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英国発の遊べるおもちゃ屋さん「ハムリーズ」オープン 1 周年記念！ 

キャラクター大集合！スペシャル価格のおもちゃ！プレゼント盛り沢山！のイベントを開催 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する英国発の世界最“幸”の遊べる玩具店ハムリーズは、横浜店が11月30日

(土)、博多店が12月1日(日)にオープン1周年を迎えます。これを記念して、横浜店・博多店で2日間限定のイベント「ハムリーズ 

1st ANNIVERSARY」を、2019年11月30日(土)、12月1日(日)に開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 ※画像はイメージです。 ※価格は税込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《ハムリーズ 1st ANNIVERSARY》 

1：キャラクター大集合！ 

   横浜店…エンターテイナーが勢ぞろいし、スペシャルステージを開催します。 

   博多店…「ハムリー」、「ハッティ」、「パディントン ベア™」、「モンチッチ」、「リカちゃん」、「ショコラウサギの女の子」の 

グリーティングを開催します。 

2：スペシャル価格！100円、1,000円で商品販売！ 

3：プレゼント盛りだくさん！ 

≫先着100名様にハムリーズオリジナルノートプレゼント 

≫レジご利用の方へ、ハムリーズオリジナル1周年記念ステッカーをプレゼント！ 

≫オープニングセレモニーご参加の方へ、お菓子詰め合わせをプレゼント！ 

≫対象商品を購入で、もう1商品プレゼント！ 

4：毎日1名様におもちゃをプレゼント！ツイッターキャンペーンを開催！ 

5：1周年記念のフォトプロップスが登場！ 
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1：キャラクター大集合！ 

《横浜店：エンターテイナーが勢ぞろいし、スペシャルステージを開催！》 

ハムリーズのキャラクターオールキャストが集合するオープニングセレモニーや、個性豊かなステージショーを開催します。 

●開催日：2019年11月30日(土)、12月1日(日) 

【開催内容】 

お店のオープンを告げる鐘を鳴らす「オープニングセレモニー」(10：25～)は、「ハムリー」、「ハッティ」、ハムリーズのエンターテイナーが大

集合したオールスターバージョンで 1 周年のオープニングを盛り上げます。さらに、店内のハムリーズステージでは、エンターテイナー達が

繰り広げる 2 日間限定のスペシャルステージを開催します。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

《博多店：大人気キャラクターたちのグリーティングを開催！》 

「ハムリー」、「ハッティ」、「パディントン ベア™」、「モンチッチ」、「リカちゃん」、「ショコラウサギの女の子」のグリーティングを店内で開催しま

す。 

●開催日：2019年11月30日(土)、12月1日(日) 

【開催内容】 

お店のオープンを告げる鐘を鳴らす「オープニングセレモニー」(９:55～)には、「ハムリー」、「ハッティ」、ハムリーズのエンターテイナーに加

えて、「パディントン ベア™」、「モンチッチ」、「ショコラウサギの女の子」が登場し、オープニングを盛り上げます。さらに、店内各所で、「パ

ディントン ベア™」、「モンチッチ」、「ショコラウサギの女の子」、さらに「リカちゃん」と握手や撮影ができるグリーティングや、ハムリーやハッ

ティ、エンターテイナー達が、お客さまと一緒に踊る「ハムリーズパレード」(11：00～/15：00～)を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。 

パディントン ベア™ 

▲エンターテイナー ▲左：ハムリー 右：ハッティ 
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モンチッチ リカちゃん ショコラウサギの女の子 
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２：スペシャル価格！100 円、1,000 円で商品販売！ 

1 周年を記念した、2 日間だけのスペシャル価格の商品を販売します。 

《100 円の商品》 

   

HAMLEYS リユーザブルバッグ 

LONDON 

(通常価格：330 円) 

HAMLEYS リユーザブルバッグ 

HAMLEYS 

(通常価格：330 円) 

HAMLEYS リユーザブルバッグ 

BEAR 

(通常価格：330 円) 

《1,000 円の商品》 

  

Walking & Talking Unicorn 

 [色：White・Purple] 

(通常価格：2,750 円) 

Hamleys DRAWING BOARD 

マジックドローイングボード 

(通常価格：2,440 円) 

 

3：プレゼント盛りだくさん！ 

《先着 100 名様にハムリーズオリジナルノートプレゼント》 

11月30日(土)、12月1日(日)の2日間、横浜店・博多店にて、商品をご購入の方にハムリーズ 

オリジナルのノートをプレゼントします。※各日、各店先着25名様(合計100名様) 

