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東京都港区芝 5-33-1 〒108-8403

https://www.morinaga.co.jp
2021 年 11 月 16 日

パンダ―ス 5th Anniversary！新商品がさらに加わり
東京駅に期間限定 OPEN！
◆１１月２６日（金）～１月１２日（水）
◆「PANDARS SHOP」新ラインアップでオープン
◆東京駅一番街 地下 1 階東京おかしランドイベントスペース

森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・太田栄二郎）のグループ会社の森永市場開発株式会
社（代表取締役社長・木戸口典洋）は、「PANDARS（パンダース） SHOP」を 2021 年 11 月 26 日（金）～2022 年
1 月 12 日（水）まで東京駅一番街地下 1 階の東京おかしランドイベントスペースにて展開し、パンダース 5th
Anniversary として商品ラインアップを大幅に増やして販売します。
東京おかしランドイベントスぺ―スでは、新フレーバーのチョコレート「PANDARS ギフト<シャンパン>」を 11 月
26 日（金）より新発売します。都内にいる双子パンダの成長を祝うかのようなデザインのパッケージに入った、
ブドウの豊潤な香りをお楽しみいただける特別感のあるチョコレートです。そしてさらに大人可愛い雑貨 8 品も
加わり、ちょっとしたプチギフトにもぴったりな「PANDARS」が、皆様に幸せをお届けしてまいります。

■2021 年度 東京おかしランド「PANDARS SHOP」イメージパース

■東京駅一番街 地下 1 階東京おかしランドイベントスペース
所在地：東京都千代田区丸の内 1-9-1
東京駅一番街 B1 東京おかしランド内
電話番号：03-6269-9448
営業時間：9:00～21:00
※営業時間が変更になる場合があります。
詳しくは東京駅一番街ホームページをご確認ください。

(https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/)
■「PANDARS SHOP」商品概要（菓子）
商品名

PANDARS（パンダース）ギフト

PANDARS（パンダース）

＜シャンパン＞

シリコンポーチ

外側はシャンパン入りのミルクチョコ、中はホワイ

シリコン製のポーチの中にパンダースチョコレート

トチョコになっています。ブドウの豊潤な香りが楽

＜ミルク＆ホワイト＞を 6 粒入れました。背中側

しめる特別なパンダースチョコレートです。

にファスナーがついており、アフターユースも楽し

【シャンパン使用：アルコール分 1％未満】

めます。

商品画像

商品特長

発売日

2021 年 11 月 26 日（金）～ 無くなり次第終了

2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年春

内容量

15 粒入（12 粒＋スペシャル 3 粒）

6 粒入

販売価格

1,389 円（税別）/1,500 円（税込）

1,200 円（税別）/1,320 円（税込）

JAN ｺｰﾄﾞ

4902888612169

4902888612190

商品名

PANDARS（パンダース）ギフト

PANDARS（パンダース）ギフト

＜ミルク＆ホワイト＞

＜ストロベリー＆ミルク＞

商品画像

商品特長

上部と下部の 2 層のチョコレートで出来たパンダースチョコレート(15 粒)。
パンダの刻印が入ったチョコレート 12 粒と、手作り砂糖菓子のパンダをのせたスペシャル 3 粒とのア
ソートです。
今年はミルクのコクがアップし、口の中で程よい甘さを楽しめます。
＊パンダの刻印は全部で 7 種類（すべての絵柄が入っているとは限りません）

発売日
内容量
販売価格
JAN ｺｰﾄﾞ

2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年春
15 粒入（12 粒＋スペシャル 3 粒）
1,223 円（税別）/1,320 円（税込）
4902888612121

4902888612145

商品名

リトル PANDARS（パンダース）
＜ミルク＆ホワイト＞

リトル PANDARS（パンダース）
＜ストロベリー＆ミルク＞

商品画像

商品特長

発売日
内容量
販売価格
JAN ｺｰﾄﾞ

商品名

上部と下部の 2 層のチョコレートで出来たパンダースチョコレート(6 粒)。飾っておきたくなる印象的な
パッケージに入れました。今年はミルクのコクがアップし、口の中で程よい甘さを楽しめます。
＊パンダの刻印は全部で 7 種類（すべての絵柄が入っているとは限りません）
2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年春
6 粒入
510 円（税別）/550 円（税込）
4902888612138

