2009 年 5 月 20 日

ニュースリリース
報道関係各位

株式会社サンリオ
英連邦クック諸島発行

英国王立造幣局鋳造『ハローキティ誕生 35 周年記念貨』
５月２５日（月）より国内販売開始

泰星コイン株式会社（本社：東京／社長：岡政博）と株式会社サンリオ（本社：東京／社長：辻信太郎）は５月
２５日（月）より「英国王立造幣局鋳造 ハローキティ誕生 35 周年記念貨」の国内販売を開始いたします。
この記念貨（金貨・銀貨）は 1974 年に誕生したハローキティの誕生３５周年記念として、株式会社サンリオ企画
のもと英国生まれでロンドン郊外に住んでいるという設定のハローキティにちなみ英国王立造幣局が鋳造、英連邦
クック諸島より発行されました。泰星コイン株式会社が総輸入元となり、国内での販売は泰星コイン株式会社・株
式会社サンリオの 2 社が行います。

■「ハローキティ」と英国・ロンドンの結びつき
ハローキティは 1974 年に株式会社サンリオがデザイン開発し、後にキャラクター名「ハローキティ」と英国生ま
れでロンドン郊外に住んでいるというストーリーが設定されました。当初子供達中心だったファン層も現在は大人
まで広がり、世界約 70 ケ国で年間約 5 万種類の商品が発売されるキャラクターに成長しています。
そして誕生 35 周年を迎えた 2009 年、今後も友情のシンボルとして多くの皆様に愛され続けるようにという願い
がこめられ「ハローキティ誕生 35 周年記念貨」が発行されました。ハローキティと深いつながりがある英国で、歴
史と権威を誇る英国王立造幣局によって記念貨が鋳造されたことは、最上級のコラボレーションと言えます。

■英国王立造幣局が鋳造する『最も小さい』カラー金貨
英国王立造幣局（ロイヤルミント）は、貨幣作り 1000 年以上の歴史の中で最も小さなカラー金貨※を「ハローキ
ティ誕生 35 周年」として初めて鋳造しました。この初の試みはハローキティファンのみならず、ロイヤルミントフ
ァンのコイン収集家にとっても画期的なことと言えます。また英国王立造幣局がハローキティのような日本を代表
するキャラクターをデザインとした記念貨を鋳造したこともこれが初めてです。
（※最も小さなカラー金貨＝これまでにロイヤルミントにおいて鋳造した記念金貨において）

■デザイン
使用されているデザインは株式会社サンリオのデザイナーが、
「ハローキティ誕生 35 周年記念貨」のために描き
下ろした特別なものです。英国のポピュラーな観光地やシンボルモチーフと英国生まれのハローキティが見事にコ
ラボレーションしています。またコインを収めるケースは、英国をイメージさせるユニオンジャックをキティの顔
型にかたどり、
「ハローキティ誕生 35 周年公式ロゴマーク」と英国王立造幣局のロゴがデザインされまさに英国と
キティのコラボレーションを象徴する「スペシャルケース」です。

■「ハローキティ誕生 35 周年記念貨」商品ラインナップ
商品ラインナップは【50 ドルカラー金貨】
（発売価格：￥126,000）、
【25 ドルカラー金貨】
（発売価格：￥59,850）、
【10 ドルカラー銀貨】（発売価格：￥39,900）
【5 ドルカラー銀貨 3 種セット】（発売価格：￥31,500）です。
これらは英国をはじめとした世界各国においても順次発売され、日本が先行発売となります。
この他安価でお求めになりたいお客様のために、日本国内のみ数量限定で 5 ドルカラー銀貨 3 種セットに含まれ
る 3 種類の銀貨を単品でご用意しています。但しこちらは発行限度数にかかわらずなくなり次第終了となります。

