2020年12月21日
クルーズ株式会社

ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』
YouTube チャンネル登録者数 70 万人・インスタグラムのフォロワー130 万人超
辻希美プロデュースの子ども服ブランド『Ange Charme（アンジュシャルム）』を
2020 年 12 月 21 日(月)より SHOPLIST 限定ブランドとして販売開始！

クルーズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小渕 宏二）の100％子会社である
CROOZ SHOPLIST株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小渕 宏二）が運営するファ
ッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』
（以下、SHOPLIST）は、YouTubeチャンネル登録
者数70万人超・インスタグラムのフォロワー130万人超で、ママタレントとして活躍する辻希美
さんプロデュースの子ども服ブランド『Ange Charme（アンジュシャルム）
』をSHOPLIST限定ブラ
ンドとして2020年12月21日（月）15:00より販売開始いたします。
『Ange Charme（アンジュシャルム）
』は、親子でリンクコーデができるアイテムを取り揃え、ブ
ランド第一弾として、2020 年 12 月 21 日（月）15:00 より 15 アイテムを販売いたします。
『Ange Charme（アンジュシャルム）
』は SHOPLIST のみで購入できる SHOPLIST 限定ブランドで
す。
『Ange Charme（アンジュシャルム）
』公式 SHOPLIST サイト
https://shop-list.com/kids/lp/angecharme

■辻希美さんコメント
現在、４人の子どものお母さんとして、私自身の子育ての中で感じた「どんな子にも魅力があっ
て、その自分の魅力を信じてほしい。その魅力を引き出すお手伝いをしたい」という想いを込め
て作ったブランドです。
ブランド名の由来は、Ange（アンジュ）は「天使」
、Charme（シャルム）は「魅力、美しい」と
いう意味で、古語の場合には、Charme（シャルム）は「まじない(または魔法や魔力)」の意味に
もなります。ブランドコンセプトを表現するにあたってふさわしい言葉を探し、語感・意味の両
面でベストマッチする組み合わせを考えて、
『Ange Charme（アンジュシャルム）
』に決定しまし
た。
親子や家族でリンクコーデをお楽しみいただける、ユニセックスなデザインや年の離れた兄弟
（姉妹）でも着ていただけるサイズ展開、生地に関しては子ども服であることから丈夫で動きや
すいものとして品質にもこだわっています。
“一緒に着て歩いているだけで、不思議と家族の一体感が感じられる”、そんな子どもも大人も
着られるアパレルブランドです。

■ブランド名に込められた想い

「幼い子供に “幸せのおまじない”をかけると、 時を経て大きくなったとき、 そのおまじな
いによって 魅力的な人になれる」
どんな子にも魅力があって、 その自分の魅力を信じてほしい。 おまじないといういわば “信
じるための魔法”を、 愛する人たちと一緒にかけてもらえるような、 そんな願いを込めて。

■ブランドロゴ
辻希美さんのお子さんたちの手描き文字から、ロゴデザインを作成しました。
また、『Ange Charme』の頭文字を取った「AC」の文字に、ニコちゃんマークを組み合わせたワン
ポイントデザインは、打ち合わせ中に辻希美さんが描いた落書きをデザイナーが気に入り、その
ままデザインに採用されたものです。

＜ブランドロゴ＞

＜ワンポイントデザイン＞

■商品について
第一弾として、2020 年 12 月 21 日（月）15：00 より、計 15 アイテムを SHOPLIST 限定で販売い
たします。

キュートベアファーパーカー
キッズ/2 色展開/3 サイズ
3,900 円（税抜）

カレッジロゴスウェット
キッズ/3 色展開/3 サイズ
3,500 円（税抜）
※大人リンクアイテムあり

オリジナルロゴキャップ
キッズ/3 色展開/フリー
2,800 円（税抜）
※大人リンクアイテムあり

■辻希美さんプロフィール

辻 希美（つじ のぞみ）さん
1987 年 6 月 17 日生まれ/O 型/東京都出身
2000 年、モーニング娘。の第 4 期メンバーとして選ばれ、デビュー。2004 年に同グループを卒
業してからはユニット活動を経てソロとして数多くのバラエティ番組に出演。2007 年に結婚
し、出産・育児の為、休業。現在 4 児の母親として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメ
ブロ＆インスタを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」も等身大のリアルな部分をメインに定
期的に発信している。
・YouTube「辻ちゃんネル」
（登録者数 70 万人超）
https://www.youtube.com/channel/UCNiurMpWExWgio2lqldycbA/
・Instagram アカウント（フォロワー131 万人超）
https://www.instagram.com/tsujinozomi_official/

