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ホテル宿泊ペア券やおもちゃなどが抽選で当たる！

ハムリーズオープン記念＆クリスマスキャンペーン
2018 年 11 月 1 日(木)から
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、英国発・日本初進出となる世界最”幸”の遊べる玩具店ハムリーズを、2018 年 11 月
30 日(金)に横浜市中区の「ワールドポーターズビブレ」、2018 年 12 月 1 日(土)に福岡市博多区の「キャナルシティオーパ」にオー
プンすることを記念して、SNS を使ったプレゼントキャンペーンを開催します。

《キャンペーンその①：ホテル宿泊券などが当たる Hamleys オープン記念キャンペーン》
ハムリーズジャパン公式の SNS アカウントを通じて応募すると、ホテルのペア宿泊券とハムリーズで使える 5,000 円分のポイント付きメ
ンバーズカードのセットが抽選で 10 組 20 名様に当たります。

《キャンペーンその②：Hamleys おもちゃの Xmas ツリーが横浜と博多に登場！》
横浜ワールドポーターズと、キャナルシティ博多に、高さ３ｍの”おもちゃの Xmas ツリー”が登場します。SNS でハッシュタグ(#ハムリー
ズおもちゃのツリー2018)を付けてツリーの写真を投稿していただいた方の中から、抽選で 60 名様に装飾と同じおもちゃをプレゼントす
るクリスマスキャンペーンを開催します。

《さらに！ハムリーズデザインのラッピングをしたロンドンバスが登場》
ハムリーズデザインのラッピングをした２階建てのロンドンバスが横浜・東京を走行します。
【詳細は次ページをご覧ください】
※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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キャンペーンその①：ホテル宿泊券などが当たる Hamleys オープン記念キャンペーン
ハムリーズジャパン公式の SNS アカウント(Twitter、Facebook、Instagram)を通じて応募すると、「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホ
テル」（横浜）または「グランド ハイアット 福岡」（博多）のホテルのペア宿泊券と、ハムリーズで使える 5,000 円分のポイント付きメンバーズカード
のセットが抽選で 10 組 20 名様に当たります。
●応募期間：2018 年 11 月 1 日(木)～11 月 29 日(木)
●当選告知：12 月 7 日(金)頃に当選されたアカウントにハムリーズジャパン公式 SNS アカウントよりダイレクトメッセージにてお知らせします。
※応募方法などの詳細はハムリーズジャパン公式サイト(http://www.hamleys.jp/)をご確認ください。
《ハムリーズジャパン公式 SNS》
・Twitter：@HamleysJp https://twitter.com/HamleysJp
・Facebook：@hamleys.jp https://www.facebook.com/hamleys.jp
・Instagram：hamleys.japan https://www.instagram.com/hamleys.japan/

▲ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル(横浜)

▲グランド ハイアット 福岡(博多)

▲ハムリーズメンバーズカード

キャンペーンその②：Hamleys おもちゃの Xmas ツリーが横浜と博多に登場！
横浜ワールドポーターズと、キャナルシティ博多に、熊のぬいぐるみが飾られた高さ３m の Xmas ツリーが登場します。
さらに、ハッシュタグ(#ハムリーズおもちゃのツリー2018)を付けてツリーの写真を指定の SNS にアップした方の中から、抽選で 60 名様に装飾と同じ
おもちゃ(新品)をプレゼントします。
●おもちゃの Xmas ツリー設置期間(横浜)：2018 年 11 月 9 日(金)～12 月 25 日(火)
●おもちゃの Xmas ツリー設置期間(博多)：2018 年 11 月 10 日(土)～12 月 25 日(火)
●設置場所：横浜ワールドポーターズ(1F) 1 カ所 ／ キャナルシティ博多(B1F) 1 カ所
●応募期間：2018 年 11 月 9 日(金)～12 月 9 日(日)
●当選告知：12 月 12 日(水)頃に当選されたアカウントにハムリーズジャパン公式 SNS
アカウントよりダイレクトメッセージにてお知らせします。
※応募方法などの詳細はハムリーズジャパン公式サイト
(http://www.hamleys.jp/)をご確認ください。

