2019 年 12 月 18 日
2019 年 12 月 20 日 訂正(一部商品の価格表記を訂正いたしました。)

キャラクターペット用品ブランド『キャラペティ』に

「ワンピース」シリーズが新登場！
2020 年 2 月下旬より順次発売予定
株式会社バンダイ（代表取締役社長:川口勝、本社:東京都台東区）は、株式会社ペティオ（代表取締役
社長: 山田武史、本社:東京都港区）と協業し展開している、キャラクターとペット用品をコラボレーションさ
せたブランド『キャラペティ』の新シリーズとして、幅広い層に人気のあるIP「ワンピース」の世界観を味わえる
アイテムを2020年2月下旬に発売します。「ワンピース」の展開により、ファミリー層やインバウンドなど、幅広い
層をターゲットにブランドをさらに展開します。
※IP：Intellectual Property（キャラクターなどの知的財産）

▲ワンピース 変身着ぐるみウェア

▲ワンピース なりきりキャップ

▲ワンピース サウザンド・サニー号ベッド

「ワンピース」シリーズでは「ウェア」「なりきりキャップ」、劇中の重要アイテムである海賊船「サウザンド・
サニー号」をイメージした「ベッド」など 12 点を新規投入し、『キャラペティ』シリーズとして計 80 点を展開し
ます。 家族の一員であるペットと一緒にファッションを楽しんだり、SNS へ写真投稿を楽しんだりしている
ペットオーナーが多くいることから、ペットと「なりきり写真」が撮れる「フォトプロップス ※」がもらえるキャン
※フォトプロップス：詳細は 3 頁目に記載
ペーンも実施します。

バンダイとペティオが展開する『キャラペティ』について
バンダイは、キャラクターでペットライフをより楽しいものにしたいと
いう想いから 2018 年 12 月にペティオと協業で『キャラペティ』を立
ちあげました。第 1 弾では 20～40 代男女のペットオーナーに向け
て「美少女戦士セーラームーン」と「ドラゴンボール Z」シリーズを展
開したところ SNS などで話題になり、累計販売数は 45,000 個を突
破しました(2019 年 12 月現在)。2020 年に向けてインバウンド需
要にも着目し、今回世界中で人気の高い IP「ワンピース」を展開し
ます。ペットの知見を持つペティオとのコラボにより、バンダイは
キャラクターの世界観を生かした楽しいペット生活を提供します。
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【『キャラペティ』「ワンピース」シリーズ商品ラインアップ】

▲ルフィ
▲チョッパー

『ワンピース
変身着ぐるみウェア』
(各 3,608 円・税 10％込
/3,280 円・税抜、全 2 種、
S・M サイズ)
ルフィとチョッパーになり
きれる着ぐるみです。犬
猫兼用で、なりきりキャッ
プと組み合わせるとコー
ディネートを楽しめます。
『ワンピース
けりぐるみ』
(各 1,408 円・税 10％込
/1,280 円・税抜、全 2 種)
猫専用の抱きついて遊
べるぬいぐるみです。バ
ギーとボン・クレーをライ
ンアップしています。

▲バギー

▲ボン・クレー

『ワンピース
なりきりキャップ』
(各 1,628 円・税 10％込
/1,480 円・税抜、全 2 種)
キャラペティに帽子が初
登場。頭にかぶせるだけ
なので、より手軽になりき
り変身を楽しむことがで
きます。

▲ルフィ

▲チョッパー

『ワンピース
スクイーカーボール』
(各 1,078 円・税 10％込
/980 円・税抜、全 2 種)
全長 10cm の犬専用の
ボールです。ゴムゴムの
実とメラメラの実をライン
アップしています。音が
鳴るので、ボールキャッ
チ遊びが楽しめます。

▲ゴムゴムの実

▲メラメラの実

『ワンピース サウザン
ド・サニー号ベッド』
(7,128 円 ・ 税 10 ％ 込
/6,480 円・税抜)
ワンピースに登場するサ
ウザンド・サニー号が犬
猫兼用の豪華なベッドに
なりました。内側はボア
仕様となっており、気持
ちの良い寝心地です。

