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花を贈るようにぬいぐるみが贈れる！ 

ぬいぐるみギフト専門店 
ファズバズ      バイ     ハムリーズ 

『Fuzzbuzz by Hamleys』をハムリーズ内にオープン 
2020年9月18日(金)横浜店、10月2日(金)博多店 

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内に、贈り物におすすめの、日本最大

級のぬいぐるみギフト専門店『Fuzzbuzz by Hamleys』を、2020年9月18日(金)「ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店」、10月

2日(金)「ハムリーズ キャナルシティ博多店」内にオープンします。 

コロナ禍で不安やストレスが蔓延する昨今、人に気持ちを伝えるギフトにもぬくもりや癒しが求められています。『Fuzzbuzz by 

Hamleys』は、お子さまへのプレゼントはもちろん、お祝い事や季節のご挨拶など、様々なシーンでご活用できる、1000 種類を超える

ぬいぐるみを品ぞろえし、柔らかな綿毛状の(Fuzzy)ぬいぐるみを贈るとき、贈られたとき、そして手にしたときの暖かく、優しく、楽しい気

持ちが、たくさんの人に伝わる(Buzz)お手伝いをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 
 

【お客さまお問い合わせ先】 0120-258-858 (受付時間 10:00～17:00) 【公式サイト】https://www.hamleys.jp/ 

 

 

  

《特徴》 

１：花を贈るようにぬいぐるみを贈る Wrap Wrap(ラップラップ)サービス 

人と直接接することができにくいコロナ渦の背景を受けて、『ぬいぐるみを Wrap(包む)し、相手への感謝やお祝いの気持ちを Wrap(包

む)する。』 がコンセプトの想いを伝えるサービスで、大切な方へ気持ちを伝えるお手伝いをします。※全国発送承ります。 

２：ハムリーズだからこそできる複数の Shop in Shop 

   老舗ブランド、人気ブランドのショップが Shop in Shop として、Fuzzbuzz by Hamleys に登場。 

３：日本最大級の厳選された品ぞろえ 

   限定輸入品から、ぬいぐるみ職人が手掛けた日本製のものまで、1000 種類を超えるぬいぐるみを厳選し取りそろえております。 
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１：ぬいぐるみを花のように贈れる Wrap Wrap(ラップラップ)サービス                              

ふわふわして可愛いぬいぐるみは、癒しの効果もあると言われ、お子さまから大人まで、プレゼントに最適です。「Fuzzbuzz by Hamleys」では、誕
生日、結婚祝い、クリスマスプレゼントなどのシーンに応じて、様々なラッピングサービスをご用意。ぬいぐるみは単なる玩具ではなく“大切な人に思いを
伝えるギフト”をコンセプトに、ぬいぐるみだけで花束のようにコーディネートされたオリジナルラッピングサービス、メッセージプレート、メッセージカード、ご祝
儀袋、ハムリーズギフトバッグ(赤い不織布)に名前やメッセージの刺繡入れサービスなどにより、世界に
一つだけのパーソナルなギフトを提案します。 
※Wrap Wrap(ラップラップ)サービスは全て有料となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２：ハムリーズだからこそできる複数の Shop in Shop    ※アルファベット順                          

老舗ブランド、人気ブランドのショップが Shop in Shop として、Fuzzbuzz by Hamleys に登場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３： ハムリーズだからこその厳選された品ぞろえ                                              

ハムリーズだけの Fuzzbuzz 厳選商品が多数。新商品も続々入荷。 

 

 

※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。 

1972 年にオーストラリアで創業して以来、2018 年 3 月まで地球上に生息する動物

を中心に 7000 種以上の様々な生物を研究し、細部までリアルに再現したぬいぐるみ

を製造。 

大正 12 年から続く老舗おもちゃメーカーです。 

単純なゼンマイ仕掛けで動く小さな玩具から、モーター、センサー等のエレクトロニクスを

組入れた複雑な動作の玩具まで幅広く商品化を進めています。 

 

 
シュタイフ社(Steiff）は、1880 年にドイツで誕生し、世界で初めてテディベアを作り

ました。テディベアを語る上で欠かすことの出来ない歴史的なトップブランドです。 

Ty INC.(タイ インク)は 1986 年アメリカで Mr.Ty Warner が設立。以

来 、ぬいぐるみ業 界 を牽 引 し、最 高 品 質 のぬいぐるみ商 品 の開 発 と製 造 に

努めてきました。 

 

▲ハムリーズ限定  

 

▲ハムリーズ限定 

 

▲ぬいぐるみ職人が手掛けた日本製のもの  

 

▲Fuzzbuzz オリジナル  

 

▲刺繡入れサービス一例 ▲プレゼントイメージ 

▲店頭イメージ 

▲Wrap Wrap (ラップラップ)サービス一例 

▲プレゼントボックス一例 ▲ぬいぐるみお着替え衣装一例 

© IWAYA Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

© HANSA. ALL RIGHTS RESERVED. 

