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株式会社近澤レース店
株式会社サンリオ

報道関係各位

横浜元町の老舗レース専門店「近沢レース店」とキキ＆ララが初コラボレーション

「リトルツインスターズ」の幻想的なレース小物を
6 月 24 日（水）よりサンリオで先行発売開始
～７月 1 日（水）から近沢レース店直営 5 店舗限定で発売開始～
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株式会社近澤レース店（本社：神奈川県横浜市、社長：近澤 弘明）と株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻󠄀 信太
郎、以下サンリオ)は、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」が 45 周年を迎えたことを記念し、創業明治 34 年
の横浜元町の老舗レース専門店である「近沢レース店」とコラボレーションをした商品をサンリオオンラインショップにて 2020
年 6 月 24 日（水）10：00 より、一部のサンリオショップにて 6 月 25 日（木）より順次先行発売いたします。近沢レース店直営
店では 7 月 1 日（水）から、元町本店、東急プラザ渋谷店、横浜髙島屋店、横浜そごう店、オンラインショップの 5 店舗限定で発
売いたします。
今年 45 周年を迎えた「リトルツインスターズ」はキキとララの“双
子のきょうだい星”のキャラクターで、幅広い年齢層から愛され続け
ています。本商品は、昨年の「ハローキティ」と近沢レース店とのコ
ラボレーションシリーズに続く第 2 弾として企画されたもので、リト
ルツインスターズでは初のコラボレーションです。今回のコラボでは、
明治 34 年の創業から１世紀を超えて多くの皆様に愛され続けている
近沢レース店が、大切に紡いできた繊細で幻想的なレースによる表現
を通し、ストーリー性のあるファンタジーな世界観を大切にデザイン
しました。キキとララをあしらったレースの小物やハンカチを通し、 キキとララのつぶらな瞳やキャラクターを象徴する星のモチーフの
キャラクターの魅力とレースの優雅な魅力をさらに深くお楽しみい 他、LITTLE TWIN STARS の文字をレースで繊細に表現。
ただけます。
■商品概要
シリーズ名：近沢レース店×リトルツインスターズ コラボレーションシリーズ
発売日/販売ルート：
◎2020 年 6 月 24 日（水）10:00 よりサンリオオンラインショップにて先行発売
サンリオオンラインショップ本店：https://shop.sanrio.co.jp/
サンリオオンラインショップ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/sanrio/
サンリオオンラインショップ PayPay モール店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/sanrio/top/
◎2020 年 6 月 25 日（木）より順次、一部のサンリオショップにて先行発売
※店舗によりお取り扱いの無い商品もございます。また売り切れの際はご容赦ください。
※営業休止・営業時間変更等を実施する場合がございますのでご了承ください。
（サンリオショップ取り扱い店舗一覧）
店舗名
Sanrioworld GINZA 2F
Sanrioworld GINZA 1F
sanrio vivitix みなとみらい東急スクエア店
Sanrio Gift Gate浅草店

都道府県
東京都
東京都
神奈川県
東京都

市・郡・区

中央区
中央区
横浜市
台東区

左記以下補足住所
銀座4-1西銀座 2F
銀座4-1西銀座 1F
西区みなとみらい2-3-4みなとみらい東急ｽｸｴｱ④2F
浅草1-17-5

電話番号
03-3566-4040
03-3566-4060
045-228-2680
03-5830-8163

店舗名
Sanrio Gift Gate南町田グランベリーパーク店
Sanrio Gift Gate大崎ニュー・シティ店
Sanrio Gift Gateテラスモール湘南店
高島屋 横浜店６Ｆ サンリオ
高島屋 新宿店９Ｆ サンリオ
高島屋 玉川店５Ｆ サンリオ
西武池袋本店 ６Ｆ サンリオ
そごう 横浜店８Ｆ サンリオ
東武百貨店 池袋店７Ｆ サンリオ
京王百貨店 新宿店７Ｆ サンリオ
京急百貨店 ５Ｆ サンリオ
パルクアベニューカワトク ６Ｆ サンリオ
大丸 梅田店５Ｆ サンリオ
Sanrio Gift Gateタカシマヤゲートタワーモール店
松坂屋 名古屋店本館５Ｆ サンリオ
サンリオギャラリー博多店
sanrio vivitix 天神地下街店
ハーモニーランド

都道府県
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
東京都
東京都
東京都
神奈川県
東京都
東京都
神奈川県
岩手県
大阪府
愛知県
愛知県
福岡県
福岡県
大分県