『ワンピース
にゃんモック
麦わらの一味海賊旗』
(3,828 円 ・ 税 10 ％ 込
/3,480 円・税抜)
麦わらの一味海賊旗 を
デザインした猫専用のハ
ンモックです。イスやケー
ジの中につけて遊んだり
お休みしたりすることが
できます。

【その他のキャラクター商品ラインアップ】
♦「美少女戦士セーラームーン」シリーズ(一部)
NEW

『美少女戦士セーラームーン
ペットアクセサリー』【全 4 種】
(各 1,628 円・税 10％込/各 1,480 円・税抜)

『美少女戦士セーラームーン
なりきりウェア』【全 5 種】
(各 3,278 円・税 10％込/各 2,980 円・税抜)

『美少女戦士セーラームーン
ドームベッド』【全 2 種】
(各 6,578 円・税 10％込/各 5,980 円・税抜)

♦「ドラゴンボール Z」シリーズ(一部)

かめせんりゅう ど う ぎ

『ドラゴンボール なりきりウェア 亀仙流道着』
(M サイズ 2,728 円・税 10％込/2,480 円・税抜)
(XS・SS・S サイズ 各 2,178・税 10％込/1,980 円・税抜)

『ドラゴンボール 変身着ぐるみウェア』
(各 3,278 円・税 10％込/各 2,980 円・税抜)

き ん と うん

『ドラゴンボール 筋斗雲クッション』
(5,478 円・税 10％込/4,980 円・税抜)
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ブランド名

キャラペティ

ラインアップ

ワンピース、美少女戦士セーラームーン、ドラゴンボールＺ

売場

ペット専門店、ホームセンター、インターネット通販など

企画・発売元

株式会社バンダイ

発売日

製造・販売者

2020 年 2 月(一部商品は発売中)

株式会社ペティオ

「フォトプロップス」プレゼントキャンペーン実施予定！
2020 年 2 月末より、切り取ってフォトプロップスにすることのできるチラシを店頭にて配布します。キャラペティのグッ
ズを身に着けたペットの『SNS 映え写真』の撮影におすすめです。撮影した写真を SNS でハッシュタグ「#キャラペティ」
で投稿すると、キャラペティ SNS 公式アカウントや公式ホームページで紹介されるチャンスがあります。

「ワンピース」

「美少女戦士セーラームーン」

「ドラゴンボール Z」

◆バンダイの生活用品展開
株式会社バンダイは、1980 年代後半にトイレタリー事業に参入しました。機能性重視で価格競争の激しい
市場において、子どもが大好きなキャラクターを付加した生活用品など“喜”能性を大事にした生活用品を
提供しています。また、子ども向けの商品だけではなく、大人の女性に向けたキャラクターコスメの展開な
ど、より幅広い層に向けた商品の開発にも挑戦しています。今後もバンダイは玩具にとどまらず、あらゆる
生活雑貨においてもキャラクター事業をさらに展開していきます。

◆ペティオの事業内容
株式会社ペティオは、ペットの食品・用品などの多様なカテゴリーを展開し、それぞれ、製造・販売およ
び輸出入を行っています。ペティオはペットも家族の一員であると考え、その命を預かる者としての責
任を第一に、ペットの安全・健康に配慮した製品をマーケットに送り出しています。この度、ペットとのコ
ミュニケーションや、ペットを通じて生まれる人と人とのつながりをはかるキャラクターコラボブランド
「キャラペティ」を展開し、ペットと人が幸せに暮らせる共生社会を目指しています。
株式会社バンダイ 公式サイト https://www.bandai.co.jp/
株式会社ペティオ 公式サイト https://www.petio.com/
キャラペティ 公式サイト https://www.petio.com/collab/pxb/
※本プレスリリースの内容は 2019 年 12 月 20 日時点のものであり、予告なく変更になる場合があります。
※画像はイメージを含みます。実際の商品とは異なる場合があります。
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