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今年もサンタがやってくる！クリスマスの準備はハムリーズで！ 

「ハムリーズ クリスマス」開催 
2020 年 11 月 20 日(金)～12 月 25 日(金) 

 

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、クリスマスイベン

ト「ハムリーズ クリスマス」を、2020年11月20日(金)から12月25日(金)まで開催します。 

ハムリーズは、一緒に遊んで体験していただける仕掛けがあふれた玩具店。一般流通品から、プライベートブランドの商品まで、多数

のおもちゃを取りそろえております。店内には、アーケードゲームやクレーンゲームをそなえた『カーニバルコーナー』、屋内キッズパークの『プ

レイルーム』、更には、ぬいぐるみギフト専門店『Fuzzbuzz
フ ァ ズ バ ズ

 by
バ イ

 Hamleys
ハ ム リ ー ズ

』※1 や、カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』※2 が

入り、多彩なラインアップで、お子さまから大人まで、おもちゃを遊んで・選べる愉しみに溢れた玩具店です。 

※1 『Fuzzbuzz by Hamleys』…花を贈るようにぬいぐるみを贈る Wrap Wrap(ラップラップ)サービスがある、ぬいぐるみギフト専門店。 

※2 『ガシャポンのデパート』…日本最大級のカプセルトイ専門店。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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/ 

 

 

 

 

《大切な人への贈り物はハムリーズ！ハムリーズのおすすめ商品 15 選！》 

こんな今こそ、お子さまに考える力や想像力を働かせながら生活力と沢山の学びを与えてくれるおもちゃをセレクトしました。 

《クリスマスの準備はハムリーズへ！お得で、楽しい企画が盛りだくさん》 

1：サンタクロースがやってくる。クリスマスベアツリーが登場！ 

2：ハムリーズからのクリスマスプレゼント！ 選べる購入特典！ 

3：プレゼントは「ザ・プリンス パークタワー東京の宿泊券」！ クリスマス SNS キャンペーン！ 

 
©Hamleys - 2020 - All rights reserved 

https://www.hamleys.jp/


 

©Hamleys - 2020 - All rights reserved 

「ハムリーズ クリスマス」開催 添付資料(1/3) 

《ハムリーズ おすすめおもちゃ》 
今年ハムリーズがお届けしたいおもちゃのキーワードは「自由に遊べるおもちゃ」。おもちゃはお子さまに生活力をつけ沢山の学びを与えてくれるもの、とハムリーズは考えて 

います。こんな時代だからこそ、考える力、想像力を働かせながら遊ぶ、王道のおもちゃを選びました！プログラミングトイは楽しみながら思考力、問題解決力を高め、 

ごっこ遊びおもちゃは生活力、相手への想像力を育みます。 動きがあり音があり、自由に変化させることができる、そんなおススメおもちゃ 8 選です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

《『Fuzzbuzz by Hamleys』おすすめ商品》 

クリスマスギフトにぴったりなぬいぐるみを選べる専門店ならではの幅広い品揃え！贈るお相手を思い浮かべながら選んでいただいたぬいぐるみと花のぬいぐるみを一緒に

ラッピングいたします。特別にクリスマスに合うラッピングをご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

《『ガシャポンのデパート』おすすめ商品》 

日本最大級 2,200 面！キャラクターから雑貨まで圧倒的な品揃えはもはや“デパート”！Xmas プレゼントに、もうひと花を添えるのにピッタリ！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※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 

▲花束ラッピングサービス一例 

▲イワモトのミルクボーロ シャカシャカチャーム 

※本商品は食べられません 

価格：300 円/1 回(税込) 

©2020 IWAMOTO SEIKA Co.,Ltd. 

