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ニュースリリース
報道関係者各位
株式会社東急百貨店
株式会社サンリオ
ハローキティ誕生３５周年記念イベント「Hello

Kitty Selection Celebrity party in Shibuya」開催

場所：東急百貨店東横店 期間：9/16（水）～9/27（日）
伊達メガネをかけて変装したハローキティの新デザインが独占先行デビュー！

©1976, 2009 SANRIO CO.,LTD.

東急百貨店東横店（住所：東京都渋谷区、店長：原田清）と株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、社長：辻信太郎）は、東急
百貨店開業７５周年と、世界中で愛されているキャラクター「ハローキティ」の誕生３５周年を記念した大人の女性向けのイベント
「ハローキティ・セレクション セレブリティパーティー・イン・渋谷」を２００９年９月１６日（水）～９月２７日（日）、東横店で開催予定
となっておりますが、詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
ハローキティデザイナー・山口裕子が、芸能人セレブがお買い物をする街としても有名な「ギャル」の発祥地「渋谷」をキーワ
ードにデザインした「ハローキティグラスデザイン」が、本イベントで独占先行デビューいたします。また、オリジナルのスイーツ、
ハローキティのキャラクターアートのできるネイルサロン「nail elut’s」の期間限定ショップなどの各種イベントや、ハローキティ誕
生３５周年記念商品、人気のファッションブランドやアクセサリーブランドとのコラボ商品をはじめとするグッズ約 1,300 点が大集
合いたします。
タイトル：Hello Kitty Selection Celebrity party in Shibuya（ハローキティ・セレクション セレブリティパーティー・イン・渋谷）
期 間：２００９年９月１６日（水）～９月２７日（日）
場 所：東急百貨店 東横店〔西館 1 階コンコース特設会場、西館１階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス、東
館 7 階子供服売場特設会場、東館 2 階特設会場（ネイルアート）、東急フードショー（地下１階） ジス・ウイーク１、他〕
＜内容＞
１． 当イベント限定販売の特別企画商品
□「ハローキティグラスデザイン」シリーズ
□「ハローキティグラスデザイン」のスイーツ各種
２． イベント
□ネイルアート
□モバイルキャンペーン
□ハローキティスペシャルミラー
□ハローキティとの写真撮影会
□ハローキティデザイナーサイン会
３． 海外・国内ブランドとのコラボ商品、海外限定発売商品
□先行発売 「Hello Kitty & Dresdner Porzellan」
□先行販売「チーキー×ハローキティ」
TM
□HELLO KITTY COLORS × ENLIGHTENED - Swarovski Elements
他
４． ハローキティ誕生３５周年記念商品
□「ハローキティ カラーズ」シリーズ
□「ハローキティ タータン」シリーズ
５． その他商品
□先行販売「ファンベリー」
□全国「ご当地キティ」商品

＜詳細＞
１． 当イベント限定販売の特別企画商品
□「ハローキティ グラスデザイン」シリーズ 場所：西館 1 階コンコース特設会場
キービジュアルを使用した本イベントの為のオリジナル商品です。大人の女性に向けたここでしか買
えない商品全 10 アイテムです。
キーホルダー（1,890 円）、マスコットストラップ（1,890 円）、コイン
パース（1,260円）、プチタオル（630円）、ポーチ（1,890円）、機能ポーチ（2,625円）、ミニテサゲバッグ
（2,940 円）、マイバッグ（1,890 円）、フェイス形ミラー（2,100 円）、T シャツ（4,095 円）
□「ハローキティグラスデザイン」のスイーツ各種 場所：東急フードショー（地下１階）ジス・ウイーク１
オリジナルデザインのスイーツ各種を販売予定。テレビや雑誌でご活躍中の篠直余さんでおなじみの
創作洋菓子店「シリアルマミー」に製造をお願いした手作りスイーツの数々です。 チョコモナカ 399 円（1
日 150 個限定）、ショートケーキ 630 円（1 日 70 個限定）、いちごムース 504 円（1 日 100 個限定）、ロー
ルケーキ 1,365 円（1 日 50 本限定）、クッキー3 枚セット 472 円（1 日 150 個限定）
２．イベント
※イベントは予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。
□ネイルアート nail elut’s By VIENS VIENS 場所：東館２階特設会場
大人の女性に向けたギフトショップ「ＱＵＥＳＴＩＮＡ銀座」にある世界で唯一「ハローキティ」のキャラクターアートができるネイ
ルサロンnail elut’s By VIENS VIENS（ネイルエルッツ バイ ヴィアンヴィアン）が渋谷に期間限定OPEN。ハローキティの
３D ネイルシールを使用した新作ネイルアートが初登場します。
メニュー例：
・エルッツコース 通常 8,400 円のコースが特別価格 5,250 円
※エルッツコースとは、「ジェルネイル」にケア・ベースアートがセットになったオールインワンメニュー

