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マイメロディ 45 周年記念！

「マイメロディ」×「スージー・ズー」の
大人カワイイコラボレーションが 1 月 16 日よりスタート
スージー・ズーの作者の描き下ろしアートをサンリオがデザインしたスペシャルなコラボ

（コスメデザイン）

（スイーツデザイン）
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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）と株式会社スタイリングライ
フ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー（本社：東京都新宿区、以下プラザスタイル）は、サンリ
オのキャラクター「マイメロディ」と、プラザスタイルがマスターライセンスを保有するプロパティ「Suzy's
Zoo（スージー・ズー）
」とのコラボレーション企画を 2020 年 1 月 16 日（木）よりスタートし、ライセンシー
各社から発売する商品を一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、PLAZA オンラインストアな
どで先行発売し、3 月以降は一般に販路を拡大します。
スージー・ズーの作者、スージー・スパッフォード（Suzy Spafford）さんが新たに描き下ろしたコラボアート
を、マイメロディ 45 周年に合わせてサンリオがレイアウトデザインしました。グリーティングカードのキャラ
クターとして誕生したスージー・ズーと、公式 Twitter で発する言葉が多くの方の共感をよんでいるマイメロデ
ィ。ともに“言葉”に共通点があることから、それぞれのデザインには、マイメロディの公式 Twitter で好評だ
った言葉を“ローマ字”で盛り込んでいます。
スージー・ズーとマイメロディのコラボは、マイメロディ 40 周年の 2015 年に続いて今回で 2 回目ですが、大
幅にボリュームアップします。バッグやポーチ、ミラーなどの雑貨などに加え、マイメロディ×スージー・ズー
コラボでは初めての商品化となるベビー用品、陶器食器など、約 60 アイテムの豊富なラインアップを揃え、ラ
イセンシー約 10 社より順次発売します。さらに、2 月 22 日（土）から 24 日（月・休）にサンリオのテーマパー
ク、サンリオピューロランドでイベントを開催予定です。
〇特集ページ URL : https://www.sanrio.co.jp/news/mm-suzyzoo-20200110/
◆商品概要
1. 商品名：マイメロディ スージー・ズー コラボレーション
2. 先行発売日および販売ルート：
◇2020 年 1 月 16 日（木）…サンリオオンラインショップ、PLAZA オンラインストア
●サンリオオンラインショップ 本店 https://shop.sanrio.co.jp/
楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/sanrio/
Yahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/sanrio/
●PLAZA オンラインストア https://plazastyle.com/ec

◇2020 年 1 月 17 日（金）…一部のサンリオショップ(※サンリオピューロランドは 1 月 18 日（土）発売)
サンリオショップ取り扱い店舗一覧 URL: https://www.sanrio.co.jp/news/mm-suzyzoo-20200110/
※サンリオショップ、サンリオオンラインショップは店舗によって取扱商品が異なります。
◆商品ラインアップ ※価格は税抜です。※写真に掲載している商品は、商品名に網掛けしています。
◆ベビー用品、タオル
ベビーセットはおでかけ用の離乳食容器（スプーン付き）とストローマグのセ
ットです。ギフトパッケージに入っているのでプレゼントにもおすすめです。
タオルはマイメロディとスージー・ズーのブーフのワンポイントが可愛いラン
ダムハート柄と、全面にデザインされたリボンアーチ柄の 2 種類です。
・ベビーセット（おでかけ離乳食容器、ストローマグ） 各 2,000 円（ⅵ）
・フェイスタオル（リボンアーチ、ランダムハート） 各 1,200 円 （ⅹ）
・ウォッシュタオル（リボンアーチ、ランダムハート） 各 600 円 （ⅹ）
・ミニハンカチ（リボンアーチ、ランダムハート）各 600 円 （ⅹ）

◆陶器食器
スイーツデザインを取り入れた陶器です。
・マグカップ 1,000 円（ⅴ）
・ケーキプレート 900 円（ⅴ）
・デミカップ&ソーサー 2,000 円（ⅴ）
・ティーポット 3,000 円 （ⅴ）
・プチ各小皿（スイーツ、ティータイム）