▲おにぎりん具 

価格：300 円/1 回(税込) 

©KITAN CLUB 

▲野鳥が生まれる たまごのぬいぐるみ 

価格：300 円/1 回(税込) 

©Qualia 

▲トランスフォーム ウォールレーサー 

4,378 円(税込) 

大人気のウォールレーサーがロボットに

変身。手先を使い空間の使い方を楽

しみながら学ぼう。 

▲本格的！ 

ライトアップ プリンセスバニティ 

5,500 円(税込) 

ボリュームたっぷりのアクセがついて、本格

的ななりきり遊びをしよう。 

▲ベーシックドールストローラー 

1,320 円(税込) 

ハムリーズ大人気のドールストローラー。

大好きな人形を乗せてお世話ごっこを

しよう。 

▲プルーゴ リンク 

6,270 円(税込) 

磁石になっているブロックを積み上げるゲ

ームを楽しみながら STEM を学べるおも

ちゃ。想像力や考える力を伸ばそう！ 

▲アルファベットとピアノの多機能 

知育テーブル 

5,346 円(税込) 

ライトがつくピアノや赤ちゃんの五感を刺

激！テーブルは足がたためて便利。 

▲すみっコぐらし すみっコキャッチ 

6,039 円(税込) 

専用スティックを使って、かわいいすみっ

コたちと一緒に遊ぼう！ 

▲メルちゃんフルーツい～っぱい！

いちごのおふろセット 

6,589 円(税込) 

限定ヘアーカラーのメルちゃんがセットにな

った楽しいおもちゃ。お湯で髪の毛の色が

変わります。 

▲ころがスイッチドラえもん  

ボックス ステージキット 

7,689 円(税込) 

プログラミング思考を学べる大人気おも

ちゃ。大人も一緒に遊ぼう！ 

▲アレンジボックスサービス一例 

 
 

▲Fuzzbuzz by Hamleys 限定 

プレッピースタイル ミッフィー 

4,180 円(税込) 

© Mercis bv 

▲リースラッピングサービス一例 



 

「ハムリーズ クリスマス」開催 添付資料(2/3) 
 

1：サンタクロースがやってくる。クリスマスベアツリーが登場！                                      

 

●サンタクロースがやってくる 

海外から招いた、サンタクロースが登場し、お子さまとおしゃべりしたり、一緒に記念写

真を撮ったりすることができます。 

◆開催日：2020 年 12 月 12 日(土)、13 日(日)、19 日(土)、20 日(日)、

24 日(木)、25 日(金) 

◆開催場所：横浜店／博多店 

※1 日 3 回開催予定。開催時間、参加方法はハムリーズ公式サイトでお知らせし

ます。 

 

 

●クリスマスベアツリー登場 

くまのぬいぐるみが飾られた、大好評だったクリスマスツリーが、今年も横浜店・博多店に登場します。 

◆開催日：2020 年 11 月 20 日(金)～12 月 25 日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2：選べる＆もらえる！クリスマス・スペシャル購入特典                                           
 

開催日：2020 年 11 月 20 日(金)～12 月 25 日(金) 

●ハムリーズの商品を税抜き 5,000 円以上購入で、ハムリーズオリジナルの「ドリンクボトル」 

または、「マグカップ」のお好きな方を１つプレゼントいたします。 

●ハムリーズの商品を税抜き 1,000 円以上ご購入で、クリス

マスショッパーをプレゼントいたします。 

※限定数。無くなり次第終了。 

 

 

 

 

3：プレゼントは「ザ・プリンス パークタワー東京の宿泊券」！ クリスマス SNS キャンペーン！                                   

開催日：2020 年 12 月 1 日(火)～12 月 25 日(金) 

Hamleys Japan 公式 Twitter をフォローして、対象のツイートをリツイートすると、
抽選でハムリーズのおもちゃセット付き、ザ・プリンス パークタワー東京の宿泊券が 
“５組様に当たる”！フォロー＆リツイート！キャンペーンです。 

◆キャンペーン対象アカウント： 

Hamleys Japan 公式 Twitter 

◆応募方法 

①対象のアカウントをフォロー 

②対象のツイートをリツイート 

 

 

 

 

※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。  

▲ハムリーズオリジナル 

マグカップ 

©Hamleys - 2020 - All rights reserved 

▲ハムリーズオリジナル  

ドリンクボトル 

 

▲クリスマスデザイン 

ハムリーズショッパー 

Copyright © PRINCE HOTELS, INC. All rights reserved 



 

「ハムリーズ クリスマス」開催 添付資料(3/3) 

 

《ハムリーズとは》 

今年創業 260 周年を迎えるハムリーズは、英国最古の歴史ある玩具店で、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 B1F 

《営業時間》 

10：00～21：00 

 

※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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ハムリーズ公式サイト https://www.hamleys.jp/ 
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