《レジご利用の方へ、ハムリーズオリジナル 1 周年記念ステッカーをプレゼント！》 

商品をご購入の方や、店内のプレイルーム、ハムリーズカフェをご利用いただいた方に、 

1 周年記念ステッカーをプレゼントします。※数量限定 

《オープニングセレモニーご参加の方へ、お菓子詰め合わせをプレゼント！》 

お店のオープニングセレモニーにご参加いただいた方へ、お菓子の詰め合わせをプレゼントします。 

※数量限定 

《対象商品を購入で、もう 1 商品プレゼント！》 

●風船のようにふくらむ「マグニフィセントバブルス 4 本セット」(2,200 円)を購入すると、 

「マグニフィセントバブルス」をもう 1 本プレゼント！(色はお選びいただけます) 

●専用のチューブにセットして息を吹き込むとスプレーに変わる不思議なペン「スプレイザセット」 

(2,200 円)を購入すると、「スプレイザ ステンシル」を 1 つプレゼント！ 

 

 

※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。 ※価格は全て税込みです。 
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▲ノート ▲1 周年記念ステッカー 

▲マグニフィセントバブルス 4 本セット購入で

もう 1 本プレゼント！ 

▲スプレイザセット購入でステンシルをプレゼント！ 
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4：毎日 1 名様にプレゼント！対象ツイートをリツイートしておもちゃをもらおう！ 

期間中、日替わりで投稿する対象ツイートをリツイートしてくれた方の中から、 

毎日抽選で 1 名様に「スナップイット」や「ペドロ」などのハムリーズの自慢の 

おもちゃをプレゼントします。 

《応募方法》 

①：ハムリーズ公式ツイッターアカウント(@HamleysJp)をフォロー。 

②：期間中毎日ツイートする対象のツイートをリツイート！ 

抽選で毎日 1 名様におもちゃをプレゼントします。 

《キャンペーン期間》 

2019年11月23日(土・祝)～11月29日(金) 

 

※対象ツイートは日替わりです。ツイート内容、プレゼントするおもちゃが異なります。 

 

5：1 周年記念のフォトプロップスが登場！ 

1 周年を記念したフォトプロップスを店内に設置します。 

来店の記念として撮影できるほか、年賀状にもぴったりなデザインも用意しています。 

 

 
 

《ハムリーズクリスマス開催中！》 

遊べるおもちゃ屋さん「ハムリーズ」で最高のクリスマス体験を！クリスマスプレゼントを開けるときのワクワクや感動は特別な瞬間。 

ハムリーズでは、この冬すべてのお客さまに“最高のクリスマスの瞬間”を体験いただくためのお手伝いをします。 

◆ハムリーズのプライベートブランドのおもちゃを含め 5,500 円以上購入した方に、まるで映画の中のクリスマスプレゼントのように仕上

がる、ハムリーズオリジナルの「プレゼントボックス」をプレゼントします。 

※数量限定のためなくなり次第終了となります。 

◆ハムリーズでサンタさんに会える！お手紙を渡して、一緒に写真を撮ろう！ 

◆ミニクリスマスツリーが作れるワークショップを開催します。(有料) 

 

 

 

 

 

●開催期間：実施中～2019年12月25日(水)まで 

●開催場所：横浜ワールドポーターズ店 / キャナルシティ博多店 

●特設サイト：https://www.hamleys.jp/lp/christmas2019/ 

 

※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。 ※価格は全て税込みです。 
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▲プレゼント一例 「スナップイット」 

開いたり閉じたりするだけで簡単にキャッチボールができる！ 

▲プレゼント一例 「ペドロ」 

大きくてフワフワなペンギンのぬいぐるみ 

https://twitter.com/HamleysJp
https://www.hamleys.jp/lp/christmas2019/
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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。 

 

 

 

 

 

 

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 2-2-1 

横浜ワールドポーターズ「ワールドポーターズビブレ」1・2 階 

《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 1-2-74 

キャナルシティ博多サウスビル B1 

《営業時間》 

10：00～21：00 

 

ハムリーズ 東京駅店 ※1st ANNIVERSARY イベント対象外 

《所在地》 

東京都千代田区丸の内 1-9-1 

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 ラゾーナ川崎プラザ店 ※1st ANNIVERSARY イベント対象外 

《所在地》 

神奈川県川崎市幸区堀川町 72-1 

「ラゾーナ川崎プラザ」Plaza West 4 階「namco」内 

《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。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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ハムリーズ公式サイト https://www.hamleys.jp/ 

https://www.hamleys.jp/

