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日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男／以下「日本郵便」）は、ＪＰタ

ワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」（キッテ）の開業4周年を記念して、3月18日（土）から4月2日（日）まで、     

4周年記念イベント「ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」を開催します。 
 
このイベントは「ＫＩＴＴＥ」が4周年を迎えるにあたり、物販・飲食をはじめとした館内各店舗で、

4周年限定のアイテム・オリジナルグルメの販売・提供や、お買物食事券が当たるスクラッチキャンペ

ーンを実施するなど、「ＫＩＴＴＥ」全館内をあげて、ご来館者の皆さまをお迎えするイベントです。 
 

イベント開始から最初の3日間（3月18日（土）、19日(日)、20日（月・祝））は、お手紙イベント「春

のメッセージフェスタ2017 in ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」を開催します。感謝の気持ちを伝える機会

が多いこの季節。皆さまの気持ちを、ご用意したさまざまなポストカードや、グリーティングカード

を使って手紙に書いてみてはいかがですか。皆さまのご来場をお待ちしています。 

開業4周年を迎え、施設コンセプト「にっぽんらしさと、あたらしさを。」を追求しながら、ますま

す盛り上がりを見せる「ＫＩＴＴＥ」。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

以 上 

 

 

 

  

ＪＰタワー商業施設「ＫＩＴＴＥ」開業 4 周年記念イベント 

「ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」開催 
2017 年 3 月 18 日（土）～2017 年 4 月 2 日（日）  

3 月 18 日（土）～3月 20 日（月・祝）の 3日間はお手紙イベント 

「春のメッセージフェスタ 2017 in ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」も開催！ 

「春のメッセージフェスタ2017 
in ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」 

メインビジュアル 

「ぽすくまと仲間たち」のグリーティングイメージ 

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞ 
 ＫＩＴＴＥ ＰＲ事務局 （平日9:30～18:00） 

ＴＥＬ 03-4376-6910 ／ ＦＡＸ 03-3222-0292  
＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞ 

ＫＩＴＴＥ 代表番号 TEL: 03-3216-2811 （10:00～19:00） 

「春のメッセージフェスタ2017 in ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」イベント事務局 TEL: 070-6523-3397（平日9:00～18:00）  
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■4 周年限定グルメ 

博多もつ鍋 幸 とりもつえん＜5F＞、回転寿司 根室花まる＜5F＞、魚匠 銀平 丸の内店＜6F＞な

どの飲食店舗では 4 周年を記念した特別メニューをご用意しました。桜や春をテーマにした多彩な料

理をお楽しみください。※販売・提供期間は各店舗によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■4 周年限定アイテム・スウィーツ 

Floyd（フロイド）＜3F＞、FreePark＜4F＞などの人気のショップではオリジナルデザインの雑貨

を、落雁諸江屋＜B1＞などでは 4周年限定スウィーツを多数ご用意しました。桜や縁起物をモチーフ

にしたバラエティ豊かなラインナップでお届けします。※販売・提供期間は各店舗によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サクラサク スクラッチキャンペーン［3 月 18 日（土）～4 月 2 日（日）］ 
  3 月 18 日（土）～4 月 2 日（日）の期間中、スクラッチキャンペーンを実施します。同一店舗で   
 お買上げ 3,000 円（税込）ごとに、500 円のお買物食事券が当たるスクラッチカードを 1枚進呈します。 
※お買物食事券はＫＩＴＴＥ内全店舗でご使用いただけます。 
※キャンペーン対象外：Tokyo City i CAFE（B1）、ＪＰローソン（B1） 東京中央郵便局（1F）、インターメディアテク内のIMTブティック（3F） 

ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ 特設サイト：http://jptower-kitte.jp/thanks-kitte/ 

 

 

 

実施日時：3 月 18 日（土）～20 日（月・祝） 各日 10:00～18:00 

会  場：ＫＩＴＴＥ 1階 アトリウム、4階 旧東京中央郵便局長室 

主  催：日本郵便株式会社 

参 加 費：無料（販売品の購入には別途実費がかかります。） 

 

≪ＫＩＴＴＥ 1 階 アトリウム≫ 

■ゲストトークショー［3月 18日（土）10:00～10:45］ 

  今、話題のＴＶドラマ「東京タラレバ娘」に出演中の田中 圭さんをお呼びして、 

手紙に関するエピソードを披露していただきます。 

  舞台やドラマの撮影の後に毎日会っていた方々には、やっぱりメールではなく 

手紙を書いてお礼の気持ちを伝えているそうです。いったいどんな手紙を書いて 

いるのでしょうか？お話が楽しみです。 

  ＊参加無料（立見でご観覧いただけます） 

 
■スターツ出版 野いちご大賞表彰式［3月 18日（土）13:00～］ 

  参加者／野いちごユーザー50～80名【観覧席は当選券持参の方のみ】 

  昨年10月から開催していた「めざせ作家デビュー！野いちご大賞」の受賞作品 

をこの場で発表します。野いちご大賞の他、今年は日本郵便賞も増設しています！ 

 

 

 

