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今だからこそ、地域小売店を応援！
あの地域の、あのお店でしか買えない
「超超限定！な お店限定ご当地キティのミニエコバッグ」第二弾
“ご当地店限定”のデザインが特徴です
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この度、ご当地キティを手がける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、各地域それぞれ
の限定店舗でしか買えない、「超超限定！な お店限定ご当地キティのミニエコバッグ」の第二弾を、12月上旬より新発売いたします。
レジ袋有料化に伴いエコバッグの持参率は高まっており、街中でエコバッグを持ち歩く方を多く見かけるようになりました。また、用途
や素材、収納の仕方など様々な種類のエコバッが登場しています。日常的に持ち歩くからこそ、お気に入りのデザインや可愛いもの、
他の人とは違うデザインのものを選びたいものです。
弊社では、各地域の限られた店舗でしか買えない、ご当地キティがデザインされた超限定なミニエコバッグを発売いたします。各地域
の店舗限定発売なので、旅のお土産や記念になるミニエコバッグです。
今回発売される「超超限定！な お店限定ご当地キティのミニエコバッグ」は、各地域の名産、名物、名所、観光地、風習やお祭りなど
が描かれた中に、株式会社サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」を取り入れた柄となっており、“その地域”の“そのお店”で
しか買えないご当地デザインです。

〈地域のお土産ショップ・小売店を応援します〉
『ご当地キティ』の一番の根底には、「地域の皆さんと一緒にその土地を盛り上げたい」という思いがあります。その土地でしか買えな
いからこそ、買うために観光に行くきっかけになるし、足を運ぶことでその地域の特色を知ることや地域を盛り上げることにつながる、
と考えています。昨今、地域観光地や観光地にあるお土産ショップ・小売店は厳しい状況が続いています。そんな今だからこそ、その
地域でしか買えない「ご当地キティ」デザインの商品を発売し、地域のお土産ショップ・小売店を応援していきたいと思っております。
■商品概要
（1）発売予定日時；2020年12月上旬〜（※店舗により販売日時が異なる場合がございます）
（2）発売アイテム、発売場所；全26種、別紙【商品詳細】参照
（3）販売価格；ミニエコバッグ 各600円（税抜）、 バルーンバッグ 2,000円（税抜）
（4）ホームページ： https://gotochikitty.com/
（5）お問合せ先 ；株式会社あすなろ舎 フリーダイヤル TEL.0120-334-337 （10：00〜17：00 土日祝祭日を除く）

■商品詳細：商品名、発売店舗名、問い合わせ先等
・商品名：青葉城限定・NEKOMUNEハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：青葉城本丸会館売店
・所在地：〒980-0862 宮城県仙台市青葉区天守台青葉城址
【商品詳細】
今年新登場のゆるキャラ「NEKOMUNE and SHIBA」とハローキティのコラボデザイン。
おしゃれなカラーリングなのに、とぼけた表情のキャラクターたちが魅力です。

・商品名：仙台駅NEWDAYS各店限定・むすび丸ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：仙台駅NEWDAYS各店
・所在地：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 仙台駅内
【商品詳細】
宮城の美味しいお米でふっくら炊き上げた「おむすび」顔に、伊達政宗公の兜飾りが
特徴の、仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」とハローキティのコラボデザイン。

・商品名：ホテル華の湯限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：磐梯熱海温泉・ホテル華の湯
・所在地：〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-8-60
・問合せ先：TEL. 024-984-2222
http://www.hotelhananoyu.jp/
【商品詳細】
30種類の湯船が人気の福島県郡山市のホテル「華の湯」の温泉で、ゆったり寛ぐ
ハローキティが描かれています。温まって頬がピンク色になっているのが可愛いです。

・商品名：マリンピア日本海 ミュージアムショップ限定・ハローキティミニエコバッグ（ｱｻﾞﾗｼ&ｲﾙｶ） 600円
・発売店舗：新潟市水族館「マリンピア日本海」内、ミュージアムショップ「マリンピアハート」
・所在地：〒951-8555 新潟県新潟市中央区西船見町5932-445
・問合せ先：TEL.025-222-7677
【商品詳細】
約600種3万点の水生生物に出会える日本海側有数の規模を誇る「マリンピア日本海 ミュー
ジアムショップ」限定のデザイン。アザラシやイルカと遊んでいたり、アザラシになりきっている
ハローキティが描かれています。

・商品名：マリンピア日本海 ミュージアムショップ限定・ハローキティミニエコバッグ（ｶﾜｳｿ&ｲﾙｶ） 600円
・発売店舗：新潟市水族館「マリンピア日本海」内、ミュージアムショップ「マリンピアハート」
・所在地：〒951-8555 新潟県新潟市中央区西船見町5932-445
・問合せ先：TEL.025-222-7677
【商品詳細】
約600種3万点の水生生物に出会える日本海側有数の規模を誇る「マリンピア日本海 ミュー
ジアムショップ」限定のデザイン。イルカに乗ったりカワウソと一緒に同じポーズをするハローキティ
が描かれています。

