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   株式会社 ロッテリア 

 

～ロッテリア×「リラックマ」コラボレーション企画～ 

『リラックマ福袋』 
2019 年 12 月 26 日（木）から数量限定販売！ 

 

株式会社ロッテリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：那須誠司、以下：ロッテリア）は、「リラックマ」とのコラボレー

ション福袋企画として、ロッテリアオリジナル『リラックマ福袋』を2019年12月26日（木）から数量限定で全国のロッテリア※1 

にて販売いたします。※1：一部店舗を除く。 

 

  
ロッテリアは、今後ともお客様の期待に応える商品づくり、店舗展開を次々に実現していきます。 
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※ お客様からのお問い合わせ先：  株式会社ロッテリア お客様相談センター Tel. 0120-070-612   

＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞ 

ロッテリアでは、年末から年始にかけて、これ

までもさまざまな福袋を展開し、大変ご好評を

いただいております。 
そしてこのたび、「リラックマ」とコラボレー  

ションしたロッテリアオリジナル『リラックマ福袋』

を12月26日（木）からお得な2,500円で販売  

いたします。 

今回は“毎日楽しく♪ロッテリア限定リラックマ 

ランチグッズ”をコンセプトに、お子様から大人

まで幅広い層にご利用いただけるよう、「リラッ

クマ」のハンバーガーやドーナツなどをモチーフ

にしたかわいいデザインを採用し、ごはん・おか

ず・フルーツなど分けて使える大きさの異なる 

3種類の容器「3サイズフードコンテナ」、お子様

でも持ちやすい透明素材のミニサイズの「クリア

ボトル」、フードコンテナやお弁当を包める「ラン

チふろしき」に加え、これらをまとめて入れられ

る「ランチトート」の4アイテムでご用意いたしま

した。 

さらに、「ロッテリア商品引換券」2,520円相当

が付いたお得な福袋です。 

*価格はすべて税抜価格です。 

*本商品は消費税 10％です。 
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【商品概要】 

商 品 名：『リラックマ福袋』 
販売期間：2019 年 12 月 26 日（木）～数量限定販売 

販売店舗：全国のロッテリア ※1：一部店舗を除く。 

価   格：2,500 円 

内   容：「リラックマ」のハンバーガーやドーナツなどをモチーフとしたかわいいデザインを採用した「3 サイズフードコン  

テナ」＋「クリアボトル」＋「ランチふろしき」＋「ランチトート」＋「ロッテリア商品引換券」2,520 円相当 

*価格はすべて税抜価格です。*本商品は消費税 10％です。 

 

＜『リラックマ福袋』商品内容＞ 

■3 サイズフードコンテナ                    ■クリアボトル 

（大：W120×D120×H55mm                （容量：350ml Φ65×145mm） 

中：W105×D105×H50mm 

小：W90×D90×H45mm） 

            

 

■ランチふろしき                  ■ランチトート 

（W530×H530mm）                        （W280×H180×D9mm） 

             
                                               Ⓒ2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved   

 

 



■「ロッテリア商品引換券」2,520 円相当 

・『絶品チーズバーガー』1 枚・『エビバーガー』1 枚・『ロッテリアチーズバーガー』1 枚 
・『ふるポテ』3 枚（お好きなフレーバーをお選びいただけます。） 
・『ドリンク S』2 枚・『プレミアムブレンド』2 枚 
 
 
【「リラックマ」について】 

リラックマとは・・・ 

いきなり OL のカオルさんの家におじゃましたまま、お世話になり続けている着ぐるみのクマ。  

中に入っているのが誰かは不明。  

いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。  

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつらしい。 

 

【ロッテリア会社概要】                                                     

会 社 名 ： 株式会社 ロッテリア 

代 表 者 ： 代表取締役 那須誠司 

本 社 所 在 地 ： 東京都新宿区西新宿 3-20-1 

創 立 日 ： 1972 年 2 月 9 日 

資 本 金 ： 1 億円 

業 務 内 容 ： ファストフード・レストランチェーン経営 

U R L ： https://www.lotteria.jp 

 

                                                                                        