ご来場の方 

各日先着500名様に 

イベント限定 

「ぽすくまのトートバッグ」 

をプレゼント！ 

「ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」 開催概要 

「春のメッセージフェスタ 2017 in ＴＨＡＮＫＳ ＫＩＴＴＥ」 開催概要 

別紙 

博多もつ鍋 幸 とりもつえん／5F 回転寿司 根室花まる／5F 魚匠 銀平 丸の内店／6F 

Floyd／3F FreePark／4F 落雁諸江屋／B1 

田中 圭さん 



■ステージコンテンツ［3月18日（土）～20日（月・祝）］ 

  テラダモケイで大人気の 1/100 模型「桜とポストのある風景」をつくって送る 

ワークショップや、野いちご大賞の日本郵便賞のイラストを担当した人気のイラ 

ストレーターげみさんによるワークショップを開催します。 

 

 

 

■お手紙ワークショップ［3月18日（土）～20日（月・祝）各日10:00～18:00］   

※17：30受付終了【参加無料・参加賞有り】 

さまざまなポストカードやグリーティングカードでお手紙を書くことができる 

コーナーをご用意しています。この機会に感謝の気持ちをお手紙に書いてみては 

いかがでしょうか。 

＜実施するワークショップ＞ 

・「よく飛ぶ紙飛行機便箋」に感謝の気持ちを乗せて飛ばそう！ 

・「PAPER MESSAGE」ありがとうの花を送ろう！ 

・「野いちご」の人気作品の書影イラストを使用したしおりになるクリアポストカードを作ろう! 

・自分に送る旅はがき「わたしだより」～感謝を込めて旅先から手紙を送ってみよう！ 

・3 月 18 日公開映画「3月のライオン」主人公・桐山零へ手紙を書いてエールを送ろう！ 

 

■切手デザイナーズトーク［3月 19日（日）、20日（月・祝）］ 

  切手デザイナーたちによる切手にまつわるトークショーを開催します！ 

・3月 19 日（日）13:45～14:45 

玉木 明デザイナー、山田 泰子デザイナー、林 智恵子プランナー 

  ・3 月 20 日（月・祝）12:15～13:15  

中丸 ひとみデザイナー、平林 健史さん（日本郵趣出版編集長） 

    

■ぽすくまと仲間たちダンスステージ＆グリーティング［3月 18日（土）～20日（月・祝）］ 

  ぽすくまと仲間たちの 8キャラクターが再びＫＩＴＴＥに登場！ 

おなじみの「ぽすくまポッスー！ダンス」を披露します。皆さまも 

ぜひご一緒に踊ってみてください！ 

  写真を撮ったり触れ合うことももちろんできます。 

 

 

■ぽすくまなりきりフォトスポット［3月 18日（土）～20日（月・祝）］ 

  ぽすくまが働く森の郵便局のフォトスポットを設置します。 

ぽすくまがいつも着用している帽子とかばんとスカーフを用意し 

ていますので、ぽすくまになりきって写真撮影してみてはいかがでしょうか。 
 
 
 
 

■東京中央郵便局臨時出張所［3月 18日（土）～20日（月・祝）］ 

  ぽすくま郵便局（東京中央郵便局臨時出張所）を設置し、 

グリーティング切手「春のグリーティング」や東京中央郵便局 

限定グッズを販売します。 

  ぽすくま郵便局で購入した方は素敵な限定ノベルティが 

もらえます。 
 

 
 
 
 
 
 

東京駅丸の内駅舎 

ポストカードセット 

よく飛ぶ紙飛行機便箋 
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ぽすくまと仲間たち 

1/100 模型 「桜とポストのある風景」 

春のグリーティング切手 

しおりになるクリアポストカード 

ぽすくまなりきりフォトスポット 
（イメージ） 



 
■スタンプラリー［3月 18日（土）～20日（月・祝）］ 

  1 階 アトリウム、4 階 旧東京中央郵便局長室など、ＫＩＴＴＥ館内の 

計 4か所を巡るスタンプラリーを実施します。 

  ゴールした方には、ぽすくまと仲間たちのうでピタバルーンをプレゼント！ 
 
 
 

≪ＫＩＴＴＥ 4 階 旧東京中央郵便局長室≫ ※観覧無料 

［3月 18日（土）～20日（月・祝）］ ※18日・19日 11:00～21:00 ／ 20日 11:00～20:00］ 

■野いちご大賞「日本郵便賞」の展示 

  日本郵便賞のビジュアルを担当したイラストレーターげみさんが描き起こしたポスター、ポスト 

カード、フレーム切手、日本郵便賞を受賞した小説作品を展示します！  

 

■「ぽすくまジオラマ」の展示 

  ぽすくまの家をジオラマにして披露します。 

 
■「切手原画」の展示 

  最近発行されたさまざまな切手の原画を公開します。ぜひこの機会にご覧ください！ 

 
■「ぽすくま飴細工」の展示  

  昨年に続き、ぽすくまと仲間たちの飴細工が登場します！ 

うでピタバルーン 

ぽすくまの飴細工 

 