・エルッツコース+キティアート 10 本 7,350 円（11,550 円相当）
・イベント限定ネイルアートコース 10 本 10,500 円（15,000 円～18,000 円相当）

※写真は一例 エルッツコース＋キティアート 7,350 円

□モバイルキャンペーン
各イベント会場から、「ハローキティグラスデザイン」の待ち受けフラッシュやメールデコ素材のスペ
シャルコンテンツが貰えるモバイルキャンペーンです。会場に設置されているモバイルリーダーま
たはＱＲコードにアクセスしてメールを送るだけで、簡単に参加できます。
第一弾：9/10～9/15 メールテンプレート〔インフォメーション（東館１階、西館１階）、東館２階特設
会場、東館 7 階フレンドギフト〕
第二弾：9/16～9/27 待受けフラッシュ〔西館 1 階コンコース〕
オリジナル携帯デコ素材〔西館 1 階ジ・アドヴァンス、東館２階特設会場、東館 7 階フレンドギフト、東急フ
ードショー（地下１階）ジスウィーク 1〕〔HELLO KITTY STORE 109－②店〕
□ハローキティスペシャルミラー 場所：西館１階コンコース特設会場
世界で一つだけのオリジナルミラーが作れます。 期間：イベント開催期間中、 価格：3,360円～
※写真の商品は、各100 個限定の「ハローキティスペシャルコンパクト」4,935 円～です。
□ハローキティデザイナー 山口裕子サイン会 場所：西館 1 階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス
・９月２３日（水・祝）開催予定・12：00～、15：00～の２回開催
・参加費：3,000 円（フォトフレーム、オリジナルスイーツ付）
□ハローキティとの写真撮影会 場所：東館 7 階子供服売場特設会場
・9 月 19 日（土）開催予定・11：30～、13：30～、15：00～ 参加費：500 円
３．海外・国内ブランドとのコラボ商品、海外限定発売商品
□先行発売 「Hello Kitty & Dresdner Porzellan」 場所：西館 1 階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス
予定価格：26,250 円～29,400 円（税込）
西洋磁器の最高峰、手仕事の奇跡と言われる美しい作品で知られ Dresdner Porzellan
（ドレスデン ポルツェラン）とハローキティがコラボレーションした磁器製のペンダントです。
デザインの花部分は、ハンドペインティング（ドレスデン様式）です。ハローキティ誕生35周年のシンボルカラー５色（レッド、ピ
ンク、イエロー、グリーン、ラベンダー）で展開します。

□HELLO KITTY COLORS × ENLIGHTENEDTM - Swarovski Elements 価格：３５万円（税込）、当会場１セット限定
場所：西館 1 階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス
ハローキティ誕生３５周年のシンボルカラー５色（レッド、ピンク、イエロー、グリー
ン、ラベンダー）のジュエリー５個セットです。スワロフスキー社の高級技術でカット・
研磨された天然石・合成石高級新プロダクトブランド、ENLIGHTENEDTM Swarovski Elements（エンライテンド・スワロフスキー・エレメンツ）とハロー
キティのコラボレーション企画です。３月にスイスで開催された世界最大級の時
計・宝飾見本市「バーゼル・ワールド 2009」で公開いたしました。
□先行販売「チーキー×ハローキティ」 場所：西館 1 階コンコース特設会場 価格：39,900 円（税込）
メリーソート社の大人気キャラクターチーキーとハローキティ初のコラボレーションぬいぐるみです。13
個限定発売（全 100 個中）。幸運を表す言葉を社名にしているメリーソート社は、伝統と歴史のある英国
の代表的なぬいぐるみメーカーで、このぬいぐるみを持つ方に幸運が訪れますようにと創設者 W・ゴー
ドン・ホームズ氏の願いが込められています。
□海外限定発売アイテム 場所：西館 1 階コンコース特設会場
ハローキティグッズは、今や世界約７０カ国で販売されています。海外セレブにファンが多いことは有名ですが、最近では欧州、
特にフランスやイタリアなどモード界をリードする国で人気が高まっており、欧米では日本国内とは別企画で商品が販売されてい
ます。今回は、海外限定商品を約 150 アイテム逆輸入し、豊富なラインアップでご紹介します。
□コラボレーショングッズ 場所：西館 1 階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス
ハローキティがコラボレーションした人気のファッションブランドやアクセサリーブランド商品約 200 アイテムが大集合いたします。
＜主なブランド＞
・ ENLIGHTENEDTM - Swarovski Elements
・ ＰＩＮＫ ＨＯＵＳＥ
・ Jane Marple
・ HbG
・ atmos（Hello Kitty×PORTOR×atmos）
・ ASH＆DIAMONDS
・ ｃｏｏｋｉｅ ＦORTUNE(クッキーフォーチュン)
・ クリスタルボール
・ メディコム・トイ（Cap＆Pep×HELLO KITTY、 Dr.Romanelli×HELLO KITTY）