© Margarete Steiff GmbH 2020 

© 2020 Ty Inc. Oakbrook, IL U.S.A. 
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《Fuzzbuzz オープン記念キャンペーン》 

＜その１＞ 

 

 

 

タイトル：Fuzzbuzz by Hamleys ぬいぐるみ写真コンテスト 

      supported by HANSA ・ イワヤ ・ シュタイフ ・ Ty 

内  容 ：「ぬいぐるみ愛」をテーマにした写真をインターネット上で一般公募し、厳正なる審査を経て、グランプリ等の各賞を決定するコンテストです。 

写真ﾃｰﾏ ：『ぬいぐるみ愛』 

応募条件：ぬいぐるみを撮影した写真であること 

※推奨ぬいぐるみ：Fuzzbuzz・Hamleys・HANSA・イワヤ・シュタイフ・Ty 

※推奨ぬいぐるみ以外の作品もご応募いただけます。 

応募期間：2020 年 9 月 10 日(木) 11 時 00 分 ～ 2020 年 11 月 15 日(日) 23 時 59 分  

結果発表：2020 年 12 月４日(金) ※厳正なる審査の結果、ハムリーズ公式サイトにて発表します。 

 

各   賞：グランプリ(1 作品)    ：賞金 10 万円・副賞 ぬいぐるみ  

準グランプリ(1 作品)   ：賞金 3 万円・副賞 ぬいぐるみ  

特別賞 HANSA 賞(1 作品)  ：賞金 1 万円・副賞 HANSA ぬいぐるみ  

特別賞 イワヤ賞(1 作品)   ：賞金 1 万円・副賞 イワヤぬいぐるみ  

特別賞 シュタイフ賞(1 作品)  ：賞金 1 万円・副賞 シュタイフぬいぐるみ  

特別賞 Ty 賞(1 作品)   ：賞金 1 万円・副賞 Ty ぬいぐるみ  

佳作(5 作品)   ：賞金 5 千円・副賞 ぬいぐるみ  

 

展示期間：2020 年 9 月 10 日(木) ～ 2021 年 1 月 29 日(金) 

展示場所：ハムリーズ公式サイト、ハムリーズ店内 

応募方法：ハムリーズ公式サイトの応募フォームからご応募ください。   【公式サイト】https://bandainamco-am.sun-arrows.co.jp/fuzzbuzz/ 

 

 

＜その２＞ 

バラのぬいぐるみの花束が当たる！Instagram フォロー＆「いいね」キャンペーン 

Hamleys Japan 公式 Instagram アカウント@hamleys.japan をフォローし、キャンペーン投稿に 

「いいね」すると、抽選で合計 6 名様に Fuzzbuzz by Hamleys のぬいぐるみギフトが当たります！ 

応募期間：2020 年 9 月 10 日(木) ～ 2020 年 10 月 31 日(土) 

プレゼント：①100 本のバラのぬいぐるみ花束 1 名様 

       ②ギフトラッピングしたぬいぐるみ 5 名様 

当選発表：11 月 2 日(月)から随時、DM にてご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
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当キャンペーンで当たる『100 本のバラのぬいぐるみ花束』は、販売も行っております。 

バラの花には、色や本数によって、様々な花言葉があり、ギフトに最適です。 

●色の一例  ・赤色 「あなたを愛しています」「愛情」「美」「情熱」「熱烈な恋」「美貌」 

・ピンク色 「しとやか」「上品」「可愛い人」「美しい少女」「愛の誓い」 

・青色 「夢かなう」「奇跡」「神の祝福」 

●本数の一例 ・1 本 「一目ぼれ」「あなたしかいない」 

・24 本「一日中思っています」 

・100 本「100％の愛」 

https://bandainamco-am.sun-arrows.co.jp/fuzzbuzz/


 

 

《ハムリーズとは》 

ハムリーズは 260 年の歴史を持つ英国最古の玩具店として、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。 

 

 

 

 

 

Fuzzbuzz by Hamleys 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 階 

《営業時間》 

10：30～21：00 

《規模》 

面積 ：約 66.14 坪 

 

Fuzzbuzz by Hamleys 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 B1F 

《営業時間》 

10：00～21：00 

《規模》 

面積 ：約 53.01 坪 

 

※コロナウイルス感染拡大防止のため営業時間が異なる場合がございます。詳しくは、ハムリーズ公式サイトをご確認ください。 

 

《店舗における新型コロナウイルス感染症対策について》 

ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店／キャナルシティ博多店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っております。 

・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。 

・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、 

各種感染対策を強化いたします。 

・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。 

・店内の一部のコーナーおよび催しを休止しておりますことをご了承ください。詳しくはハムリーズ公式サイトをご覧ください。 

〈お客さまへのお願い〉 

・ご来場の際はマスクの着用や咳エチケット等と併せてお客さま同士の対人距離確保へのご協力をお願いいたします。 

また、各施設内に手指消毒液をご用意しておりますのでご利用ください。 

・風邪の症状や 37.5°C 以上の発熱があり、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）があるお客さまにつきましては、 

ご入店をお断り申し上げます。 

 
 

 

 

 

※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。  
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