市・郡・区
町田市
品川区
藤沢市
横浜市
渋谷区
世田谷区
豊島区
横浜市
豊島区
新宿区
横浜市
盛岡市
大阪市
名古屋市
名古屋市
福岡市
福岡市
速見郡

左記以下補足住所
鶴間3-4-1ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ
大崎1-6-5 大崎ﾆｭｰｼﾃｨ5号館1F
辻堂神台1丁目3-1 ﾃﾗｽﾓｰﾙ湘南 4F
西区南幸1-6-31
千駄ヶ谷5-24-2
玉川3-17-1
南池袋1-28-1
西区高島2-18-1
西池袋1-1-25
西新宿1-1-4
港南区上大岡西1-6-1
菜園1-10-1
北区梅田3-1-1
中村区名駅1-1-3 ﾀｶｼﾏﾔｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾓｰﾙ7F
中区栄3-16-1
博多区住吉1-2-22ｷｬﾅﾙｼﾃｨOPA ｾﾝﾀｰｳｫｰｸ北側B1F 064区画
中央区天神2丁目天神地下街地下3号313Aｿﾞｰﾝ
日出町大字藤原5933番地

電話番号
042-788-1141
03-3779-8166
0466-38-6055
045-311-5111
03-5361-1111
03-3709-3111
03-3981-0111
045-465-2111
03-3981-2211
03-3342-2111
045-848-1111
019-651-1111
06-6343-1231
052-566-6717
052-251-1111
092-263-3613
092-726-3091

◎2020 年 7 月 1 日（水）より発売
近沢レース店直営店 5 店舗（元町本店、東急プラザ渋谷店、横浜髙島屋店、横浜そごう店、オンラインショップ）
直営店 https://www.chikazawa-lace.co.jp/shoplist/
オンラインショップ http://chikazawa-lace.com/
■商品ラインアップ

※価格は、税込です。

近沢レース店 ×リトルツインスターズ タオルハンカチ
繊細なチュールレース※1 を施したタオルハン
カチ。キキ＆ララが仲良くより添うシルエット
がとってもキュートで愛らしいレースになり
ました。タオル生地は、今治で作られたやわら
かくて吸水性の良いものを使用。なめらかで肌
触りが良いのも特徴です。バッグの中に入れて
おくだけでウキウキ気分にさせてくれる贅沢
なレースハンカチです。
※1 六角形の網地の織物（=チュール）の一つで、名
前の由来はフランスのチュールで生産されてい
たことからと言われる。チュールレースは、その
六角形の網に刺繍で模様を施したレースです。

ピンク

ブルー

価格 1,540 円 生地：綿100％ レース：ポリエステル100％ 生産国：日本 サイズ：約26×26cm
カラー展開：ピンク、ブルー

近沢レース店 ×リトルツインスターズ レース小物
キキとララとたくさんのお星さまの世界を
ギュピールレース※2 で表現した小物シリーズ。
ラインアップは、トートバッグ・フラットポー
チ・まち付きポーチ・大小２サイズ展開の巾着
の 5 アイテム。キキとララをイメージしたピン
クとブルーを使用し、新しいキキとララのスト
ーリーを語るモチーフに仕上げました。内側に
オーガンジーを施すことで、レースの透け感が
より美しく見えるようこだわり、また上下のス
カラップ部分（半円モチーフ部分）
には、LITTLE
TWIN STARS の文字がおしゃれに飾られアクセ
ントとなっています。レースの涼し気な佇まい
は、目にする人をさわやかな気分にさせてくれ
ます。レースの魅力とキキララの魅力満載の小
物シリーズです。
※2 現在では機械刺繍によってつくられたレースの
ことを主にギュピールレースと呼んでいます。こ
のレースは特殊な水に溶ける繊維の布を土台に
して、機械で刺繍しその後水洗いすることによっ
て土台部分を溶かし仕上がる重厚な雰囲気のレ
ースです。

❷ 巾着S
❸ 巾着M

❶ トートバッグ

❹ フラットポーチ

❺ まち付きポーチ

（全て共通）生地：ナイロン100％ レース：ポリエステル100％ 生産国：インドネシア
❶ 価格 4,400 円 サイズ：約28.5×23cm
❷価格 1,980 円 サイズ：約14.5×12cm
❸ 価格 3,080 円 サイズ：約29.5×20cm
❹価格 2,640 円 サイズ：約14.5×18cm
❺ 価格 2,970 円 サイズ：約12×16×3.5cm
❺

■近沢レース店について
近沢レース店は、1901(明治 34)年創業。1859 年の開港より、西洋文化の栄えた横浜元町で、
当時では珍しいリネンストアを開業。外国のお客さまを中心に、テーブルクロスやシーツ、ブ
ラウス等のオーダーメイド品に装飾として刺繍やレースを付けたことが好評になり今日まで
多くの時代を超え、お客さまに愛されて育てていただきました。現在では、歴史と文化のまち
横浜元町より、全国の近沢レース店の直営店にて、世界各国のレースや刺繍を使ったオリ
ジナルアイテムを販売しております。
https://www.chikazawa-lace.co.jp/

＜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 e-mail:sanriopr@sanrio.co.jp 〒141-8603 東京都品川区大崎 1-11-1

株式会社近澤レース店 問合せ窓口
0120-393904 e-mail:info@chikazawa-lace.co.jp 〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町 1-40-1