各 400 円（ⅴ）

◆メラミン食器、ジッパーバッグ
紙皿風のデザインが入ったメラミンプレートは、普段使いはもちろんパーティシーンでも映えそうなテー
ブルウェアです。ジッパーバッグはマチ付きで自立可能。食品にも対応している素材です。また大人用の
マスクも入るので持ち運ぶのにも便利です。
・メラミンプレート S（ピンク、ホワイト） 各 650 円 （ⅵ）
・メラミンタンブラー（ピンク、ホワイト） 各 600 円 （ⅵ）
・ジッパーバッグ L
（コスメデザイン、スイーツデザイン）各 500 円（ⅶ）

◆フリルバッグ類
フリルが施されたバッグにはマイメロディとスージー・ズーのブーフがゴールドで刺繍されています。
・フリルランチトートバッグ 2,700 円（ⅰ）
・バニティポーチ 2,900 円（ⅰ）
・ショルダーポーチ 2,300 円（ⅰ）
・フリルトートバッグ 3,200 円（ⅰ）
・アクリルキーホルダーセット 1,600 円（ⅰ）
・カラビナマスコット（マイメロディ、ブーフ）各 1,300 円（ⅲ）
・メタリール（スイーツ、おうち） 各 680 円（ⅲ）
・フェイスパスケース（マイメロディ、ブーフ） 各 1,600 円（ⅲ）
・カップトート（スイーツ、おうち） 各 880 円（ⅲ）
・ダブルポケットショルダー（おうち） 2,400 円（ⅲ）
・マルチフリップＭ＋（A 柄, B 柄）各 3,980 円 (ⅳ)

◆バッグ・バッグ小物類
色数を抑えたシンプルなデザインと、キャラクターを小さくちりばめたキュートなデザインです。
・ランチバッグ 2,300 円 （ⅱ）
・シェル型ポーチ 1,600 円 （ⅱ）
・ティシュポーチ 1,200 円 （ⅱ）
・巾着セット 2,500 円 （ⅱ）
・エコバッグ 1,600 円 （ⅱ）
・トートバッグ 2,200 円 （ⅱ）
・フラットポーチ 1,200 円 （ⅱ）
・アクリルキーホルダー（カップケーキ柄、ドーナツ柄）各 880 円
・ダブルミラー（2 種） 各 450 円（ⅶ）
・PU がま口（2 種） 各 400 円（ⅶ）
・扇子（えがお柄、コスメ柄、スイーツ柄） 各 2,200 円（ⅸ）

（ⅱ）

◆インテリア＆雑貨小物
それぞれがギュっと抱き合ったいぬいぐるみの他、ひざかけ、ふわふわし
たスリッパのクニャックなどこれからの寒い時期に暖かいアイテムが登場
します。
・ハンドクリーム（ケーキ柄） 800 円（ⅰ）
・リップバーム 800 円（ⅰ）
・Ｔシャツ みんな柄（ホワイト、ライトピンク、ライトグレイ）
各 2,900 円（ⅰ） ※S、M サイズ展開
・T シャツ ケーキ柄（ホワイト、ライトイエロー、ネイビー）
各 2,900 円（ⅰ） ※S、M サイズ展開
・ヘアターバン（マイメロディ、ブーフ） 各 1,500 円（ⅱ）
・ラウンドクッション 3,200 円（ⅱ）
・ランドリーネット（ドーナツ柄） 1,000 円（ⅱ）
・ランドリーネット（カップケーキ柄） 800 円（ⅱ）
・ひざかけ 3,800 円（ⅱ）
・クニャック（マイメロディ、ブーフ） 2,800 円（ⅱ）
・A4 クリアファイル 200 円（Ⅷ）
・ペアペアぬいぐるみ マイメロディ×ブーフ 3,900 円（ⅲ）
・B5 横罫ノート 270 円（Ⅷ）
・ペアペアぬいぐるみ マイメロディ×ウィッツィー 3,900 円
・A6 メモ 380 円 (Ⅷ)
（ⅲ）
・ふせん 350 円（Ⅷ）

