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2020年11月6日
日本アニメーション株式会社

News Release
待望の新展開がついに始動！

「ロミオの青い空 ピッコロワゴン」が期間限定オープン
11月27日（金）から東京駅一番街にて
日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央
区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーショ
ン制作・ライセンス管理を行う『世界名作劇場』シ
リーズの「ロミオの青い空」のポップアップショップ
「ロミオの青い空 ピッコロワゴン」が2020年11月
27日（金）から12月10日（木）の期間限定で東京
駅一番街内にある東京キャラクターストリートに
オープンいたします。

『世界名作劇場』シリーズの新プロジェクトとして
始まった「世界名作ノスタルジア」。その第一弾が、
今年25周年を迎えた「ロミオの青い空」の新展開
「Romeo lo spazzacamino （ロミオ ロ スパッツァカ
ミーノ） 」です。同店では2020年6月に発表した
「Romeo lo spazzacamino」の新アートを使用した
商品50アイテム以上をはじめ、「ロミオの青い空」
関連商品を販売いたします。
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販売概要

実施期間： 2020年11月27日（金）～12月10日（木）
販売店舗： ロミオの青い空 ピッコロワゴン
販売場所： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐9‐1
東京駅一番街 東京キャラクターストリート B1 K階段下ワゴン（K-spot横）
営業時間： 10：00～19：30 ※営業時間は変更になる可能性がございます。
問合せ先： 03-6260-9048 （平日 10:00～17:00）
※一部商品は、2020年12月11日（金）から東京・池袋の日本アニメーションオフィシャルショップ「ANi★CUTE
（あに★きゅーと）」でも販売いたします。

「Romeo lo spazzacamino」商品一覧

キーホルダー 3種
各600円

木製キーホルダー 4種
各880円

マスクケース 2種
各500円

リングノート 2種
各500円

リングホルダー 2種
各1,500円

ロールオンフレグランス
2種セット
2,000円

プレシャスプレート
3,200円

フードコンテナ3個セット
3,500円

ハンドタオル
1,200円

クリアファイル
500円

A5キャラファイングラフ
4,200円

マウスパッド 2種
各1,280円

ハンドクリーム
1,200円

懐中時計
8,000円

ランチボックス
2,300円

SQキャラファインボード
＆イーゼルセット 2種
各2,300円

リチウムバッテリー 2種
各3,000円

コンパクト加湿器
7,000円

カップ＆ソーサ― 2種
各3,200円

エコバッグ
1,800円

4層メモ 2種
各400円

F3キャラファインボード 2種
各1,750円

ウッドiPhoneケース
iPhone6／6s／7／8、iPhoneX／Xs、
iPhone11、iPhone11Pro
各2,700円

ポーチ
2,000円

マグカップ（大）
1,500円

コースター 2種
各800円

マグカップ（小）
1,400円

ミニボトル
1,600円

トラベルセット
650円

※デザインはイメージです。予告なしに変更になる場合がございます。
※価格はすべて税抜表示です。
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「ロミオの青い空」関連商品について

「ロミオの青い空 ピッコロワゴン」では、アニメーションの場面写真を使用した商品や2020年11月27日（金）から開始
となる東京・池袋のサンシャインシティプリンスホテルとのコラボレーションにあたり描き起こしたホテルアートを使用
した商品なども販売いたします。

A5キャラファイングラフ 3種
各4,200円

タイベッククラッチバッグ
1,980円

ミニアクリルフィギュア 3種
各700円

アクリルマグネットセット ポストカードセット
900円
500円

メモ缶
800円

トレーディングスクエア缶バッチ 7種
各400円

●ホテルアート商品

クッションカバー 2種
各3,800円

アクリルイニシャルキーホルダー 2種
各900円

クリアファイル
500円

缶バッジ 2種
各400円

タペストリー
3,500円

ロング缶バッジ 2種
各800円

アクリルネームプレート 2種
各800円

アクリルクロック
3,800円

アクリルペンスタンド 2種
各1,800円

※デザインはイメージです。予告なしに変更になる場合がございます。
※価格はすべて税抜表示です。
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ノベルティについて

期間中、同店で「ロミオの青い空」関連商品を3,000円
（税込）以上お買い上げいただいたお客様にオリジナル
ショッパーをプレゼントいたします。
※お1人様1会計につき1点のお渡しとなります。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
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サンシャインシティプリンスホテル
コラボレーションルームについて

