
 

 

JOC 公式ライセンス商品ハローキティ、サッカー日本代表ライセンス商品ハローキティのグッズショップ 

Sanrio Licensed Goods Athlete Supporters Shop 
期間限定オープンのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 
 

株式会社あすなろ舎（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長：石川浩三）は、JOC公式ライセンス商品ハローキティシリーズ、 

サッカー日本代表ライセンス商品ハローキティシリーズを取り揃えた期間限定ショップ「Sanrio Licensed Goods Athlete Supporters Shop」

を、日本各地の百貨店や商業施設にて、6月下旬〜8月上旬にかけ順次展開いたします。 

 

JOC公式ライセンス商品ハローキティシリーズは、ハローキティが数々の競技に挑戦しているデザインや、ハローキティがアスリートたち 

に声援を送っているデザインとなっており、同ショップでしか手に入らない期間限定グッズとなっております。 

また同ショップでは、サッカー日本代表ライセンス商品の販売もあり、なでしこじゃぱんやSAMURAI BLUEのユニフォームを着たハロー 

キティの限定グッズが揃います。 

 

 

 

 グッズ概要  

■JOC公式ライセンス商品ハローキティシリーズ 

・商品点数；  28アイテム  

         クリアファイル、メモ、根付け、ピンズ、ストラップ、ネックストラップ、 

            竹箸セット、扇子、ポーチ、Tシャツ、マグカップ、タオル、ミラー、 

            ステッカー、ポーチ、巾着等 

・価格帯；   368円〜31,500円（税込） 

 

■サッカー日本代表ライセンス商品ハローキティシリーズ 

・商品点数；  15アイテム 

             根付け、ストラップ、クリアファイル、メモ、ヌイグルミ、マグカップ、 

             シュシュ、ガーゼマフラー、巾着、ハンカチ等 

・価格帯；    420円〜31,500円（税込） 

 

※商品アイテムによっては売切のグッズもございますので、予めご了承ください 

 

■WEBサイト； http://gotochikitty.com/ 

■一般からのお問合せ先； （株）あすなろ舎 TEL．0120−334−337 

                   JOC L-659 

 

■販売場所、販売スタート時期は2枚目資料をご参照ください 

 

 

 

 

 

  ご取材希望の報道関係者様は、下記（株ジー・ミックス/広報）までメールかお電話にてご連絡ください 
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株式会社ジー・ミックス    担当／広報、黒田亜紅 
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〒141-0032 東京都品川区大崎 1−20−16 小林ビル 702 
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 リリース資料  
 

JOC公式ライセンス商品ハローキティシリーズ、サッカー日本代表ライセンス商品ハローキティシリーズグッズ 

 取扱店舗、販売期間   

 

 

■関東 

・アトレ秋葉原             展開中 〜 8月30日（木） 

・伊勢丹 府中店            展開中 〜 8月12日（日） 

・東急ハンズ 銀座店         展開中 〜 8月20日（月） 

・成田空港第2ターミナルビル    展開中 〜 7月31日（火） 

・伊勢丹 松戸店            展開中 〜 8月12日（日） 

・東急ハンズ 池袋店         展開中 〜 8月21日（火） 

・羽田空港第2ターミナルビル    展開中 〜 8月15日（水） 

・アクアシティお台場 ギフトリップ 展開中 〜 8月15日（水） 

・羽田空港第1ターミナル       7月9日（月） 〜 8月15日（水） 

・東急ハンズ 北千住店       7月9日（月） 〜 8月21日（火） 

・東急ハンズ 渋谷店          7月9日（月） 〜 8月20日（月） 

・東急百貨店 渋谷東横店       7月13日（金） 〜 7月18日（水） 

・高島屋 柏店                 7月18日（水） 〜 8月14日（火） 

・高島屋 新宿店            7月18日（水） 〜 8月12日（日） 

・伊勢丹 浦和店            7月18日（水） 〜 8月12日（日） 

・東急ハンズ 町田店          7月20日（金） 〜 8月20日（月） 

・伊勢丹 相模原店           7月19日（木） 〜 7月31日（火） 

・京成百貨店              7月19日（木） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 港南台店            7月24日（火） 〜 8月13日（月） 

・高島屋 大宮店             7月24日（火） 〜 8月14日（火） 

・伊勢丹 立川店             7月25日（水） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 横浜店、新宿店      7月25日（水） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 日本橋店             7月25日（水） 〜 8月14日（火） 

・さいか屋 横須賀店         7月25日（水） 〜 8月12日（日） 

・松坂屋 上野店             7月25日（水） 〜 8月14日（火） 

■北海道〜東北 

・丸井今井 札幌本店        展開中 〜 8月14日（火） 

・新千歳空港               展開中 〜 8月15日（水） 

・新潟空港                 展開中 〜 8月15日（水） 

・三越 仙台店               展開中 〜 8月19日（日） 

・富山空港               展開中 〜 8月15日（水） 

■中部〜近畿、四国、中国 

・名古屋セントラルパーク      展開中 〜 8月12日（日） 

・伊勢丹 静岡店            展開中 〜 8月11日（土） 

・阪急電鉄梅田駅構内         展開中 〜 8月21日（水） 

・成田空港第2ターミナルビル    展開中 〜 7月31日（火） 

・JR大阪駅、JR京都駅         展開中 〜 8月12日（日） 

・JR静岡駅                展開中 〜  

・三越 高松店             7月10日（火） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 名古屋店           7月11日（水） 〜 7月24日（火） 

・三越 松山店              7月17日（火） 〜 8月13日（月） 

・伊勢丹 京都店           7月18日（水） 〜 8月12日（日） 

・大丸 京都店              7月18日（水） 〜 7月31日（火） 

・三越 名古屋星が丘店        7月18日（水） 〜 8月13日（月） 

・松坂屋 名古屋店             7月18日（水） 〜 7月31日（火） 

・三越 広島店             7月19日（木） 〜 8月12日（日） 

・JR大阪三越伊勢丹         7月25日（水） 〜 8月19日（日） 

・三越 名古屋栄店          7月25日（水） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 京都店            7月25日（水） 〜 8月12日（日） 

・高島屋 大阪店            7月25日（水） 〜 8月13日（月） 

・東急ハンズ 梅田店          8月1日（水） 〜 8月末 

・大丸 心斎橋店            8月1日（水） 〜 8月14日（火） 

・そごう 広島店             8月2日（木） 〜 8月15日（水） 

■九州 

・東急ハンズ 博多店        展開中 〜  

・トキハインダストリー明野     展開中 〜 8月12日（日） 

・トキハインダストリー佐伯     展開中 〜 8月21日（水） 

・山形屋                 展開中 〜 8月12日（日） 

・岩田屋 久留米店         7月13日（金） 〜 8月12日（日） 

 

■イトーヨーカドー 

・札幌屯田店              7月12日（木） 〜 8月30日（木） 

・仙台泉店               7月12日（木） 〜 8月30日（木） 

・ららぽーと横浜店          7月12日（木） 〜 8月30日（木） 

・アリオ西新井店           7月12日（木） 〜 8月30日（木） 

・武蔵境店               7月13日（金） 〜 8月30日（木） 

・東久留米店               7月13日（金） 〜 8月30日（木） 

・和光店                  7月19日（木） 〜 8月30日（木） 

・宇都宮店               7月19日（木） 〜 8月30日（木） 

・竹ノ塚店                 7月20日（金） 〜 8月30日（木） 

・武蔵小金井店            7月20日（金） 〜 8月30日（木） 
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東急ハンズ 博多店 


