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３／２５イオン限定「マイメロディ」×「羽海野チカ」コラボ商品新登場
イオンは３月２５日（水）より順次、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と漫画
『３月のライオン』の作者である羽海野 チカさんとのコラボレーション商品、計３３品目を全国の
「イオン」「イオンスタイル」等、約５５０店舗で発売します。
う
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イオンはお客さまの毎日の生活に“わくわく感”や“癒し”をお届けするため、かわいく、楽しく
彩るような化粧品や雑貨、日用消耗品を提案しています。２０１８年よりサンリオのキャラクターと
羽海野チカさんとのコラボ商品を販売し、サンリオや羽海野チカさんのファンの方を中心に大変ご好評
いただいています。
今回で３回目を迎えるコラボキャラクターは、子どもから大人まであらゆる年代に寄り添う、今年で
４５周年を迎えた「マイメロディ」です。「マイメロディ」やマリーランドの仲間たちと羽海野チカ
さんの漫画でおなじみのキャラクター「猫のブンちゃん」「ウミノグマ」などが、どんなときも友達に
やさしく寄り添う姿を描いています。毎日使うクレンジングやクリーム、雑貨、ボディソープ、洗剤
などの商品を通じて“わくわく感”や“癒し”をお届けします。
【販売概要】
発 売 日：２０２０年３月２５日（水）より順次発売 （一部商品は４月下旬予定）
販 売 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」等、約５５０店舗※１
ＷＥＢ販売：
「グラムビューティークＷＥＢストア」
（https://shops.aeonsquare.net/shop/c/c201065/）
アイテム数：３３品目
価 格 帯：１９８円～３,４８０円＋税※２
※１：原則、化粧品や日用消耗品売場にて用意しています。エリアや店舗によって品揃えが異なる場合がございます。
※２：標準税率（１０％）対象商品です。税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

漫画家「羽海野チカ」さん
デザイナー、イラストレーターなどを経て、『ハチミツとクローバー』で漫画
家としてデビュー。２００７年より『３月のライオン』を連載中で、２作品ともに
アニメ、映画化されており、大反響を呼んでいます。『３月のライオン』は、
手塚治虫文化賞マンガ大賞のほか数多くの賞を受賞しています。
※羽海野チカさんのメッセージはこちら（https://www.glambeautique.net/trend/19797/）

【商品一例】

スキンケア
ソノタス
スチームクリーム 各３種
蒸気のチカラと自然の恵みから
生まれた全身用保湿クリームです。
規格：各７５ｇ
価格：各１,６８０円＋税※２
おしゃれパーティ

フレンズ

リラックス＆ハートケア

ロート製薬
スキンアクアセット 各２種
日やけ止めのスキンアクアにマイメロディデザインの汗拭きシート
をセットしています。持ち歩きにも便利です。

規格：スーパーモイスチャーエッセンス８０ｇ＋汗ふきシート１０枚
スーパーモイスチャージェル１１０ｇ＋汗ふきシート１０枚
価格：各６９８円＋税※２
エッセンスのセット

東京アロエ
ピュアヴィヴィ ホワイトクレンジングローション

ジェルのセット

軽くふき取るだけでメイクをスッキリ

サンカット
トーンアップＵＶスプレー＆エッセンス
（ふせん付き）

落とせます。クレンジングしながら保湿

日やけ止めの サンカットトーン

ができるウォーターベースのふき取り

アップＵＶスプレーとエッセンス

化粧水です。

にマイメロディのふせんがついて
います。

規格：５００ｍｌ

規格：６０ｇ＋８０ｇ

価格：１,２００円＋税※２

価格：１,２８０円＋税※２

理美容家電

※４月下旬発売予定

ビームコーポレーション
コードレスヘアアイロン 各２種
ポーチ付きの持ち運び便利で使いやすいコードレスヘア
アイロンです。セラミックコーティングプレートで
美しい仕上がりになります。
規格：ピンク／サックスブルー
価格：各３,４８０円＋税※２

ビームコーポレーション
マッサージヘアブラシ
髪を傷めにくく、頭皮もやさしくマッサージできる
ブラシです。イオン発生で静電気を除去するため、
スムーズなブラッシングが可能です。

規格：ブラック
価格：２,９８０円＋税※２
※２：標準税率（１０％）対象商品です。税込価格は小数点以下が切り捨てになります。
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雑貨

