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英国発のおもちゃ屋さんハムリーズで 

ハロウィンアイテムをそろえよう！ 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、英国発の世界最“幸”の遊べる玩具店ハムリーズ横浜店、博多店にて、ハロウィンイベン

ト「ハムリーズのハッピーハロウィンパーティー2019」を、2019 年 9 月 20 日(金)から 10 月 31 日(木)まで開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハロウィンパーティーにぴったりの仮装アイテムや雑貨、ハロウィンに欠かせないお菓子のほか、日本ではハムリーズでしか手に入らない

ハロウィン ver.の「Ty※1」のぬいぐるみを販売します。また、本イベント期間中は、参加するとお菓子がもらえるパレードや、かぼちゃやお

ばけの形の粘土キャンドル、ハロウィンポンポン(髪飾り)などを作るワークショップを開催します。 

さらに、対象商品をご購入いただくと無料でフェイスペイントができるサービスや、店内に設置している「シュライヒ※2」の「恐竜モニュメン

ト」と一緒に写真を撮り、「#ハムリーズ」・「#シュライヒ」をつけてTwitterにアップするとお菓子がもらえるキャンペーンを実施するなど、こ

どもから大人まで楽しめるハロウィンイベントです。 

【詳細は次ページをご覧ください】 

 

※1 「Ty」は 1986 年にアメリカでタイ・ワーナーが設立したぬいぐるみのブランド。 

※2 「シュライヒ」は 1935 年に設立された、本物そっくりの動物フィギュアを製造するドイツ有数のおもちゃメーカー。 

※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。 ※画像はイメージです。 
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ハムリーズのハッピーハロウィンパーティー2019 添付資料(1/3) 
 

1：ハロウィンパーティーにぴったりの商品 

〈販売商品 一例〉 

    

ハロウィンマント(こども用) パンプキンコスチューム ハロウィンカチューシャ かぼちゃ帽子キッズ 

2,149 円(税 8％込) 

2,189 円(税 10％込) 

3,132 円(税 8％込) 

3,190 円(税 10％込) 

842 円(税 8％込) 

858 円(税 10％込) 

777 円(税 8％込) 

792 円(税 10％込) 

・カラー：オレンジ／赤／紫    
 

    

バルーン ジェルジェムバッグ お菓子 ハロウィン Ty 

324 円～1,296 円(税 8％込) 

330 円～1,320 円(税 10％込) 

810 円(税 8％込) 

825 円(税 10％込) 

151 円～1,382 円(税 8％込) 

154 円～1,408 円(税 10％込) 

540 円～1,728 円(税 8％込) 

550 円～1,760 円(税 10％込) 

   日本ではハムリーズでしか手に入らな

い、ハロウィン ver.のぬいぐるみ。 

 

２：パレードに参加してお菓子をもらおう！「ハムリーズパレードでトリック オア トリート！」 

ハムリーズでは、毎日店内でパレードを行っています。 

ハロウィンイベント期間中は、パレードに参加してくれた方にお菓子をプレゼントします。 

◆開催時間 

 【横浜店】 全日 13：30～／17：00～ 

 【博多店】 平日 14：00～、土・日・祝 11：00～／15：00～ 

 

 

 

 

※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。 ※画像はイメージです。 

※2019 年 10 月 1 日以降は消費税率変更に伴い、新税率 10％の価格に変更となります。 

※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。 ※商品の価格は予告なく変更する場合があります。 ※店舗によって販売価格が異なる場合がございます。 
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▲パレードのイメージ 
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３：ハロウィンワークショップに参加しよう 

かぼちゃやおばけの形の粘土キャンドル、ハロウィンポンポン(髪飾り)、ハロウィンリースなどを作るワークショップを開催します。 

◆開催場所…横浜店／博多店 

◆9 月の開催日 

・9 月 21 日(土)～9 月 23 日(月・祝)…ふわふわビーズ 

・9 月 28 日(土)、9 月 29 日(日)…ハロウィンポンポン(髪飾り) 

◆所要時間…10～30 分 

◆参加料金…324 円～756 円(税 8％込) 

330 円～770 円(税 10％込) 

※10 月のワークショップスケジュールはハムリーズ公式サイトでお知らせします。 

※開催時間は店舗によって異なります。 

 

４：フェイスペイントキャンペーン 

対象商品をご購入いただくと、無料でフェイスペイントができます。 

店内の「アート＆クラフトコーナー」でスタッフにレシートを提示すると、 

その場で顔や手などにペイントができるサービスです。 

(対象商品 1 つにつき 1 回フェイスペイントができます。) 

◆開催時間…14：00～17：00 

 

５：「#ハムリーズ」・「#シュライヒ」をつけて Twitter に写真をアップしよう 

店内に設置しているシュライヒの「恐竜モニュメント」」と一緒に写真を 

撮り、「#ハムリーズ」・「#シュライヒ」をつけて Twitter にアップすると、 

その場でお菓子がもらえます。さらに、抽選で、30 名様に「シュライヒ 

恐竜キーホルダー」、３名様に「トリケラトプス」、「ステゴサウルス」、 

「ディロフォサウルス」のフィギュア、いずれか１体をプレゼントします。 

(キャンペーンの詳細はハムリーズ公式サイトでお知らせします。) 

 

《参加方法》 

①恐竜のアイテムを持って、恐竜モニュメントと一緒に写真を撮ろう！アイテムは、撮影用に設置してあるものを使ってね！ 

②ハムリーズ公式 Twitter(@HamleysJp)をフォローして、撮影した写真を「#ハムリーズ」・「#シュライヒ」をつけて Twitter にアップしよう！ 

③投稿した画面をハムリーズのスタッフに見せると、その場でお菓子がもらえるよ！さらに、抽選で、30 名様に「シュライヒ恐竜キーホルダー」、 

３名様に「シュライヒ恐竜フィギュア」をプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

※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。 ※画像はイメージです。 

※2019 年 10 月 1 日以降は消費税率変更に伴い、新税率 10％の価格に変更となります。 
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▲恐竜モニュメントと一緒に写真を撮ろう！ 

▲粘土キャンドル ▲ハロウィンリース 

▲フェイスペイント イメージ 

◀シュライヒ恐竜キーホルダー 一例 ◀シュライヒ恐竜フィギュア 

▲ワークショップイメージ(ふわふわビーズ) 

▲ハロウィンポンポン(髪飾り) 
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ハムリーズとは 

ハムリーズは 259 年の歴史を持つ英国最古の玩具店として、2018 年に世界 19 か国目として日本に上陸しました。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！(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！ 

 

 

 

 

 

ハムリーズ 東京駅店 

《所在地》 

東京都千代田区丸の内１丁目９−１ 

東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート内 

《営業時間》 

10：00～20：30 

 

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」1・2F 

《営業時間》 

10：30～21：00 

 

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サウスビル B1 

《営業時間》 

10：00～21：00 

 

 

 

 

※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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ハムリーズ公式サイト https://www.hamleys.jp/ 

https://www.hamleys.jp/