サンシャインシティプリンスホテル（所在地：東京都豊島区、
総支配人：高橋禎久）に期間限定で「ロミオの青い空」の
コラボレーションルームが登場します。コンセプトルームの
お部屋は、「ロミオの青い空」の舞台イタリア・ミラノをイメージ
した装飾が施されています。2020年11月9日（月）からサン
シャインシティプリンスホテルの公式Webサイトにて、コラボ
レーション宿泊プランの予約受付を開始いたします。
予約受付開始：2020年11月9日（月）
販売期間：2020年11月27日（金）～2021年2月28日（日）
サンシャインシティプリンスホテル公式Webサイト：
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/
お問い合わせ：
サンシャインシティプリンスホテル 宿泊予約係
TEL03-5954-2238（受付時間：10:30A.M.～3:30P.M.）
コラボカフェについて

「ロミオの青い空」と東京・下北沢の「Seven Colors
Cafe&Dining」、東京・芝公園の「LIT COFFEE & TEA STAND」
のコラボレーションが決定いたしました。各店では2020年11
月27日（金）から12月27日（日）の期間限定で、「ロミオの青い
空」の世界観をイメージしたフード・ドリンクメニューを販売い
たします。またコラボレーショングッズの販売も予定しており、
最新情報は「ロミオの青い空」の公式ホームページおよび公
式SNSにてお知らせいたします。
●Seven Colors Cafe&Dining
実施期間：2020年11月27日（金）～12月27日（日）
販売場所：〒155－0031 東京都世田谷区北沢2‐14‐2JOW3ビル3F
定休日：なし
営業時間：11：30～23：00（LO:フード22：00/ドリンク22：30）
●LIT COFFEE & TEA STAND
実施期間：2020年11月27日（金）～12月27日（日）
販売場所：〒105－0014東京都港区芝2-15-15ラディーチェ芝 1F
定休日：月曜日
営業時間：11：00～18：00（LO:フード/ドリンク17：30）
Twitterアカウントの開設について

「ロミオの青い空」の情報を発信するTwitter公式アカウント「ロミオの青い空 【公式】 ～世界名作ノ
スタルジア～」を開設いたしました。同アカウントでは「ロミオの青い空」の最新グッズやイベント情
報、放送情報をはじめ、『世界名作劇場』シリーズの最新情報もお知らせいたします。
Twitter 「ロミオの青い空 【公式】 ～世界名作ノスタルジア～」 ：https://twitter.com/WM_nostalgia
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参考資料
『ロミオの青い空』とは

【ストーリー】
19世紀後半・イタリアの国境に近いスイスの小さな村で少年
ロミオは、貧しくも家族で幸福に暮らしていた。しかし一家の
畑を悪人の陰謀で失ってしまい、ロミオは家計を助けるため
に、自らを人買いに売りミラノへ煙突掃除夫としてやって来る。
きつい煙突掃除の仕事や親方一家の辛い仕打ち、地元の不
良少年団「狼団」との争いなど、ロミオにとって厳しい毎日が
続くが、親方の娘アンジェレッタの励ましや親友アルフレド、
煙突掃除の仲間たちと助け合って暮らしていく。そして仲間と
共に「黒い兄弟」を結成し、強く友情を誓うのだった。
【原作】
リザ・テツナー 「黒い兄弟」
【DVD好評発売中！】
・ 『ロミオの青い空』全8巻
・『世界名作劇場・完結版 ロミオの青い空』 全1巻
・『ロミオの青い空 DVDメモリアルボックス』
発売・販売元：株式会社バンダイナムコアーツ
Webサイト：https://www.bandaivisual.co.jp/top/
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「Romeo lo spazzacamino」について

イタリア語で“煙突掃除夫のロミオ”を意味する「Romeo lo
spazzacamino（ロミオ ロ スパッツァカミーノ）」。『ロミオの青い
空』の作中ではロミオが煙突掃除の呼び込みをする際、“ス
パッツァカミーノ！”と叫んでいるシーンが印象的です。「世界名
作ノスタルジア」の第一弾として展開する「Romeo lo
spazzacamino」では、『ロミオの青い空』の舞台でもあるイタリ
ア・ミラノという世界観を重視し、デザイン上ではイタリア語を使
用しております。
新展開に合わせて『ロミオの青い空』の作画監督・キャラクター
デザインを担当した佐藤好春が新たな原画アートを描き起こし、
同原画アートをベースにしたアートを開発いたしました。また今
後、新アート を使用した商品展開や同原画アートをベースとし
た新アートの開発も予定しております。最新情報などにつきま
しては、 「Romeo lo spazzacamino」の公式Webサイトにてお知ら
せいたします。
■「 Romeo lo spazzacamino 」最新情報はこちらから
Webサイト：https://www.sekaimeisaku-nostalgia.com/
Twitter：https://twitter.com/WM_nostalgia
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本件に関するお問い合わせ先

日本アニメーション（株）広報・宣伝担当：村岡
電話：080-1250-4046／E-mail：muraoka@nippon-animation.co.jp

