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ニュースリリース
報道関係各位
株式会社サンリオ
人気紅茶店 カレルチャペックの「みつばちバジーちゃん」とサンリオの「ウィッシュミー メル」がコラボ

「Wish me mell meets Karel Capek」シリーズ 11 月 21 日発売
サンリオワールド ギンザにて 11 月 23 日～25 日に原画展示を
11 月 23 日には山田詩子さんと奥村心雪のトークショー＆ダブルサイン会を開催
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株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻信太郎、以下サンリオ)は、オリジナル紅茶や雑貨の販売を行う有
限会社カレルチャペック紅茶店(本社：東京都武蔵野市、社長：山田詩子、以下カレルチャペック)の人気キャラクター
「みつばちバジーちゃん」とサンリオのキャラクター「ウィッシュミー メル」のコラボレーション商品「Wish me mell
meets Karel Capek」(「ウィッシュミー メル ミーツ カレルチャペック」)」シリーズを 11 月 21 日に発売いたします。
また、ライセンス契約により約 10 社から、今回のコラボデザインの商品発売を予定しております。
今回の商品デザインは、紅茶のブレンダーであり、絵本作家、イラストレーターとしても活躍中のカレルチャペック
社長 山田詩子さんの書下ろしによるものです。商品の発売を記念し、サンリオ直営店・サンリオワールド ギンザにて、
原画イラストの展示もするスペシャルコーナー(11 月 23 日～25 日)、山田詩子さんとサンリオの「ウィッシュミー メ
ル」デザイナーの奥村心雪のトークショー＆ダブルサイン会(11 月 23 日)イベントを行います。

□商品概要
発売元サンリオの商品
1.シリーズ名：
「Wish me mell meets Karel Capek」シリーズ
（
「ウィッシュミー メル ミーツ カレルチャペック」シリーズ）
2.発売日：2012 年 11 月 21 日(水)
※オンラインショップは、11 月 22 日(木)発売
3.販売ルート：サンリオ直営店・百貨店サンリオコーナー、
サンリオオンラインショップ
本店 http://shop.sanrio.co.jp/ (パソコン・モバイル共通)
楽天市場店 http://www.rakuten.co.jp/sanrio/
Yahoo!ショッピング店 http://store.shopping.yahoo.co.jp/sanrio/index.html
au ショッピングモール店 http://m.aumall.jp/user/5405325
4.価格帯：630 円(ティーバッグセット)～2,940 円(マスコットホルダーセット)
5.商品の特徴：・
「おいしい紅茶を楽しく」をテーマに企画したティータイムのギフト商品
・カレルチャペック紅茶店がプロデュースした紅茶「ティータイムパレード」は、メルをイメージし

たストロベリービッツとバジーちゃんをイメージしたはちみつの芳醇な香りのコラボ限定フレー
バー
6.商品構成：全 12 アイテム
紅茶缶 1,575 円、ティーバッグセット(5 袋)630 円、紅茶＆マグカップセット 2,415 円、紅茶＆プチタ
オルセット 840 円、紅茶＆メモセット 840 円、フタ付き茶こしマグカップ 2,100 円、ステンマグ 2,520
円、プレートセット(ケーキ皿 2 枚セット)2,415 円、コースターセット(2 枚セット)1,260 円、マスコッ
トホルダーセット(赤いカバンにメルとバジーちゃんのマスコットホルダーをセット)2,940 円、バッグ
チャーム 2,100 円、ポストカード入りレターセット 882 円
7.「サンリオフレンドシップクラブ」景品：50 ポイントの景品にコラボデザインのミニサイズのクリアファイルとオ
リジナルティーバッグのセットが登場します。11 月 21 日から交換開始
※「サンリオフレンドシップクラブ」は、サンリオショップでの商品お買い上げ 200 円(税抜き)ごとに 1 ポイントを加算し、特
典や景品と交換できるサービスです(一部ポイント対象外の商品もございます)。

8.ウェブページ：http://wishmemell.com/mell_karelcapek/
9.一般からのお問合せ先：㈱サンリオお客様センター ℡03-3779-8148(土日祝日を除く平日 10 時～17 時)
ライセンス商品 ライセンス契約により、11 月 23 日以降に発売を予定している主な商品です。

商品名
(税込価
格)