PINK HOUSE

HbG

メディコム・トイ

クリスタルボール

Jane Marple

ASH&DIAMONDS

４．ハローキティ誕生３５周年記念商品
□「ハローキティ カラーズ」シリーズ 場所：東館 7 階子供服特設会場
ハローキティ誕生 35 周年のシンボルデザイン「ハローキティ カラーズ」の商品シリ
ーズです。ハローキティのトレードマークのリボンは「人々の心と心を結ぶ」という意味
が込められています。そして今回のシンボルデザインのテーマは、「友情」や「思いや
り」といった、「人と共に生きていくうえで大切な気持ち」をハローキティの 5 色のリボン
に託し、各色に込めたポジティブなメッセージを世界共通のビジュアル言語とも言える「色の力」で世界中に
届けようというものです。マインドカラーを設定し、レッドは「なかよく(Friendship)」、ピンクは「かわいい(Cute)」、
イエローは「おもいやり(Heartfull)」、グリーンは「きぼう(Wish)」、ラベンダーは「やさしい(Sweet)」の５色で構成
しています。
□「ハローキティ タータン」シリーズ 場所：西館 1 階コンコース特設会場
「ハローキティタータン」は「英国に住んでいる」というハローキティの設定にちなみ、
英国・スコットランドの伝統的なデザインである「タータン」（タータンチェック）をハロー
キティをイメージして制作、「Hello Kitty」という名称で、スコットランド・タータン登記
所（The Scottish Register of Tartans）に登録されたデザインを使用したシリーズです。今回の商品化にあたり、カラフルで印象
的なタータン柄が引き立つように、ハローキティ自体の全面に柄をのせたデザインをおこしています。

５．その他商品
□先行販売「ファンベリー」 場所：西館 1 階アーバンファッション街区ウエストⅠ ジ・アドヴァンス
大人の女性のためのキャラクタージュエリー「Jewelberｙ」のブランド「Funberry」から、
トレンド感いっぱいのお目立ちアクセサリーを先行販売いたします。
〔ネックレス・バッグチャーム各 4,725 円〕
□全国「ご当地キティ」商品 場所：西館 1 階コンコース特設会場
その土地ゆかりの人物や、特産・名産品などをモチーフにしたハローキティのデザイン
が、お土産グッズとして人気のご当地キティ。全国各都道府県オリジナルデザイン約
200 アイテムを一堂に会して展開します。

〔 同時開催 〕
ハローキティ×東急東横店×ファッションブランド コラボレーショングッズ
場所：婦人服各ショップ・子供服売場
ハローキティと人気ファッションブランドがコラボレーションしたアイテムを販売。東急東横店限定販売のデニムやＴシャ
ツをはじめ、ここでしか手に入らないコラボレーショングッズを紹介。
【東急東横店限定販売】
・＜ジーニングスクエア＞（西館５階）ジーンズ
・＜ストロベリーフィールズ＞（西館５階）Ｔシャツ 8,400 円
・＜エロディネルソン・ドゥファス＞（西館１階）Ｔシャツ 6,090 円
・＜プリーツプリーズ＞（西館６階）Ｔシャツ 18,900 円
【先行販売】
・＜エフデ＞（東館５階）ロングＴシャツ+エコバッグ 価格未定
・＜ルスーク＞（東館５階）ボーダーパーカー、ショートパンツ 価格未定
・＜ブティックニコル＞（西館５階）ボーダーニットチュニック 15,750 円
・＜ポール＆ジョーシスター＞（西館５階）Ｔシャツ 10,395 円、チャーム 価格未定
・＜プロポーションボディドレッシング＞（西館１階）ミラー、エコバッグ 価格未定
・＜ワコール＞（東館５階）キャラクターパンツ 2,310 円、ハラマキ 2,415 円
・＜スーナウーナ・シャドテイユ＞（西館１階）ロングＴシャツ 価格未定
・＜e.m.フルール＞（西館１階）リング 18,900 円（予定）
・＜インデックス・ソリテア＞（西館２階）ランチバッグ、ガマグチポーチ、ＩＤ（パス）ホルダー 価格未定
オジコ

・＜OJICO＞（東館７階子供服）T シャツ 価格未定
【新商品】
・＜スウォッチ＞（西館１階）ウォッチ、クロック 価格未定

本件に関するお問い合わせ先
＜本リリースまたはご取材に関する報道関係からのお問合せ先＞
株式会社東急百貨店 コーポレート推進部広報
TEL 03－3477－3103 / FAX 03－3477－3502
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
TEL 03－3779－8110 / FAX 03－3779－8098
※写真・商品等につきましては、サンリオへお問合せ下さい。
＜一般からのお問合せ先＞
東急百貨店東横店 TEL 03-3477-3111（代表）