・商品名：新潟空港限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：新潟空港内「アカシア売店」「国内線スナック売店」「ヤマザキYショップ」
・所在地：〒950-0001 新潟県新潟市東区松浜町3710
・問合せ先：TEL.025-275-2638
【商品詳細】
新潟の空の玄関口「新潟空港」限定のデザイン。CAコスチューム姿のハローキティと、
国の特別天然記念物であり佐渡には保護センターもある「トキ」が、一緒に青空に飛び立つ
姿が描かれています。

・商品名：ロッテアライリゾート 特産品ショップ限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：ロッテアライリゾート内「特産品ショップ・六花」
・所在地：〒944-0062 新潟県妙高市両善寺1966
・問合せ先：TEL.0255-75-1110
【商品詳細】
新潟県妙高市にあるスキー場とリゾートホテルによる複合リゾート「ロッテアライリゾート 特産品
ショップ」限定デザイン。スキーやスノボを楽しんだり、可愛い雪だるまに変身したハローキティが
描かれています。

・商品名：道の駅あらい くれよんshop限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：道の駅あらい「カンパーナあらい」内の「くれよんshop」
・所在地：〒944-0075 新潟県妙高市猪野山55-16
・問合せ先：TEL.0255-70-5631
【商品詳細】
国道18号沿い、上信越自動車道新井PAに隣接している「道の駅あらい くれよんshop」限定の
デザイン。新潟の名物・笹団子、柿の種、トキとハローキティがデザインされています。

・商品名：金つばの幸福堂限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：金つばの幸福堂
・所在地：〒604-8821 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町20
・問合せ先：TEL.075-841-1940
https://www.koufukudo.net/
【商品詳細】
新選組ゆかりの寺・壬生寺近くにある金つばで有名な「幸福堂」限定デザイン。新選組の
浪士に扮し、お店名物の金つばや羽二重小餅を手にしたハローキティ。

・商品名：浄土宗総本山知恩院限定・ハローキティミニエコバッグ（2種） 各600円
・発売店舗：浄土宗総本山知恩院 泰平亭
・所在地：〒605-8686 京都府京都市東山区林下町400
・問合せ先：TEL. 075-541-0245
https://www.chion-in.or.jp/
【商品詳細】
浄土宗の開祖・法然上人がお念仏の「み教え」を広め、入寂された遺跡に建つ京都の由緒ある
寺院「知恩院」限定デザイン。国宝である三門と御影堂が描かれ、三門の前に佇む、托鉢姿
のハローキティがデザインされています。ブルーとピンクの2色あり。

・商品名：京都国際マンガミュージアム限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：京都国際マンガミュージアム
・所在地：〒604-0846 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル
・問合せ先：TEL. 075-254-7414
https://www.kyotomm.jp/
【商品詳細】
5万冊のマンガが読み放題、レトロな館内巡りや紙芝居、体験展示など一日中遊べる、
日本初のマンガ総合博物館である「京都国際マンガミュージアム」限定デザイン。オリジナル
マスコット「マミュー」とハローキティが読んだり描いたりしている姿がとってもキュート。

・商品名：城崎温泉 まるさん物産店限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：城崎温泉 まるさん物産店
・所在地：〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島406
・問合せ先：TEL.0796-32-2352
https://marusan406.com/
【商品詳細】
開湯1300年の歴史をもつ城崎温泉の外湯めぐりを楽しむ浴衣・羽織姿のハローキティ。
城崎名物のカニと、国の特別天然記念物のコウノトリが描かれた「まるさん物産店」
限定デザインです。

・商品名：瓢箪屋限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：瓢箪屋
・所在地：〒605-0862 京都府京都市東山区清水3丁目317
・問合せ先：TEL.075-561-8188
【商品詳細】
京都・産寧坂の入り口付近にある「瓢箪屋」限定デザイン。三年坂と店舗外観、そして様々な
瓢箪と一緒に、京都らしい華やかな着物姿で瓢箪を手にするハローキティが描かれています。
また、描かれている六つの瓢箪は、無病（六瓢）息災を祈願します。

・商品名：ミライハウス限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：京都市動物園東エントランスショップ「ミライハウス」
・所在地：〒606-8333 京都府京都市左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内
・ホームページ： http://www.kids-promotion.com/kyotozoo-miraihouse/
【商品詳細】
京都市動物園の東エントランスより入って左手にある、グッズ・カフェ・スナックショップである
「ミライハウス」限定デザイン。動物園飼育員さん達がデザインした動物達と一緒に、
飼育員のユニフォームを着たハローキティが描かれています。

・商品名：天橋立またのぞき・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：AmaTerrace（アマテラス）
・所在地：〒629-2242 京都府宮津市字大垣19-2
・問合せ先：TEL.0772-27-0898
【商品詳細】
日本三景の1つ・天橋立で有名な“股のぞき”発祥の地である傘松公園にある「アマテラス」
限定デザイン。展望所から天橋立を股のぞきしているハローキティが描かれています。