ウォッシュタオル
各 420 円

発売元
お問合せ先

丸眞㈱
℡0120-0777-04

二段ランチボックス 1,680 円
三段ランチボックス 1,890 円
コンビセット
1,260 円
サーモマグ
1,575 円
㈱ヨシカワ
℡0256-91-2222

メモ
ミニレターセット
各 399 円

ジグソーパズル
300 ピース 1,575 円
108 ピース 1,050 円

㈱ハートアートコレクション
℡06-6350-9775

㈱エンスカイ
℡048-932-4992

□イベント:「メルとバジーちゃんの“ティータイムパレード”in SANRIO WORLD GINZA」
1.「トークショー＆ダブルサイン会」／ 11 月 23 日(金・祝)
コラボ商品の発売を記念して、カレルチャペック紅茶店の山田詩子さんとサンリオのウィッシュミー メルのキャ
ラクターデザイナー奥村心雪とのトークショー＆ダブルサイン会を開催します。
会場：サンリオワールド ギンザ
〔住 所〕東京都中央区銀座 4-1 先 西銀座 2Ｆ ℡03-3566-4040
〔ブログ〕http://www.sanrio.co.jp/blog/sanrioworld/
内容：①トークショー
メルとバジーちゃんのコラボレーション秘話や、おいしい紅茶の入れ方など、楽しいおしゃべりの
時間をお届けします。
時
間：14：00～14：30
参加方法：観覧無料
②ダブルサイン会
メルとバジーちゃんの直筆イラストのダブルサインをその場で描いてお渡しします。
時
間：14：30～15：30
参加方法：当日、コラボ商品のスペシャルパック 4,000 円(税込)をお買い上げのお客様、先着 20
名様にサイン会の整理券を配布します。
③ウィッシュミーメル グリーティング
メルと一緒にお客様持参のカメラでワンショット撮影が可能です。
時
間 16：00～16：30
参加方法：参加無料・グリーティング 30 分前よりお並びいただきます。
2.スペシャルコーナー登場 (原画イラストの展示あり) ／11 月 23 日(金・祝)～25 日(日)
「Wish me mell meets Karel Capek」のコーナーで、デザインのもとになった山田詩子さんが描いた原画イラスト

6 点を展示します。また、ライセンス商品も含め、コラボ商品の販売と、ブログのストーリーで、メルが暮らして
いる「メルシーヒルズ」にある家「たまごハウス」のジオラマも登場します。
3.サンリオ＆カレルチャペック紅茶店ショップラリー／11 月 23 日(金・祝)～
サンリオワールド ギンザとカレルチャペック有楽町イトシア店で、それぞれ 1,000 円以上、合計 2,000 円(税込)
以上お買い上げのお客様にオリジナル景品のポストカードとティーバッグセットをプレゼントいたします。(数量限
定・なくなり次第終了)

□プロフィール
カレルチャペック紅茶店オーナー 山田詩子さんとは
紅茶のブレンダーであり、絵本作家、イラストレーターとしても活躍中。
絵本をはじめとする著作は 30 冊以上。
1987 年に最初の紅茶専門店を開き、現在、東京、名古屋、大阪で 7
店舗を展開。
「みつばちバジーちゃん」プロフィール
みつばちの女の子バジーちゃん。
お父さんとお母さん、弟のピーウィーの 4 人家族。ハチミツミルク
ティーとハチミツケーキが大好物。マーガレット畑で遊ぶのも大好
きです。
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「Wish me mell（ウィッシュミー メル）
」とは
2010 年 12 月にデビューしたサンリオオリジナルキャラクター。携帯やネットで
の繋がりを大切にする 15 歳から 20 代の女性に向けて開発したサンリオ初の
「ネット発・ユーザー参加型キャラクター」。
郵便配達のウサギの女の子 メルを中心に仲間たちが登場するオフィシャル
ブログでストーリーを展開している。現在は、「みつばちバジーちゃん」とメル
と仲間たちの心あたたまるストーリーが進行中です。
ＷＥＢサイト http://wishmemell.com/（ＰＣ・携帯 共通）
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＜本件に関する報道関係問合せ先＞
株式会社サンリオ 広報・ＩＲ室広報課
〒141-8603 東京都品川区大崎 1-11-1
TEL (03)3779-8110 / FAX (03)3779-8426

