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ハムリーズでクリスマスイベントを開催！ 

「HAVE A HAMLEYS CHRISTMAS」 
2021 年 11 月 13 日(土)～12 月 25 日(土) 

 

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と博多店にて、クリスマスイベン

ト「HAVE A HAMLEYS CHRISTMAS」を、2021年11月13日(土)から12月25日(土)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、ぬいぐるみ綿入れ体験のできる『Forever Friends』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・選べる楽しみにあふれた玩具店です。 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細は次ページをご覧ください】 

なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)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】https://bandainamco-am.force.com/FAQ/s/ 【公式サイト】https://www.hamleys.jp/ 

 

 
 

《ハムリーズのおすすめおもちゃ》 
ハムリーズのクリスマスにおすすめおもちゃを厳選してご紹介！ 

《クリスマスのハムリーズは！》 

1：ハムリーズ名物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！購入特典！ 

3：「ザ・プリンス パークタワー東京」「東京プリンスホテル」の宿泊券が当たる！Twitter キャンペーン開催！ 
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ハムリーズでクリスマスイベントを開催！「HAVE A HAMLEYS CHRISTMAS」 添付資料(1/3) 
 

《ハムリーズ おすすめおもちゃ》 
今年クリスマスにハムリーズがおすすめするおもちゃは、多様性や個性を尊重できる感性、発想力を育むおもちゃを取りそろえました。バラエティに富んだラインアップの商品

を掲載したクリスマスカタログの中から厳選した 8 商品をご紹介します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

《お花のぬいぐるみとかわいいベアのオリジナル花束》 

選んでいただいたぬいぐるみと花のぬいぐるみを合わせて、ご希望のラッピングでお包みいたします。お花は 10 色展開です。ぬいぐるみもオリジナルにこだわりたい方には、

綿入れからオリジナルベアのショーティーとブレッディをつくれる『Forever Friends』がおすすめ！ 

 

 

 

クリスマスカタログはこちらからダウンロードできます。(https://www.hamleys.jp/xmascatalog2021/pdf/HamleysXmasCatalog2021.pdf) 

※ラッピングは有料サービスです。 ※ラッピング商品は、参考価格です。 ※クリスマスカタログ有効期間、11/13(土)～12/26(日)が表記価格の対象です。 

《ハムリーズのクリスマスカタログ特典》 

ハムリーズ横浜店、博多店で 11 月 13 日(土)～配布を開始するクリスマスカタログには、おすすめのおもちゃのご紹介

の他に素敵な特典があります。 

①「CHRISTMAS PAPER CRAFT」 

ペーパークラフトのミニツリーが作れるキット！サンタさんへのお手紙も書けて 2 倍楽しい仕様になってい 

ます。サンタさんへのお手紙は、子どもたちのお願いがわかるツールとしてご家庭でご使用いただけます。 

 

②カタログ限定 500 円クーポン 

カタログ限定 500 円クーポンは、その場ですぐにご使用できます。 

 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

▲ベアとリース花束 

4,950 円 

▲チェーンリアクション ドミノーズ

2,640 円 

ピタゴラス式ドミノを作れるDIY キット！

作るところから楽しく、ボリューム満点な

アイテムが、今だけの特別価格！ 

▲パワートレッズ 

3,630 円 

キャタピラで、どんなコースも自在に進める

車のおもちゃ！付属のキットと組み合わせ

て、家中がコースになる！バイヤー一押し

のアイテムです。 

▲ふわふわうさぎ 

1,650 円 

ハムリーズ限定のパステルカラーがとって

もかわいいうさぎちゃん。たれ耳で癒され

ます。 

▲ライトアップ プリンセスバニティ 

4,000 円 

ハムリーズで大人気のバニティテーブル

は、ボリュームたっぷりのアクセサリーがつ

いて、プレゼントにピッタリなアイテム！ 

▲ＧｒａｖｉＴｒａｘ ＰＲＯ 

スターターセット 

9,900 円 

上級者向けの、GraviTrax PRO が登

場。従来品との互換性もあり、いままでの

コースを進化・パワーアップ可能！ 

▲ねじハピ メガＤＩＹセット 

5,440 円 

はじめてでも簡単！ねじハピで本格

DIY 体験！お片付けが楽しくなる大き

なハウスシェルフを作ろう。 

▲パパ パンダ 

4,400 円 

ハムリーズ限定のパンダのぬいぐるみ。や

わらく、思わず抱きつきたくなる大きなサイ

ズ感。お座りサイズで 70cm！ 

▲RC スケータードール ローラ

2,900 円 

車やドローンだけじゃない！とても可愛

らしく、ユニークなリモートコントロールトイ

は、ハムリーズだけ！ 

▲ショーティー＆ブレッディ 

ギフトボックス 

12,000 円 

 

▲ぬいぐるみ綿入れ体験 

『Forever Friends』 

3,960 円 / 1 体製作 

▲ウインターベア花束 

2,850 円 
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ハムリーズでクリスマスイベントを開催！「HAVE A HAMLEYS CHRISTMAS」 添付資料(2/3) 
 

1：ハムリーズ名物クリスマスベアツリーが登場！                                               

●クリスマスベアツリー登場 

くまのぬいぐるみが飾られ、ハムリーズのクリスマスのシンボルとなりつつあるクリスマスベアツリーが、 

今年も横浜店・博多店に登場します。 

◆開催期間：2021 年 11 月 13 日(土)～12 月 25 日(土) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2：ハムリーズからのクリスマスプレゼント！購入特典！                                          
 

開催期間：2021 年 11 月 13 日(土)～12 月 26 日(日) 

●ハムリーズにて商品を税込み 2,000 円以上ご購入で、クリスマスギフトバッグをプレゼ

ントいたします。 

※一番くじ公式ショップ、仮面ライダーストア、ナンジャタウン出張所、ガシャポンのデパー

ト、キャラポップストアのご利用金額は除く 

 

 

 

 

 

3：「ザ・プリンス パークタワー東京」「東京プリンスホテル」の宿泊券が当たる！ クリスマス Twitter キャンペーン！         

開催期間：2021 年 12 月 1 日(水)～12 月 25 日(土) 

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、

抽選でザ・プリンス パークタワー東

京(デラックスツインルーム 東京タ

ワー側)と東京プリンスホテル(レジ

デンシャルスイートルーム)の宿泊

券が“合計 10 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 

詳しい情報は、ハムリーズホームページ、ハムリーズ公式 Twitter アカウントにて発表いたします。 

 

 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

▲クリスマスギフトバッグ 
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ハムリーズでクリスマスイベントを開催！「HAVE A HAMLEYS CHRISTMAS」 添付資料(3/3) 

《ハムリーズとは》 

2020 年に創業 260 周年を迎えたハムリーズは、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。 ※画像はイメージです。 

 
 

ハムリーズ公式サイト https://www.hamleys.jp/ 
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