・商品名：信楽たぬき・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：新名神高速道路「土山サービスエリア」
・所在地：滋賀県甲賀市土山町南土山字尾巻甲1122-74
・問合せ先：TEL.0748-66-8511
【商品詳細】
鈴鹿峠の山麓に位置するS.A「土山サービスエリア」限定デザイン。笠をかぶり、首を傾げ、
手には徳利や通帳を持った、甲賀市の名物である信楽焼たぬきに扮したハローキティが
描かれています。

・商品名：藤娘・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：北陸自動車道「賤ヶ岳サービスエリア（下り線）」
・所在地：〒529-0522 長浜市余呉町坂口森の前267-1
・問合せ先：TEL.0749-86-2111
【商品詳細】
賤ヶ岳の山小屋をイメージしたフードコートや山小屋マルシェのある賤ヶ岳サービスエリア
限定デザイン。琵琶湖八景の1つ・賤ヶ岳。その琵琶湖のある大津で名産されてきた
“大津絵”の画題である「藤娘」に扮したハローキティが描かれています。

・商品名：ミシガン・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：琵琶湖汽船株式会社「大津港ターミナル売店」
・所在地：〒520-0047 滋賀県大津市浜大津5-1-1 大津港旅客ターミナル
・問合せ先：TEL.077-521-8019
【商品詳細】
琵琶湖を周遊する陽気な外輪船「ミシガン」や大小様々な船が出入りする大津港。そのミシガン
や、船の舵輪、そして船長に扮したハローキティが描かれています。

・商品名：明智光秀・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：デイリーヤマザキ JR山崎駅前店
・所在地：〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小字西谷23-1
・問合せ先：TEL.075-957-5068
【商品詳細】
羽柴秀吉軍と明智光秀軍との合戦、世にいう「天下分け目の天王山」が行われた天王山の
最寄駅であるJR山崎駅前店限定のデザイン。明智光秀に扮したハローキティが描かれています。

・商品名：西の京きとら限定・ハローキティミニエコバッグ 600円
西の京きとら限定・ハローキティバルーンバッグ 2,000円
・発売店舗：西の京みやげ処きとら
・所在地：〒630-8032 奈良県奈良市五条町396
・問合せ先：TEL.0742-35-3324
【商品詳細】
奈良・唐招提寺近くにある、奈良県産の名産・名物などを取り揃えるお土産店「きとら」限定
デザイン。店舗外観や唐招提寺、鹿、そしてお店名物の「きとらソフト」を食べるハローキティが
描かれています。また、バルーンバッグもあり。

・商品名：鹿せんべい・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：鹿屋
・所在地：〒630-8212 奈良県奈良市春日野町23-1
・問合せ先：TEL.0742-22-3181
【商品詳細】
東大寺と奈良公園の近くにあるお土産処「鹿屋」限定デザイン。四季折々の豊かな自然や
園内をゆっくり歩く鹿たちと、鹿せんべいを持ったハローキティが描かれています。

・商品名：桃太郎・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：山陽自動車道「吉備サービスエリア（上り／下り）」内売店
・所在地：（上り）岡山県岡山市北区今岡705-1
TEL.086-284-8822
（下り）岡山県岡山市北区今岡476
TEL.086-284-8600
【商品詳細】
山陽自動車道「吉備S.A（上り／下り）」内のショップ限定デザイン。桃太郎伝説が生まれた、
いにしえに吉備と呼ばれた岡山。犬、猿、キジをお供にしたハローキティが描かれています。

商品名：桃太郎・岡山城・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：岡山城御みやげ処
・所在地：〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内2-3-1
・問合せ先：TEL.086-223-8170
【商品詳細】
黒漆塗の下見板張りが特徴的で、烏城（うじょう）とも呼ばれる岡山城。その天守閣1階にある
御みやげ処の限定デザイン。緑豊かな烏城公園に映える漆黒の城と、桃太郎に扮したハロー
キティが描かれています。

・商品名：トモバスセンター・ハローキティミニエコバッグ 600円
・発売店舗：ともてつバスセンター
・所在地：〒720-0201 広島県福山市鞆町鞆416
・問合せ先：TEL.084-970-5102
【商品詳細】
瀬戸の夕凪が包む国内随一の近世港町・鞆の浦にある、お土産店でもあり観光情報センター
でもある「ともてつバスセンター」限定デザイン。歴史ある港町を表すシンボル・常夜燈と共に
ハローキティが描かれています。

●バッグサイズ、使用イメージ（※ミニエコバッグはイメージです）

本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先
株式会社あすなろ舎
TEL. 046-275-2293

担当／広報、黒田 亜紅

FAX.046-276-5285

〒252-0002 神奈川県座間市小松原 2-23-30

e-mail;

kuroda@asunaro-co.com

ご当地キティのあすなろ舎

http://gotochikitty.com