＜デザインと解説＞
●裏

面
50 ドルカラー金貨＜ビッグベン＞

25 ドルカラー金貨＜ハローキティ 紋章＞

ダニエルとキティがロンドンの街をドライブ。背景には

ロンドン郊外に住むホワイト家。国旗を背景にホワイト

ロンドンを代表する建造物ともいわれるビッグベン。

家の紋章をデザイン。

10 ドルカラー銀貨＜ハローキティファミリー＞

5 ドルカラー銀貨＜ポロ＞

ヴィクトリア調のお家の前で。家族勢揃いでおすまし顔

イギリスではいわずと知れたポロを楽しむキティ。観客

のキティ。

席は超満員のスタープレイヤー。

5 ドルカラー銀貨＜ロンドンバス＞
雨の中、ロンドンバスでお出かけのキティ。

5 ドルカラー銀貨＜タワーブリッジ＞
タワーブリッジを望むテムズ川沿いでデートを楽しむダ
ニエルとキティ。

＊ コイン画像は実物大ではありません。

●表

面（金貨・銀貨共通）

金貨・銀貨共通の表面には、英連邦クック諸島の法定通貨として英連邦のみで使用を許されている「女王エリザベ
ス２世」の肖像が描かれています。

＊コイン画像は実物大ではありません。
●スペシャルケース
ユニオンジャックをキティの顔にかたどり。誕生 35 周年公式ロゴマークと英国王立造幣局のロゴマークがデザイン
されています。
金貨ケース
金貨用はコインを勲章に見立てたデザインになっています。

銀貨ケース

＜英国王立造幣局鋳造『ハローキティ誕生 35 周年記念貨』発売概要＞
【発売価格】 スペシャルケースに収め発行証明書を添付します
A

50 ドルカラー金貨＜ビッグベン＞

B

25 ドルカラー金貨＜ハローキティ紋章＞

59,850 円（税込）

C

10 ドルカラー銀貨＜ハローキティファミリー＞

39,900 円（税込）

D

5 ドルカラー銀貨 3 種セット＜ポロ＞＜ロンドンバス＞＜タワーブリッジ＞

31,500 円（税込）

D-1

5 ドルカラー銀貨＜ポロ＞ ※数量限定、なくなり次第終了

11,550 円（税込）

D-2

5 ドルカラー銀貨＜ロンドンバス＞ ※数量限定、なくなり次第終了

11,550 円（税込）

D-3

5 ドルカラー銀貨＜タワーブリッジ＞ ※数量限定、なくなり次第終了

11,550 円（税込）

※ 送料は無料です

126,000 円（税込）

【規格及び発行限度数】
50 ﾄﾞﾙｶﾗｰ金貨

25 ﾄﾞﾙｶﾗｰ金貨

10 ﾄﾞﾙｶﾗｰ銀貨

5 ﾄﾞﾙｶﾗｰ銀貨

（A）

（B）

(C)

（D）

品

位

99.9%

91.67%

92.50%

92.50%

額

面

50 ｸｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

25 ｸｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

10 ｸｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

5 ｸｯｸｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

直

径

26.50mm

22.05mm

65.00mm

38.61mm

重

量

15.61g

7.98g

155.517g

28.28g

仕

上

げ

発行限度数

プルーフ仕上げ（美しく磨かれた鏡面仕上げ）
1,000 枚

1,000 枚

1,500 枚

各 3,000 枚

【販売】
株式会社サンリオでは下記で取扱をいたします。

(1) 下記各インターネット通信販売サイトで販売。
サンリオ・オンライン・ショップ（PC） http://shop.sanrio.jp/
サンリオ楽天市場店（PC） http://www.rakuten.ne.jp/gold/sanrio/
サンリオ Yahoo!ショッピング店（PC・携帯） http://store.yahoo.co.jp/sanrio/
サンリオモバイルショップ（携帯） http://shop.sanrio.jp/
アイラブサンリオ通販（携帯） http://mshop.sanrio-ce.com/
Shopping @ Sanrio au ショッピングモール店（携帯） http://aumall.jp/user/5405325/
Amazon.co.jp 上のサンリオストア（PC）
http://www.amazon.co.jp/b/ref=sv__img?ie=UTF8&node=51358051

(2) 店頭販売は下記 5 店舗で取扱います。
東武百貨店 池袋店 7Ｆ サンリオメルヘンギャラリー TEL 03-3981-2211（代表）
伊勢丹 新宿店 6 階 ハローキティプレシャス TEL 03-3350-0204
大丸心斎橋店サンリオギャラリー TEL 06-6258-9804
新宿ギフトゲート TEL 03-3354-3640
SANRIO QUESTINA 銀座 TEL 03-3566-4060
● 一般からの問合せ先

株式会社サンリオ

ＴＥＬ

03-3779-8105

※ 10：00～17：00 受付 （但し 13：00～14：00、土日祝祭日を除く）

●発
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このニュースリリースに関する報道関係問合せ先
＊デジタル画像のご希望も下記までご連絡ください。
株式会社サンリオ メディアコミュニケーション部広報課
〒141-8603 東京都品川区大崎 1-6-1

TEL 03(3779)8110 FAX 03(3779)8098

http://www.sanrio.co.jp/

※このニュースリリースは同日同時刻に泰星コイン株式会社でも配信しております

