと一緒に盛り上がれるよう、盛りだくさんの内容
を用意しました。
このnicoeのハロウィンをきっかけに、浜松でももっとハロウィンを楽しむ文化が生まれ、地元・浜松の地域
活性の一助となれるよう取り組んで参ります。
是非とも、ご期待ください。

〈本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先〉
「nicoe」 PR事務局（株式会社サニーサイドアップ.内）【担当】 網岡（あみおか）/ 八田（はった）/小山
【電話】03-6894-3200 ／ 080-4794-0672 （網岡携帯） 【FAX】03-5413-3050
【e-mail】shunkado@ssu.co.jp
★本件に関するオフィシャル写真は下記のdropboxからダウンロードください★
http://u222u.info/nZuS
＜有限会社春華堂 広報担当＞
有限会社春華堂 経営管理室（月～金 9:00～17:00）【担当】細田佳菜 鈴木良治 飯島美奈
【電話】053-586-6767 【FAX】053-585-7789 【e-mail】press@shunkado.co.jp

10/31（土）
開催

ハロウィン当日は仮装してnicoeに集まれ！「nicoe Halloween Party」概要

ハロウィン当日である10/31(土)は、一日限定のスペシャルイベントを開催！仮装してnicoeに集まろう！

■nicoe Halloween抽選会(9:30～18:30)
旅行券など豪華プレゼントがあたる抽選会！
“魔法のチケット”1枚につき1回参加いただけます。
１等：JTB旅行券(3万円分)
２等：nicoeが選んだ地場産 厳選素材詰め合わせ
３等：うなぎ蒲焼ギフト
他
様々なプレゼントが当たる可能性があります。
またはずれた方にも、魔女の呪いのかかった便利グッズを
プレゼントいたしますので、ふるってご参加ください！

■nicoe Halloween Party Night(18:30～22:00)
浜松に本格仮装ハロウィンパーティー上陸！nicoeで仮装パーティーを楽しもう！

☆Special DJプレイ
nicoeに本格的なDJブース＆ステージが登場！
J-POP、アニメソングから、「うなぎパイ」の歌まで!?
誰もが楽しめる音楽を、この日だけのスペシャルDJがプレイ！
音楽に合わせて輝く「光るバンド」を会場ではプレゼント。
さあみんなでPut Your Hands Up！

☆nicoe Halloween Fashion Act(19:30～／20:30～)
とびっきりの仮装でパーティーに参加すると、
とつぜん主役に指名されるかも！
ステージ上で、自慢のハロウィンコスチュームを
アピールしよう！

☆THE COURTYARD KITCHEN 10/31限定！Food&Drink（18:30～）
本格イタリアンレストランTHE COURTYARD KITCHENが送る
31日(土)限定メニューをぜひお楽しみください。

MENU LINEUP〈チケット制〉 ＊料理によりチケット枚数が異なります
ピッツァ・マルゲリータ/地場野菜のバーニャカウダ/パニーニ/ミネストローネ/
ミートソースリガトーニ/チーズリゾット/スピエディーニ(肉)/生ビール・ワイン(赤・
白)を含むアルコール8種/ソフトドリンク7種 など

これまでのnicoe Halloween 2015
9/18（金）
スタート ①実りの秋の味覚がせいぞろい！“魔法のチケット”キャンペーン対象商品を購入して手に入れよう！
nicoeで販売されている秋の新商品（キャンペーン対象商品）を含む1,500円（税込）ご購入ごとに
“魔法のチケット”を1枚プレゼントします。
【キャンペーン対象商品一覧】
「春華堂」(本店・佐鳴湖パークタウン店・佐藤店・神田売店・nicoe)
栗むし羊羹 / 和栗のモンブラン / 黒蜜ころんこ / くりくり
渋皮栗どらやき / OPEN THE CAKE〈ほっこり秋味覚の紅はるか〉
田舎だんご(みたらし、みそ) / ジャックの手作り焼きケーキ
ハロウィンの生パウンド
「coneri」chobiかぼちゃシナモン / &dip塩キャラメル
「五穀屋」はるごと〈くり玄米〉 / 千千豆〈わさび醤油〉
「THE COURTYARD KITCHEN」
1,500円(税込)以上のすべてのお食事のご利用が対象

10/1（木）
スタート

②nicoeで仮装＆撮影を楽しもう！「nicoe Halloween Snaps！」

10/1（木）より、nicoe内にハロウィン専用の特設フォトブースがオープン！
無料で貸し出しするかわいい衣装を着て、フォトブースで撮影しよう。
撮影した写真をご自身のSNSにアップしてくれた方に
“魔法のチケット“をプレゼント！
【実施日時】
10/1（木）～10/31（土） 10:00～20:00
【特設Webサイト】http://www.nicoe-snaps.com

“魔法のチケット”を集めてnicoe Halloween Partyを楽しもう！キャンペーン
＜“魔法のチケット”の入手方法＞
魔法のチケットの入手方法は下記の４つ！
10/31までに魔法のチケットをたくさん集めて、とびっきりの笑顔と仮装でnicoe Halloween Partyを楽しもう 。
① 実りの秋の味覚がせいぞろい！“魔法のチケット”キャンペーン対象商品を購入して手に入れよう！
② nicoeで仮装＆撮影を楽しもう！「nicoe Halloween Snaps！」に参加して手に入れよう！
③ 魔女の呪いがかかった「呪いのスイーツ＆フード」を購入して手に入れよう！
④ お菓子作りも体験できる！キッズ向け「こども勇者アトラクション」に参加して手に入れよう！

“魔法のチケット”を10/31(土)にお持ちいただくと…

or

＜＜ nicoe Halloween Party 取材申込用紙 ＞＞
申込締切：10月30日（金）

FAX： 03-5413-3050
◆ 日 時：2015年10月31日（木）18：30～ （受付開始 18：00～）
◆ 会 場：「nicoe」（静岡県浜松市浜北区染地台6丁目7-11 ）
※ご出席をご希望の方は、下記に必要事項をご記入の上、ご返送ください。

撮影の有無

出欠のご確認

□ ご出席
□ ご欠席

□ スチール撮影あり
□ ムービー撮影あり
□ 施設内撮影あり

貴社名

：

貴媒体名

：

貴部署名

：

貴氏名

：

計

緊急時連絡先

：

E-MAIL：

車輌情報

：
台数

名様

★駐車場のご利用を希望する方のみご記入ください。

車種

ナンバー

MAP
【住所】
〒434-0046
静岡県浜松市浜北区染地台6丁目7-11
【アクセス】
東名高速道路 浜松西ICより車で20分
新東名高速道路 浜松浜北ICより車で20分

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先〉
「nicoe」 PR事務局（サニーサイドアップ内）
【担当】 網岡（あみおか）/八田（はった）/小山（こやま）
【電話】03-6894-3200 【網岡携帯】 080-4794-0672
【FAX】03-5413-3050
【e-mail】shunkado@ssu.co.jp

＜有限会社春華堂 広報担当＞
有限会社春華堂 経営管理室（月～金 9:00～17:00）
【担当】細田佳菜 鈴木良治 飯島美奈
【電話】053-586-6767 【FAX】053-585-7789
【e-mail】press@shunkado.co.jp