4902888612152

PANDARS（パンダース）
チョコレート＆ラングドシャ

PANDARS（パンダース）
ソフトクーヘン

「ダース<ミルク>」をイメージしたプレートチョコを、
ホワイトクリームとラングドシャクッキーでサンドし
ました。 ラングドシャにはパンダの絵柄をプリント
しています。
＊絵柄は 4 種類（すべての絵柄が入っているとは
限りません）。
＊箱のデザインは変わることがあります。

生地は「白いダース」をイメージした味わいで、中
は「ダース<ミルク>」をイメージしたチョコクリーム
が入ったドーム型のクーヘン。
ギフト用の 6 個入りと自家用の 2 個入りをライン
アップしました。
【洋酒使用：アルコール分 1％】

商品画像

商品特長

発売日
内容量
販売価格
JAN ｺｰﾄﾞ

2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年春
6 枚入
6 個入 / 2 個入
908 円（税別）/980 円（税込）
6 個入り：1,158 円（税別）/1,250（税込）
2 個入り：417 円（税別）/450 円（税込）
4902888612176
4902888612244 / 4902888612251

■「PANDARS SHOP」商品概要（雑貨）
商品名

PANDARS（パンダース）

PANDARS（パンダース）

PANDARS（パンダース）

マスコット

ぬいぐるみ

ポーチ

サイズ

約 H70×W50×D55 ㎜

約 H100×W65×D70 ㎜

約 100 ㎜∅×D30 ㎜

商品特

ふわふわ生地の、ボールチェ

ふわふわ生地の、座りポーズの

丸くコロンとしたポーチ。小物入れ

長

ーン付きマスコット。バッグ等

ぬいぐるみです。

や小銭入れとしても使いやすい大

商品画
像

に付けて持ち歩きたいサイズ

きさです。

です。
発売日
販売価

2021 年 11 月 26 日（金）～ 無くなり次第終了
546 円（税別）/600 円（税込）

1,182 円（税別）/1,300 円（税込）

1,182 円（税別）/1,300 円（税込）

格

商品名

PANDARS（パンダース）

PANDARS（パンダース）

PANDARS（パンダース）

巾着

トートバッグ

ミニタオル

サイズ

約 H165×W180 ㎜

約 H240×W250×D110 ㎜

約 H200×W200 ㎜

商品特

ラウンド型の使いやすい巾

中に底板が入っており、しっかりした生地

＜ストロベリー＆ミルク＞の

着でパンダはワッペン刺

のトートバッグ。グレーがパンダを品良く

菓子パッケージを基にしたデ

繍。ふわふわした生地で

引き立てます。

ザイン。厚みを感じられる生

商品画
像

長

す。

地です。

発売日

2021 年 11 月 26 日（金）～ 無くなり次第終了

販売価

819 円（税別）/

格

900 円（税込）

1,364 円（税別）/1,500 円（税込）

546 円（税別）/600 円（税込）

商品名

PANDARS（パンダース）

PANDARS（パンダース）

マグカップ

A4 クリアファイル

サイズ

約 78 ㎜∅×H92 ㎜

約 H310×W220 ㎜

商品特長

パンダの顔を大きくあしらったインパクトのあ

菓子パッケージのデザインを基に、パンダや足跡を散

るマグカップ。反対の面の足跡からは動きを

らした可愛らしいデザイン。

商品画像

感じられます。
発売日
販売価格

2021 年 11 月 26 日（金）～ 無くなり次第終了
1,182 円（税別）/1,300 円（税込）

■画像は全てイメージです。
■最新情報は下記 HP で随時発信してまいります。

【森永市場開発(株) HP】
https://www.morinaga-market.co.jp/

273 円（税別）/300 円（税込）