※今回のプロジェクトは「夢プロジェクト」シリーズとして YouTube“辻ちゃんネル”にて公開
中
【夢プロジェクト①】SHOPLIST さんの社長に直談判に行かせていただきました！！！！！【超
緊張】

https://www.youtube.com/watch?v=-6WA8FARrXs
【夢プロジェクト②】SHOPLIST スタッフさんと打ち合わせ Days

https://www.youtube.com/watch?v=Aa-yy39Z1a8

■CROOZ SHOPLIST 株式会社 代表取締役社長 小渕宏二のコメント
今回のブランドでは、辻希美さんの Youtube チャンネルの視聴者さん、インスタグラムのフォロ
ワーさんの意見と辻さんの日頃から感じている「こんなものがあったらいいな」という想いをふ
んだんに取り入れることにより、細部にまでこだわった素晴らしい商品を作ることができまし
た。ファンの皆さまの意見と辻さんの想いがたくさん詰まったブランドとなりますので、多くの
ご家族の方々に着ていただけたらと思っています。
また、SHOPLISTでは、辻希美さんをはじめ、今後もYouTubeやインスタグラムで活躍しているタ
レントやインフルエンサーとの「SHOPLIST限定商品」や「SHOPLIST限定ブランド」を積極的に展
開していくことで、ファッション通販サイトの価値向上を推進してまいります。

■SHOPLIST.com by CROOZについて
レディース・メンズ・キッズのファッションアイテムを中心に、コスメやインテリア雑貨に至る
まで、幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。気軽にリーズナブルな
価格でショッピングを楽しめるアイテムを多数取り扱っています。2012年7月にサービスを開始
して以来、多くのお客様から高い支持を受けており、売上高は8年目となる2020年3月期には約
245億円規模まで拡大しています。
URL: https://shop-list.com/

■クルーズについて
クルーズは、「20XX年までに時価総額1兆円以上」という超長期的目標を掲げ、2018年5月10日を
もって全ての事業を子会社化し、純粋持株会社となりグループ経営への移行を決定しました。こ
れに伴い、SHOPLIST事業も会社分割し、クルーズ株式会社は事業を持たない投資会社の位置付け
でグループ運営の最適化への環境を整えてまいります。また、これらの実現に向け、次世代の事
業と経営者の誕生と成長、永遠のベンチャースピードを手に入れるための仕組み「CROOZ永久進
化構想」を構築しました。

詳しくはこちらのムービーをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7STw1NX59j8
■本件に関するお問い合わせ
クルーズ株式会社
担当：広報担当
Mail：crooz_pr@crooz.co.jp
≪サービス概要≫
サービス名称

『SHOPLIST.com by CROOZ』

Web サイト

https://shop-list.com/

アプリダウンロード URL

iOS：
https://itunes.apple.com/jp/app/matomete-maierushoppinguapuri/id977078479?l=ja&ls=1&mt=8
Android：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.crooz.shoplistapp

アプリ推奨端末

iOS：iOS11.0 以上(推奨 iPhone5s 以上)
Android：Android バージョン 5.0.0 以上

企画制作・運営

CROOZ SHOPLIST 株式会社

≪会社概要≫
社 名
：クルーズ株式会社
所 在 地：東京都品川区西品川 1-1-1 大崎ガーデンタワー20 F
設 立
：2001 年 5 月 24 日
資 本 金：4 億 5,651 万円
事 業内 容：純粋持株会社として当社グループの経営戦略の立案、及び子会社への
投資、経営目標の立案・実行の支援

≪会社概要≫
社
所
設
資
事

名
：CROOZ SHOPLIST 株式会社
在 地 ：東京都品川区西品川 1-1-1 大崎ガーデンタワー20 F
立
：2018 年 3 月 14 日
本 金 ：4,000 万円
業内 容：ファッション通販 SHOPLIST.com by CROOZ の企画、開発、運営

