
イベント限定商品
リラックマタウン

税込価格 各 378円（税抜価格 350円）税込価格 540円（税抜価格500円）

アクリルキーホルダー
リラックマタウン

アクリル部分サイズ：約W96㎜×H60㎜
材　質：アクリル、亜鉛合金

クリアファイル
リラックマタウン（ブルー／ピンク）

サイズ各：A4サイズ

裏

ブルー

表

裏

表

ピンク

税込価格 各 4,536円（税抜価格 4,200円） 税込価格 各 1,620円（税抜価格 1,500円）

税込価格 各 648円（税抜価格 600円）税込価格 465円（税抜価格 430円）

※お一人さま1種類につき５点まで ※お一人さま1種類につき５点まで ※お一人さま1種類につき５点まで

あつめてぬいぐるみ リラックマタウン
（全3種）

税込価格 各 2,571円（税抜価格 2,380円）

・リラックマ　　サイズ：約W150㎜×H240㎜×D90㎜
・コリラックマ　サイズ：約W140㎜×H200㎜×D90㎜
・キイロイトリ　サイズ：約W140㎜×H150㎜×D100㎜

ぬいぐるみ（M）リラックマタウン
（全3種）

・リラックマ　　サイズ：約W280㎜×H360㎜×D180㎜
・コリラックマ　サイズ：約W250㎜×H330㎜×D170㎜
・キイロイトリ　サイズ：約W250㎜×H270㎜×D170㎜

・リラックマ　　サイズ：約W100㎜×H150㎜×D60㎜
・コリラックマ　サイズ：約W100㎜×H140㎜×D60㎜
・キイロイトリ　サイズ：約W100㎜×H100㎜×D70㎜

裏表

裏

表

税込価格 各 594円（税抜価格 550円）

タオルハンカチ
リラックマタウン（ブルー／ピンク）

マスキングテープ
リラックマタウン

箱サイズ：約W51㎜×H51㎜×D18㎜
マスキングテープサイズ：約長さ10m×幅15㎜

税込価格 1,188円（税抜価格 1,100円）

ティッシュポーチ
リラックマタウン

税込価格 1,404円（税抜価格 1,300円）

ポーチ
リラックマタウン

おなまえスタンプ
リラックマタウン

印面サイズ：約直径20㎜
※名前の種類には限りがございます。

サイズ各：約W200㎜×H200㎜

税込価格 648円（税抜価格 600円）

リップバーム
リラックマタウン

スティックサイズ：直径15㎜×H67㎜
内容量：4.2g

ブルー

ピンク

税込価格 702円（税抜価格 650円）

巾着
リラックマタウン

バースデイストラップ
リラックマタウン（全365種）

サイズ：約W150㎜×H180㎜
材質：ポリエステル

税込価格 23,760円（税抜価格 22,000円）

スマートキャンバス
×リラックマタウン

サイズ：約W38.3㎜×H39.4㎜×D8.66㎜

税込価格 3,240円（税抜価格 3,000円）

キャンバスアート
リラックマタウン

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※数に限りのある商品もございますので、売切れの際はご容赦ください。

税込価格 1,080円（税抜価格 1,000円）

紅茶缶
リラックマタウン

缶サイズ：直径約80㎜×H80㎜
紅茶：アールグレイティー

税込価格 各 864円（税抜価格 800円）

サイズ：フィギュア約H30㎜×W19㎜
　　　 メタル約H28㎜×W25㎜

ぶらさげぬいぐるみ リラックマタウン
（全3種）

サイズ：約W135㎜×H115㎜サイズ：約W165㎜×H100㎜
サイズ：F3(W220㎜×H273㎜)



ポストカードセット（全16種）

税込価格 各 432円（税抜価格 400円）

税込価格 各 1,296円（税抜価格 1,200円）

まめぐい（全3種）

ミニハンカチサイズ各：約W300㎜×H300㎜
あめ入り
①リラックマタウン（リラックマ） イチゴミルク味　内容量：11粒
②リラックマタウン（タウン）　イチゴミルク味　内容量：11粒
③ストロベリーパーティーテーマ　イチゴ味　内容量：85g

サイズ各：約W100㎜×H148㎜
5枚セット

15周年マーク付
き

歴代テーマデザイン

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※数に限りのある商品もございますので、売切れの際はご容赦ください。