▲ぬいぐるみ 一例

▲おもちゃの Xmas ツリー イメージ

さらに！ハムリーズデザインのラッピングをしたロンドンバスが登場
ハムリーズデザインのラッピングをした２階建てバスが横浜地区や都内を走行します。
横浜地区では、キャラクターのグリーティングも実施します。
●横浜地区走行期間：2018 年 11 月 23 日(金・祝)～11 月 24 日(土)
●都内走行期間：2018 年 11 月 25 日(日)
詳細は決まり次第ハムリーズジャパン公式サイト(http://www.hamleys.jp/)または、
ハムリーズジャパン公式 SNS アカウントでお知らせします。
▲２階建てバス イメージ
※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。

ハムリーズオープン記念＆クリスマスキャンペーン

添付資料(2/3)

ハムリーズとは
ハムリーズは 258 年以上の歴史を持つ英国最古の玩具店として、今回世界 19 か国目として日本に初上陸します。お子さまが店内のおもちゃで遊
ぶことを積極的に推奨し、スタッフによるおもちゃの魅力的なデモンストレーションや、ご家族で楽しめるアトラクションなど、ハムリーズは「世界で最高のお
もちゃ屋さん(The Finest Toy Shop in the World)」と評されています。

【特徴 1】 まるでテーマパークみたい！店頭で、店内で、「エンターテイナー」がお客さまを楽しくお出迎え！
【特徴 2】 店内にはメリーゴーラウンドや楽しい遊具が！バンダイナムコならではのアクティビティも導入します！(有料)
【特徴 3】 ハムリーズでしか買えない限定商品がいっぱい！もちろん国内外有名ブランドの商品も幅広く品ぞろえ！
【特徴 4】 見ているだけでも楽しい！店内の随所で「デモンストレーター」が商品を魅力的にご紹介
【特徴 5】 店内にはハムリーズのカフェやパーティールームも！

◆「エンターテイナー」
ハムリーズの一番の特徴は、テーマパークのようにお客さまを楽しませる「エンターテイナー」がいること。店内でお子さまとコミュニケーションを取ったり
一緒に遊んだりと、ひたすらお客さまをおもてなしします。

◆「デモンストレーター」
ハムリーズのもうひとつの魅力は「デモンストレーター」による実演販売。「デモンストレーター」は、お客さまを前に“ハンディグライダー”や“ドローン”、
“手品グッズ”などの商品を楽しくデモンストレーションします。

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。
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《ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店》
横浜店は 1F と 2F の 2 フロアで構成。1F には実際に乗って遊ぶことができるメリーゴーラウンドが設置され、2F にはキッズプレイグラウンドのコンテンツ
が登場します。おもちゃを買わなくてもファミリーで楽しい時間をお過ごしいただけます。

ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店 概要
施設名称

ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店

所在地

神奈川県横浜市中区新港 2 丁目 2－1 横浜ワールドポーターズ「ワールドポーターズビブレ」内

施設面積

910 坪

オープン日

2018 年 11 月 30 日(金)

営業時間

10：30～21：00

公式サイト

http://www.hamleys.jp/

《ハムリーズ キャナルシティ博多店》
店内にはメリーゴーラウンドが設置され実際に乗って遊ぶことができるほか、キッズプレイグラウンドのコンテンツが登場します。さらに、博多店ではアミュー
ズメントコーナーも登場します。

ハムリーズ キャナルシティ博多店 概要
施設名称

ハムリーズ キャナルシティ博多店

所在地

福岡県福岡市博多区住吉 1 丁目 2－74 キャナルシティ博多「キャナルオーパ」内

施設面積

1,510 坪

オープン日

2018 年 12 月 1 日(土)

営業時間

10：00～21：00

公式サイト

http://www.hamleys.jp/

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。

