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九州初の「ぐでたま」期間限定ショップ

「ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu」
福岡・博多阪急百貨店にオープン
2018 年 4 月 25 日（水）～5 月 8 日（火）
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ぐでぐでっとやる気のない「ぐでたま」ワールド全開！
テーマは、「ぐでたまの洋食屋さん」。期間限定ぐでたま SHOP でのみ販売する商品です。

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）のぐでぐでしたやる気のないたまごの
キャラクター「ぐでたま」が今年 5 周年を迎えたことを記念し、九州初の「ぐでたま」期間限定ショップ「ぐでたま
SHOP in Hakata Hankyu」が 2018 年 4 月 25 日（水）～5 月 8 日（火）、博多阪急 7 階にオープンいたします。 「ぐ
でたま SHOP in Hakata Hankyu」では、博多限定商品や期間限定ぐでたま SHOP でのみ販売する「ぐでたまの洋
食屋さん」デザイン商品はじめ、約 200 アイテムを一同に集めた「ぐでたま」いっぱいのショップです。さらに、「ぐで
たま」のぐでーてぃんぐ（グリーティング）や写真撮影会など楽しいイベントも開催いたします。

「ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu」～5th Anniversary Fair～
期
間：2018 年 4 月 25 日（水）～5 月 8 日（火）
営業時間：10:00～20:00 ※最終日は 18:00 閉場
場
所：博多阪急百貨店 7 階イベントスペース
アクセス：JR 博多駅直結、福岡市営地下鉄福岡空港線 博多駅直結
お客様からのお問い合わせ先：博多阪急 7 階 子供服・リビング販売部 サンリオ TEL:092-419-5505
※サンリオ公式ウェブサイト https://www.sanrio.co.jp/にて 4 月 6 日（金）より詳細情報を掲載い
たします。

★お買上げプレゼント
限定ペーパーバッグ＆オリジナルメモプレゼント
期間中、お買い上げ商品を「ぐでたま 5 周年記念オリジナルショッピング
バッグ」に入れてお渡しいたします。また、お買い上げのお客様にぐでた
ま SHOP 限定「オリジナルメモ」を差し上げます。
※いずれもなくなり次第終了とさせていただきます。
※いずれも 1 回のお買物でおひとつになります。

★各日限定 100 本限り！「ぐでたま水」をプレゼント
「ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu」にて 1 レシート 2,000 円（税込）以上
お買い上げのお客様に、ぐでたま 5 周年記念デザインのペットボトル飲料
「ぐでたま水」（非売品）を 1 本差し上げます。各日先着 100 名様となります。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

★ぐでたま ぐでーてぃんぐ(グリーティング)＆写真撮影会
日

時：2018 年 5 月 5 日（土・祝）
第 1 回：11:30～12:00 ぐでーてぃんぐ＆写真撮影会
第 2 回：14:00～14:30 ぐでーてぃんぐ＆握手会
第 3 回：16:00～16:30 ぐてーてぃんぐ＆写真撮影会
会
場：ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu 内
定
員：写真撮影会は各回先着 30 名様限定
参加方法：写真撮影会には「整理券」が必要になります。開催日当日
10:00 から博多阪急 7 階「ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu」にて 3,000 円（税込）以上
お買いあげいただいたお客様（ご希望される方）に先着順でお渡しいたします。お手持ち
のデジカメやスマホでスタッフがお撮りいたします。

★主な商品のご紹介 ※価格はすべて税込です。
☆博多限定 博多ラーメンぐでたま ※福岡市内で他 1 店舗限定販売商品

・スクイーズマスコット博多
972 円（税込）

・マスコットホルダー博多
1,728 円（税込）

・キーホルダー博多
648 円（税込）

☆博多限定 博多めんたいこぐでたま

・プチタオル 756 円（税込）
・マスコットホルダー 1,620 円
・てぬぐい 972 円（税込）
・クリアファイルセット 486 円（税込）
・ミニトート 1,620 円（税込）
・リップミラー 540 円（税込）
・巾着 540 円（税込）

☆期間限定ぐでたま SHOP 限定商品
期間限定ぐでたま SHOP でのみ販売するぐでたまの洋食屋さんデザインシリーズです。一般のサンリオショップ
では販売いたしません。

・サブバッグ 2,484 円（税込）
・ぬいぐるみ 4,536 円（税込）
・ミニ手提げバッグ 1,944 円（税込）
・ポーチ 1,620 円（税込）
・ティシュポーチ 1,620 円（税込）
・マスコットホルダー （ぐでたま、しゃきぴよ、
ぎゅでちゃま） 各 1,728 円（税込）
・黒板スタンド 1,296 円（税込）
・タマゴケース入りクッキー 864 円（税込）
・プチタオル 648 円（税込）
・フレークシール 432 円（税込）
・付箋 702 円（税込）
・ラバークリップ 378 円（税込）
・メラミン小皿（5 種） 各 378 円（税込）

☆ハーモニーランド チケットどんたくキャンペーン 3 日間期間限定！
販売期間：5 月 3 日（木・祝）・4 日（金・祝）・5 日（土・祝） 3 日間限定販売
ハーモニーランドにかわいい春をみつけに行こう！
春は「ハッピーイースター」イベント実施。
「ハーモニーランド」（大分県）のパスポートチケットを期間限定特別価格
にて「ぐでたま SHOP in Hakata Hankyu」で販売いたします。
ハーモニーランド限定パスポート 2,050 円（税込）
※通常価格 2,900 円
※チケット有効期限：2018 年 7 月 31 日（火）
ハーモニーランド 公式ウェブサイト
http://www.harmonyland.jp/welcome.html
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●「ぐでたま」について
2013 年にサンリオが開催した食べ物をテーマにした新キャラクターの一般人気投票企画「食べキャラ総
選挙」から誕生（第 2 位）。翌 2014 年に TBS 系列朝の情報番組「あさチャン！」でショートアニメの
放送がスタートし、人気となる。誕生 5 周年を迎えた 2018 年は記念イベント等様々な企画が予定されて
いる。
「ゆでるもよし 焼くもよし 生のままでもよし。
いろんな調理法があるけれど、
ぐでぐで やる気のないたまごなのだ。
あなたの食べようとしているそのたまごも、
ぐでぐでしているかも !?」

◇ぐでたま 5 周年記念スペシャルサイト https://www.sanrio.co.jp/special/gudetama/5th/
◇フォロワー数 100 万人を超える Twitter ぐでたま（@gudetama_sanrio）

＜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 TEL (03) 3779-8110