※ミニタオル以外、４月下旬発売予定

粧美堂
ファブリックミラー

粧美堂
フナガタポーチ

マイメロディと仲間たち

見た目以上に収納力

すべてが描かれたミラー

のあるキャンバス地

です。

のポーチです。

規格：幅１３５×高さ１８０×奥行１０ｍｍ

規格：幅２００×高さ１２０×奥行７０ｍｍ

価格：１,８００円＋税※２

価格：１,４００円＋税※２

粧美堂
歯ブラシポーチ

粧美堂
ティッシュポーチ

背面がメッシュになったポーチ（歯ブラシ付き）です。

なめらかな手触りの
コンパクトなティッシュ

規格：幅２００×高さ７０×奥行１０ｍｍ

ポーチです。

価格：１,２００円＋税※２
規格：幅１３５×高さ９５×奥行３０ｍｍ
価格：１,３００円＋税※２
表

裏

粧美堂
ＩＣカードケース

粧美堂
スリムポーチ

表はマイメロディ、裏は

ペンケースやメイクブラシケースにぴったり

ブンちゃんとマイスウィート

のサイズです。

ピアノのイラスト入りです。
規格：幅１９５×高さ４２×奥行４０ｍｍ
規格：幅７５×高さ１００×奥行４ｍｍ

表

裏

価格：１,２００円＋税※２

価格：１,２００円＋税※２

粧美堂
バニティケース

丸眞
ミニタオル

マイメロディと仲間たちが全面に描かれ、どこから見ても

水彩画タッチのプリントと刺繍

かわいいバニティケースです。

でデザインしたミニタオルです。

規格：幅１８０×高さ１４５×奥行１６０ｍｍ

規格：約２５０×２５０ｍｍ

※２

価格：６００円＋税※２

価格：２,５００円＋税

左側

正面

右側

粧美堂
３ポケットポーチ
中の仕切りまでかわいいイラスト
入りの整理しやすいポーチです。
規格：幅１７０×高さ１２０×奥行４５ｍｍ
表

価格：１,６００円＋税※２

側面

※２：標準税率（１０％）対象商品です。税込価格は小数点以下が切り捨てになります。
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開いた様子

バスタイム アイテム
花王
シャンプー・コンディショナー スマートホルダーセット
つめかえ作業なしの容器で簡単に

花王
ＰＹＵＡＮシャンプー・コンディショナーポンプペア
（シトラス＆サンフラワーの香り）

オリジナルのマイメロディデザイン

マイメロディデザインの

になります。

シャンプー・コンディショナー
セットです。

※花王
「詰替え用ラクラ eco パック」
がセットできます。

規格：４２５ｍｌ＋４２５ｍｌ
価格：９８０円＋税※２

規格：１組
価格：９０８円＋税※２

コーセーコスメポート
ソフティモ ナチュサボン セレクト ボディウォッシュ
（リッチモイスト）本体＆詰替セット
オリジナルミラー付き

バスクリン
バスクリン わくわく花畑の香り

ボディソープの本体とつめかえのペアに限定ミラー付きの

長続きします。

天然アロマ成分を閉じ込め
た粒でフレッシュな香りが

オリジナル企画品です。
規格：６００ｇ
価格：４９８円＋税※２

規格：本体５００ｍｌ＋詰替３６０ｍｌ
※２

価格：５９８円＋税

クラシエ
ナイーブ泡で出てくるボディソープ
洗う成分が１００％植物生まれ
のボディソープです。たっぷり
の泡でやさしく洗えます。
規格：本体５００ｍｌ
価格：４５８円＋税※２
オリジナルミラー

衣料用洗剤
ライオン
ＮＡＮＯＸ 本体大＋詰替
（オリジナルメモ張付き）

ライオン
ＮＡＮＯＸニオイ専用 本体大＋詰替
（オリジナルメモ張付き）

繊維１本１本から汚れを徹底的に

ニオイ対策に特化した 専用洗剤

落とす、汚れ残りゼロの洗剤です。

で、無臭化洗浄でニオイ残りなし
を実現します。

規格：本体６６０ｇ＋詰替３６０ｇ
価格：５４８円＋税※２

規格：本体６６０ｇ＋詰替３５０ｇ
価格：５４８円＋税※２

※２：標準税率（１０％）対象商品です。税込価格は小数点以下が切り捨てになります。
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清掃用洗剤
ジョンソン
カビキラー増量品 本体
（オリジナルチャーム付き）

ジョンソン
アクティブ酸素で落とす洗たく槽カビキラー
（オリジナルチャーム付き）

５分でカビの根に効く、強力浸透

アクティブ酸素でカビや雑菌、

成分配合です。

汚れをはがして落とします。

（チャームはマイメロディ＆

（チャームはマイスウィート

うさぎ）

ピアノ＆ブン）

規格：５００ｇ

規格：２５０ｇ
※２

価格：２４８円＋税※２

価格：１９８円＋税

ジョンソン
スクラビングバブル流せるトイレブラシ除菌・消臭
(オリジナルチャーム付き)

本体
ジョンソン製の各
商品に付いてくる
オリジナルチャーム
は、３つ繋げると
一つのデザインに
なります。

使 い 捨て の トイ レ ブラ シでい つ で も
清潔に保ちます。
（チャームはマイメロディ）

規格：１組
価格：３９８円＋税※２

※２：標準税率（１０％）対象商品です。税込価格は小数点以下が切り捨てになります。
商品の詳細については「グラムビューティークウェブサイト（https://www.glambeautique.net/trend/19797/）」を
ご確認ください。
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