＜『リラックマ福袋』販売店舗一覧＞

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※在庫状況に関しては、直接店舗へお問い合わせください。

店舗名 店舗名 店舗名 店舗名
札幌中央 中野サンモール 鈴鹿ハンター 小倉駅前
ＭＥＧＡドン・キホーテ苫小牧 雑色 松阪マーム 福岡新天町
ＭＥＧＡドン・キホーテ西帯広 イオン練馬 アピタ伊賀上野ＦＳ 若松イオンＦＳ
三笠イオン 西国分寺レガ 桑名 イオンモール福岡
イオンモール苫小牧 池袋西武前 イオンタウン伊勢ララパーク ザ・モール春日
ＭＥＧＡドン・キホーテ函館 東京オペラシティ 四日市日永カヨー ゆめタウン宗像
イオン上磯ＦＳ 渋谷道玄坂 瀬田駅前 メイト黒崎
イオンモール釧路昭和ＦＳ 武蔵村山ダイエー 近江八幡イオン 藤崎駅前
イオン湯川ＦＳ 原宿竹下通りイースト 浜大津アーカス 福岡東イオン
名寄西條本店 お茶の水駅前 守山モリーブ 吉塚駅前
ＪＲ札幌 武蔵小金井イトーヨーカドー ＥＸＰＡＳＡ多賀 姪浜駅
稚内西條 瑞江サミットＦＳ 草津エルティ 穂波イオンＦＳ
イオンタウン江別 ＢＩＧＦＵＮ平和島 京都四条大宮 唐津松浦橋
札幌アピア ＪＲ池袋駅北口 阪急桂駅 基山パーキングエリア上り線
イオン東札幌 京王笹塚 京阪出町柳駅 佐賀駅
旭川春光イオン 上野公園ルエノＦＳ 京都伏見マツモト モラージュ佐賀
士別西條 お台場ヴィーナスフォート 洛南イオン ゆめタウン武雄ＦＳ
札幌オーロラタウン 新宿小田急エース 戎橋 熊本県 熊本上通りＦＳ
大谷地キャポ 池袋東口 ショップ南海住吉 別府駅
札幌新琴似四番通 田町芝浦 阪急上新庄 ゆめタウン中津
札幌篠路 新宿中央通り 心斎橋 あけのアクロスタウン
サッポロファクトリー ｎｏｎｏｗａ東小金井 ショップ南海金剛 トキハインダストリー佐伯
旭川Ａ・ｓ・ｈ 東急長原駅 阪急梅田茶屋町口 パークプレイス大分
札幌山の手 東武大山駅前ＦＳ ＪＲ鶴橋駅ＦＳ 大分駅
西町西友 イオンモール多摩平の森 ＪＲ住道駅ＦＳ 宮崎浮ノ城
永山イオンＦＳ 小田急マルシェ玉川学園前 オスカー住之江 都城平江
藻岩イオン 西葛西駅 ディアモール大阪 都城イオンＦＳ
藤崎イオン 葛西駅 ショップ南海初芝 鹿児島県 鹿児島山形屋ＦＳ
弘前イトーヨーカドー ユアエルム青戸 阪神千船駅 那覇安岡

岩手県 盛岡ラウンドワン ＯＺ大泉 高槻イオン イオン那覇
仙台一番町 錦糸町 京阪大和田駅 イオン名護
仙台加茂 相鉄ライフさがみ野 阪急三国駅
仙台幸町イオン 若葉台 あべのアポロビル
仙台駅東口 川崎地下街アゼリア 岸和田カンカン
秋田土崎イオン 横浜天王町イオン 近商古市駅前
７号秋田土崎 駒岡イオン 天王寺駅北口
秋田ステーショントピコ 港北ニュータウンＯＫストア 南海堺東