クリアファイル（全16種）

① ② ③

税込価格 1,296円（税抜価格 1,200円）

ポップコーン
リラックマタウン

缶入りラスク リラックマタウン

税込価格 864円（税抜価格 800円）

カステラまんじゅう リラックマタウン

箱サイズ：
約W158㎜×H210㎜×D35㎜
味：カスタード／チョコレート
各4個入り

税込価格 864円（税抜価格 800円）

ポッピーボックス プリントクッキー
リラックマタウン

箱サイズ：
約W180㎜×H45㎜×D85㎜
クッキー各：直径約55㎜
8枚入り

サイズ：容器直径約80㎜×H160㎜
味：桜餅風味、まろやかハニー風味、
　  白桃風味、ショコラ風味
内容量：160g

税込価格 1,512円（税抜価格 1,400円）

缶：直径約95㎜×H125㎜
   （フィギュア約30㎜含む）
ラスク（はちみつ味）7枚

税込価格 864円（税抜価格 800円）

プリントせんべい リラックマタウン

巾着サイズ：約W170㎜×H250㎜
煎餅サイズ：直径約65㎜
8枚入り

税込価格 各 378円（税抜価格 350円）

サイズ各：A4サイズ

NEW

税込価格 各 324円（税抜価格 300円）

推しリラックマキーチャーム
リラックマ（全5種）

アクリル部分サイズ各：約W45㎜×H48㎜以内
材　質：アクリル、亜鉛合金

税込価格 各 324円（税抜価格 300円）

アクリル部分サイズ各：約W36㎜×H33㎜以内
材　質：アクリル、亜鉛合金

税込価格 各 324円（税抜価格 300円）

推しリラックマキーチャーム
キイロイトリ（全5種）

アクリル部分サイズ各：約W25㎜×H36㎜以内
材　質：アクリル、亜鉛合金

推しリラックマキーチャーム
コリラックマ（全5種）



※お一人さま1種類につき５点まで

裏

裏

表

表

裏

表

税込価格 1,350円（税抜価格 1,250円）

あつめてぬいぐるみ
いちご（全3種）

税込価格 各 2,376円（税抜価格 2,200円）

税込価格 378円（税抜価格 350円）

クリアファイル いちごクッションデザイン

サイズ：A4サイズ

税込価格 972円（税抜価格 900円）

マグカップ いちごクッションデザイン

・リラックマ　　サイズ：約W210㎜×H170㎜×D100㎜
・コリラックマ　サイズ：約W190㎜×H170㎜×D100㎜
・キイロイトリ　サイズ：約W150㎜×H150㎜×D140㎜

サイズ：直径約80㎜×H90㎜

ノートの表紙（全16種）、中紙（全3種）、本文
（全6種）、ゴム留め（全3種）、リング（全3種）、
からそれぞれお好きな色、デザインをお選び頂き、
あなただけのオリジナルノートが作れます。

完成イメージ

第１弾（26種+当たり5種ランダム）

第2弾（27種+当たり5種ランダム）

缶バッジコレクション

オリジナルクラフトリングノート
表紙（全16種）

サイズ：B6サイズ

※カプセルトイでのランダム販売になります。

5種共通
アタリアタリアタリ

オリジナルクラフト商品 いちごクッションデザイン

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※数に限りのある商品もございますので、売切れの際はご容赦ください。

税込価格 各 540円（税抜価格 500円）

マイクロファイバータオル（全30種）

サイズ各：約W200㎜×H200㎜

税込価格 200円（税抜価格 185円）キューブ缶バッジサイズ各：約W37㎜×H37㎜
アタリ缶バッジサイズ各：直径約56㎜

第3弾（27種+当たり5種ランダム）



税込価格 3,240円（税抜価格 3,000円）

ノリタケ×リラックマスタイル
マグカップ

税込価格 各  2,484円（税抜価格 2,300円）

キャンバスアート　①リラックマスタイルA
　　　　　　　　　　　　②リラックマスタイルB

税込価格 8,424円（税抜価格 7,800円）

サイズ：約W310㎜×H420㎜×D130㎜

①コラボデイパック

①

①

②

②

リラックマスタイル

税込価格 5,184円（税抜価格 4,800円）

サイズ：約W340㎜×H230㎜×D40㎜

15
周年マーク付き

サイズ：F0（約140㎜×180㎜）

税込価格 各 10,800円（税抜価格 10,000円）

トートバッグM
(レッド／ブルー)

サイズ各：約W330㎜×H300㎜×D150㎜

× リラックマスタイル

サイズ：直径約80㎜×H90㎜

税込価格 14,991円（税抜価格 13,880円）

受注商品

スーパーもーちもち
ぬいぐるみ(LL)
リラックマ

サイズ：約W480㎜×H710㎜×D230㎜
お届け予定日はスタッフにご確認ください。

ご購入の方はスタッフまでお声がけください

※別途配送料がかかります。
※イベント会場のみでの受注受付となります。

15
周年マ

ーク刺繍入

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。※数に限りのある商品もございますので、売切れの際はご容赦ください。

リラックマスタイル

②コラボショルダーバッグ

税込価格 1,809円（税抜価格 1,675円）

スチームクリーム リラックマスタイル

サイズ：直径約69.9㎜×H28.4㎜
内容量：75g

グラニフ×リラックマスタイル

Tシャツ ホワイト

表 裏

グラニフ×リラックマスタイル

Tシャツ アイスグレー

税込価格 各 2,592円（税抜価格 2,400円）税込価格 各 2,592円（税抜価格 2,400円）

サイズ：S／M／Lサイズ：S／M／L／120cm

表

レッド

ブルー

裏

グラニフ×リラックマ

Tシャツ

税込価格 各 2,592円（税抜価格 2,400円）

サイズ：S／M／L

表 裏

税込価格 648円（税抜価格 600円）

リップバーム リラックマスタイル

スティックサイズ：直径15㎜×H67㎜
内容量：4.2g


