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1,500 体
限定！！

～「PEANUTS」と「リカちゃん」と「スヌーピータウンショップ」が初コラボ！～
スペシャルな限定ドールが誕生❤
全国のスヌーピータウンショップと「おかいもの SNOOPY」で

2017 年 8 月 5 日(土）から

『スヌーピー リカちゃん』発売！！
初コラボをお祝いして、「SNOOPY in 銀座 2017」にて 7/26(水）より先行販売！
株式会社キデイランド
株式会社キデイランド（代表取締役社長：間宵 薫、本部：東京都千代田区）は、全国の「スヌーピータウンショ
ップ」25 店舗とアミュプラザ博多店(期間限定)、スヌーピーグッズ公式通販サイト 「おかいもの SNOOPY」で、
「PEANUTS」（※１）と「リカちゃん」（※2）と「スヌーピータウンショップ」（※3）が初めてコラボした限定ドール『スヌ
ーピー リカちゃん』（全 1 種 6,000 円＋税/1,500 体限定）を 2017 年 8 月 5 日（土）より発売します。
1967 年に誕生した「リカちゃん」は今年 50 周年を迎えました。
そして、「スヌーピー」をはじめとする「PEANUTS」キャラクターは、
2018 年に日本デビュー50 周年を迎えます。共に二世代、三世代に
わたって国内外の幅広い層に支持されています。
本商品は、株式会社キデイランドが企画プロデュースしたスペシャルな
夢の限定ドールです。
ヴィンテージデニム風のオーバーオールを着用したボブカットのおしゃれな
リカちゃん人形、スヌーピーの正面顔のリュック、スヌーピーの耳をモチーフに
したカチューシャの他、パッケージや台紙にもスヌーピーのイラストが入った
スペシャル BOX に収納した特別仕様となっています。
この限定ドールを 2017 年 8 月 5 日(土）からキデイランドが 2008 年より
運営している「PEANUTS（スヌーピー）」グッズの専門店「スヌーピータウンショップ」
全国 25 店舗とアミュプラザ博多店(期間限定)、スヌーピーグッズ公式通販サイト
「おかいもの SNOOPY」で 1,500 体を限定発売いたします。
また、初コラボをお祝いして、8 月 5 日(土）からの発売に先駆けて、
銀座三越の催事「SNOOPY in 銀座 2017」にて 7 月 26 日(水）より
先行販売をいたします。（※催事期間：7 月 26 日(水）～8 月 10 日（木）)

今年の夏は、「スヌーピータウンショップ」で「PEANUTS」と「リカちゃん」のスペシャルなコラボ商品をお楽しみ下
さい。
■詳細：スヌーピータウンショップ HP：http://town.snoopy.co.jp/
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【取扱い店舗】スヌーピータウンショップ（スヌーピータウンミニ含む）25 店舗+アミュプラザ博多店(期間限定)
アミュプラザ博多店(期間限定)、原宿店、東京駅一番街店、大阪梅田店、横浜みなとみらい店、
札幌店、福岡パルコ店、鹿児島店、吉祥寺店、二子玉川店、上小田井店、埼玉羽生店、くずは店、
和歌山店、仙台店、京都桂川店、武蔵小杉店、岡山店、伊丹店、ららぽーと富士見店、
ららぽーと TOKYO-BAY 店、ららぽーと EXPOCITY 店、あべのキューズモール店、広島府中店、
金沢店、名古屋店

「PEANUTS」と「リカちゃん」コラボドール！

【商品概要】
■商品名：「スヌーピー リカちゃん」 （1,500 体限定）
■商品代金：6,000 円+税
■商品内容：
●リカちゃん人形×1 体（セーター・パンツ・ソックス・イヤリング・下着着用）
●ヘアバンド×1 個
●リュックサック×1 個
●スタンド×1 個
■発売：①2017 年 8 月 5 日（土）より、全国の「スヌーピータウンショップ」25 店舗と
アミュプラザ博多店(期間限定)、スヌーピーグッズ公式通販サイト
「おかいもの SNOOPY」で販売。（ http://okaimono-snoopy.jp/ ）
②2017 年 7 月 26 日(水）より「SNOOPY in 銀座 2017」
（銀座三越 7F 催物会場）にて先行販売。

（※1）「PEANUTS（ピーナッツ）」
コミック「ピーナッツ」（原題：PEANUTS）は、1950 年 10 月 2 日に
アメリカの 7 紙で連載がスタートしました。現在も、75 カ国 21 の言語、
2200 紙で掲載されており、日本では谷川俊太郎さんの名訳で知られてい
ます。
「ピーナッツ」アニメーションは季節の風物詩となり、商品は文字通り
すべての流通チャネルを通して提供されています。
「ピーナッツ」は、ポップカルチャーのアイコンとして現代文化に多くの接点を
持っています。
Iconix Brand Group および Charles M. Schulz Creative Associates のジョイント
ベンチャーで設立された Peanuts Worldwide LLC (米国ニューヨーク)が権利元
として全世界でライセンスビジネスを展開しています。
日本では、ソニー・クリエイティブプロダクツが PEANUTS WORLDWIDE LLC
のエージェントとしてライセンスビジネスを展開しています。
また 2016 年 4 月に東京六本木にオープンしたチャールズ M. シュルツ美術館の公式サテライトである
スヌーピーミュージアムが、開館一周年を迎えており今年も話題が満載です。
2018 年に、「ピーナッツ」の日本デビュー50 周年を迎えます。
■日本のスヌーピー公式サイト：http://www.snoopy.co.jp/
■日本のスヌーピー公式 Facebook ページ「Snoopy Japan：https://www.facebook.com/SnoopyJapan
■日本のスヌーピー公式 twitter アカウント「Snoopy Japan」： https://twitter.com/snoopyjapan
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（※2）「リカちゃん」
1967 年の誕生から 2017 年に 50 周年を迎えた「リカちゃん」
(発売元：株式会社タカラトミー）は、常に時代や流行を反映しながら、
少女たちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。
近年では「リカちゃん」と共に時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指し、
子どもから大人まで楽しめる「リカビジューシリーズ」や、
大人向けブランド「ＬｉｃｃＡ（リカ）」を展開しています。
タレントとしても活躍の場を広げているほか、リカちゃん自身のツイッターや
インスタグラムも大きな話題となっています。
（※2017 年 4 月 1 日時点のフォロワー数：合計約 16 万人）
■リカちゃんオフィシャル情報サイト

http://licca.takaratomy.co.jp/official/

■リカちゃん公式ツイッター＆インスタグラム：@bonjour_licca
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（※3）「スヌーピータウンショップ」
「スヌーピータウンショップ」は株式会社キデイランドが PEANUTS WORLDWIDE LLC（米国 NY）とのライセンス契
約で 2008 年より運営している「PEANUTS（スヌーピー）」のオフィシャルショップです。
『Happiness is ・・・a warm puppy』（幸せは・・・あったかい子犬）をテーマに、人気のスヌーピーや仲間たちのか
わいいグッズが揃っています。

■スヌーピータウンショップ HP：http://town.snoopy.co.jp/

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ＞
株式会社キデイランド 本部 広報担当：山本
〒102-0073 東京都千代田区九段北１丁目 13 番 5 号 ヒューリック九段ビル 9 階
TEL：03(6261)5514 FAX：03(5215)3151 携帯：070-1440-9142
e-mail：a-yamamoto@kiddyland.co.jp