山形県 山形エスパル リヴィンよこすかＦＳ Ｎ．ＫＬＡＳＳ住ノ江
郡山開成 上大岡 京阪枚方市駅北口
郡山エスパル 海老名イオン 千里中央
福島エスパル 三和こどもの国ＦＳ 京阪古川橋
谷川瀬ＦＳ 小田急マルシェ相武台 三井アウトレットパーク大阪鶴見
ＶＡＬ古河 小田原ダイナシティ 津久野イトーヨーカドー
ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸 京急神奈川新町 泉ヶ丘
ボックスヒル取手 相鉄ライフ三ツ境 高槻アクト・アモーレ
宇都宮滝谷町 湘南茅ヶ崎 高槻城西ライフ
宇都宮戸祭 新潟聖籠 河内長野駅前
宇都宮パセオ イオンシネマ県央 阪急曽根駅
栃木イオン 電鉄富山駅ビル なんばＣＩＴＹ南館
ＶＡＬ小山 イオンモールとなみ 宝塚花の道
アピタ宇都宮ＦＳ アルプラザ小松 イオン姫路
大泉カインズ イオンモール新小松 ＪＲ住吉リブ
伊勢崎カインズ セレオ甲府 小野イオン
高崎ウニクス イオン石和 三木サービスエリアＦＳ
狭山 ピュア高山 山陽明石駅
ＥＱＵｉＡ東武動物公園 岐阜羽島 ＪＲ西明石駅
新所沢パルコ アピタ北方ＦＳ ティオ舞子
アリコベール上尾 アピタ各務原ＦＳ 明石イトーヨーカドー
川越アトレ ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ美濃加茂ＦＳ 神戸ハーバーランド
久喜イトーヨーカドー ラスパ御嵩 コープデイズ神戸西
ドン・キホーテＵＮＹ大桑 沼津イシバシプラザ イオンモール神戸南
入間イオンＦＳ 浜松幸 ゆめタウン姫路
１７号上里カインズ 函南 福崎ライフ
草加ヴァリエ 静岡東千代田 やしろビオ
新越谷ヴァリエ ＭＥＧＡドン・キホーテ浜松可美 阪急今津駅
北浦和イオンＦＳ ＥＸＰＡＳＡ足柄 山陽姫路駅
さいたまけやきひろば イオンモール富士宮ＦＳ 玉津イズミヤ
三郷イトーヨーカドー 名古屋セントラルパーク 尼崎アマドゥ
みずほ台東武ストア東 名鉄神宮前駅 ニッケパークタウン加古川
蕨北町マルエツ 名鉄豊田プラザ 日生中央サピエ
南古谷ウニクス 名鉄東岡崎駅 アピタ大和郡山ＦＳ
北朝霞 ザ・モール安城ＦＳ じゃんぼ香芝
エルミこうのす アピタ名古屋南ＦＳ イオン・ザ・ビッグエクストラ天理
和光イトーヨーカドー アピタ大府ＦＳ 和歌山イズミヤ
朝霞マルエツＦＳ ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ東海通ＦＳ ＪＲ和歌山駅前
武蔵狭山イオン アピタ向山 岡山平井
ＥＱＵｉＡ志木 アピタ名古屋北ＦＳ 倉敷中庄
新津田沼 碧南 広島本通り
アビイクオーレ アピタ大口ＦＳ アッセ広島駅
アピタ木更津ＦＳ アピタ阿久比ＦＳ 広島宇品イオンＦＳ
八千代緑が丘駅 国府 ゆめタウン東広島
幕張アミューズモール アピタ長久手ＦＳ クレスト
八千代イトーヨーカドー 津島 広島アルパーク
アピタ君津 春日井味美 １９１号下関綾羅木
アルカード茂原ＦＳ 小牧原 山口バイパス
ＪＲ津田沼ペリエ 瀬戸 シーモール下関
新京成八柱駅 小牧ピアーレ ゆめタウン南岩国
臼井レイクピア 岡崎南イオン 徳島クレメントプラザ
新松戸駅前 竜東メーンロード イオンモール徳島
蘇我フェスティバルウォーク 一宮西バロー 香川県 高松駅
四街道イトーヨーカドー 新城 松山銀天街

名鉄一宮駅 松山中央通り
アピタ稲沢
ミュープラット金山
イオンモール常滑
アピタ知立ＦＳ
名鉄犬山駅
半田パワードーム
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