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『ニコラ フォルミケッティ×Wish upon a star®』 

スペシャルコラボレーションのお知らせ 

 

当社は、主力商品となる、夢を叶える、星のダイヤモンド「Wish upon a star®」と、グロー

バルファッションディレクター「ニコラ・フォルミケッティ氏」とのコラボレーションを発表

しましたのでお知らせいたします。 
 

ニコラ氏は、これからのファッションは、短いサイクルで変るものから、スピリチュアルで

普遍的なものを大切にしていきたいとの思いを持ち、彼の目に留まったのが、美しい二つの星

が映し出される Wish upon a starダイヤモンドでした。 

自然や動物をこよなく愛し、エコロージーへの想いも強いニコラ氏にとって、地球、宇宙を

感じさせる Wish upon a starからインスパイヤーを受けたといいます。 

ニコラ氏監修によるコラボ商品は、ファッションラインからカップルズ、小物まで幅広いアイ

テムを展開。同コレクションは 2014年 11月初旬より順次販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、兼ねてよりさくらももこ先生と交流の深いニコラ氏の呼びかけで「ももこさくら×ニ

コラ・フォルミケッティ」のドリームコラボレーションが実現し、さくら先生直筆、ニコラ氏

監修による“愛と夢を叶える絵本”が登場いたします。 

 

詳細につきましては、別紙をご参照ください。 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｳｪﾌﾞｻｲﾄ： http://www.sadamatsu.com/ 
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兼ねてよりさくら先生と交流の深いニコラの呼びかけで実現した、さくら先生直筆、ニコラ監修による“愛
と夢を叶える絵本”が登場致します。
“ちびまるこちゃん”で日本はもとより海外でも絶大な人気を誇る漫画家のさくらももこ先生は、宝石をこ
よなく愛する一面もあり、過去に宝石に関するエッセイも執筆されています。その先生の目に留まったの
が、フェスタリア ビジュ ソフィアのトレードマークである、ウィシュアポンアスターダイヤモンド！
“星と宇宙を愛する二コラ”とさくら先生のタッグにより誕生した絵本。その名も『星のおくりもの』。
人と人のご縁を繋ぐ、夢を叶える星のストーリーに触れ、絵本にはニコラとさくら先生をイメージした男の
子と女の子が登場します。絵本には夢を叶えるダイヤモンド“Wish upon a star”カットを施したキュー
ビックジルコニアが埋め込まれています。 
まさに愛する人に贈る。想いを込めたギフトにピッタリな星のストーリー。
フェスタリア ビジュ ソフィアよりお届け致します。

Friends for years, Nicola Formichetti and Sakura Momoko follow up a project featuring each other 
in the book published by festaria bijou SOPHIA, “The Gift from the Stars” drawn by Sakura Momoko 
and directed by Nicola Formichetti.
Japanese cartoonist Sakura Momoko, both recognized nationally and worldwide for her popular ani-
mated television series “Chibimaruko-chan”, Sakura Momoko’ s interest lies not only in cartoon and 
animation, but also in jewelry. As one of her previous works, she claims to have even writ ten a 
thesis related towards jewelry. This was the turning point for Sakura Momoko, as her interest in 
festaria’s diamond, “Wish Upon a Star” started from here.
In her newest book, “The Gif t from the Stars”, she emphasizes Nicola Formichetti’ s passion for 
nature and the universe, by creating the tagline “Nicola, lover of the stars and universe.” 
A story of human compassion and connection, in the book two young characters depict Momoko 
and Formichetti as the main storytellers. Within the pages is an exact replica of the Wish Upon a 
Star diamond carved into Cubic Zirconia. 
A book most suitable for the upcoming Holiday season, this year festaria bijou SOPHIA presents to 
you the perfect gift for you and your loved ones.

Sadamatsu co., ltd. (Headquarter: Tokyo, Meguro Ward ,Naka-Meguro, CEO Takaya Sad-
amatsu) has announced the collaboration between  “the star diamond that makes your 
wish come true Wish upon a star” with global fashion producer Nicola Formichetti and 
Japanese cartoonist Sakura Momoko.

株式会社サダマツ（本社：東京都目黒区中目黒、代表取締役 貞松隆弥）は、グローバルファッションプロデュー
サー ニコラ フォルミケッティと漫画家 さくらももこ先生による“夢を叶える、星のダイヤモンド Wish upon a 
star”のコラボレーションを発表。

festaria bijou Sophia’s dream collaboration with fashion director
Nicola Formichetti and cartoonist Sakura Momoko.

ニコラフォルミケッテイとfestaria bijou SOPHIAのドリームコラボレーション第一弾！
さくらももこＸニコラフォルミケッティ

Breaking News

10/24/2014

MOMOKO
S A K U R A



ニコラからのメッセージ 
２年前に友人を介して知り合い、静岡出身という事も手伝い、意気投合、自分が
プロデュースする二コパンダともコラボ。
先生はレジェンドだと思って尊敬している。帰国する度先生の家を訪れて
次は何を仕掛けようかいつも話していたんだ！
今回の絵本でコラボ出来て本当にうれしい。

Nicola’s Message:
I’ ve known Ms. Momoko for 2 years, and have respected her work every since. We’ re both 
from Shizuoka, so in a way we understand each other. (Laughs). She has helped me with my 
Nicopanda productions as well.
In my eyes Ms. Momoko is a true legend and it was not too long ago that we were talking 
about what we should produce next. I am truly glad to have been able to collaborate with Ms. 
Momoko on this book.

さくら先生からのメッセージ 
ニコラと出会ったのは2012年の冬でした。
ニコラがうちに遊びに来てくれたのです。
それ以来、ニコパンダとちびまる子ちゃんのコラボのまるニコシリーズを
手掛けています。
今回、またニコラと新たなコラボができてとてもうれしいです。

作品タイトル：星のおくりもの（絵本） 
3,000円(税別)
(ウィシュアポンアスターカットを施したキュービックジルコニアが
 本に埋め込まれています) 
発売日、詳細インフォメーション近日発表予定！

プロポーズにも、愛する人へのギフトにも最適

Sakura Momoko’s message:
It was Winter of 2012 when we first met. Now, every time he returns to Japan, we make sure to 
see each other whenever we have the time. We’ re thinking of producing another collaboration be-
tween his character, the “Nicopanda”, and mine, “Chibimaruko-chan” in the near future. 
This year, being able to produce this book with both Nicola and festaria bijou SOPHIA has been a 
true privilege on my behalf. 
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