3．一般からのお問合せ先：
※商品名の後のカッコ内に商品に関する各社ライセンシーのお問合せ先番号を記載しています。
ⅰ. 株式会社ワタナベ TEL 03-3693-7070 (土日祝日を除く平日 10:00〜18:00)
ⅱ．株式会社 KThingS TEL 03-6231-0379 (土・日・祝日を除く平日 9：30～18：00)
ⅲ．株式会社ナカジマコーポレーション TEL 03-3652-8456
ⅳ．株式会社グルマンディーズ TEL 03-5951-0260 (月～金(祝祭日を除く)10：00～17：00)
ⅴ. 株式会社金正陶器 お客様相談室 TEL 0572-27-8037(平日 9：00～17:00)
ⅵ．大西賢製販株式会社 TEL 06-6447-6183 (9:00～17:30、土・日・祝日は休業)
ⅶ．森本産業株式会社 TEL 06-6977-5665(月～金 10 時～17：00)
Ⅷ．株式会社山野紙業 TEL 06-6954-1621 (月～金 9：00～17：00 土 9：00～15：00 日・祝休み)
ⅸ．株式会社伏見上野旭昇堂 TEL 075-642-1347
ⅹ. 一広株式会社 TEL 03-5791-5101（土日祝日を除く平日 9:00～18:00）
◆お買い上げ特典として、ハート形のシールをプレゼント！
サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、PLAZA オンラインス
トアにてマイメロディ×スージー・ズー コラボ商品を 1 点以上お買い
上げのお客様に、コラボデザインを使用した各ストア限定のハート形シ
ールをプレゼントいたします。
・PLAZA オンラインストア／パヒューム柄
・サンリオショップ／チョコレート柄
・サンリオオンラインショップ／カップケーキ柄
※数に限りがございますのでご了承下さい。
※プレゼントは 1 会計につき 1 枚となります。
※サンリオショップでは一部実施していない店舗もございます。

◆コラボデザインについて
コスメデザイン、スイーツデザイン
グリーティングカードのキャラクターとして誕生したスージー・ズー、公式 Twitter で発する言葉が多くの方の
共感をよんでいるマイメロディと、ともに “言葉”に共通点があることから、それぞれのデザインには、マイ
メロディの公式 Twitter で好評だった言葉を盛りこみました。

不安な時こそ笑いあえば
笑顔になれるの

（コスメデザイン）

思い出は宝物
この思い出を胸にまた新しい
思い出を作っていこう

（スイーツデザイン）

◆マイメロディ、スージー・ズーについて
■マイメロディ
1975 年にサンリオがデザイン制作し、同年商品発売を開始した頭巾がトレードマークのキャラクターです。
2020 年に誕生 45 周年を迎えました。2005 年から 4 年間放送された TV アニメ「お願いマイメロディ」シリーズ
は、従来のキャラクター設定に捉われないオリジナルなストーリーが人気となり、子供から大人まで新しいフ
ァン層を獲得しました。
マイメロディ公式 Twitter(@Melody_Mariland) URL: https://twitter.com/Melody_Mariland
プロフィール
すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいず
きん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好きで、好きな食べ物は、アーモンド
パウンドケーキ 。
誕生日：1 月 18 日
■Suzy's Zoo(スージー・ズー)
Suzy's Zoo(スージー・ズー)は米・サンディエゴ在住のアーティスト、スージー・スパ
ッフォードさんによって描かれ、アメリカを中心に世界中で 45 年以上も愛され続けてきた
人気キャラクターシリーズです。
主人公はフワフワな赤ちゃんアヒルのウィッツィー。ウィッツィーはブーフやララ、パ
ッチズにエリーファントなど、最高の友達であるお気に入りのヌイグルミたちと一緒に裏
庭へ冒険の旅へと出かけます。
■「Suzy's Zoo」作者のスージー・スパッフォード（Suzy Spafford）について
南カリフォルニア在住のアーティスト。1940 年代後半、3 歳のスージーは 4 つ年上の姉サリーと鉛筆で絵を描
いては、クレヨンで塗って遊んでいました。弟のジョニーが生まれると、スージーはジョニーの細い金色の髪
が"たんぽぽ"と"アヒルの子"が混ざったような物に見え、とても愉快な気分に。それが『Suzy's Zoo』の主人
公、ウィッツィーの誕生の瞬間でした。スージー・スパッフォードの描く懐かしい雰囲気は、すべてそんな幼
少期の思い出から生まれたものなのです。スージーは現在もやさしいキャラクターたちを創造し続けて、世界
中のファンを魅了しています。

＜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

