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憧れのヒーローになりきって楽しめるおもちゃと、
お祭り気分の楽しいおもちゃがハッピーセットに登場！

ハッピーセット 『ゴーバスターズ/
ゴーバスターズ/太鼓の
太鼓の達人』
達人』
2012 年 11 月 2 日（金）から限定販売
から限定販売！
限定販売！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長兼 CEO：原田 泳幸）では、男の子に
大人気の特撮テレビドラマ「特命戦隊ゴーバスターズ」のおもちゃと、楽曲に合わせて和太鼓を叩くゲーム
「太鼓の達人」に登場するキャラクターのおもちゃがセットになったハッピーセットを、11 月 2 日（金）から全国の
マクドナルドにて販売いたします。
「ハッピーセット」は、ハンバーガーやチキンマックナゲットにサイドメニューやドリンク、そしてマクドナルド
オリジナルの楽しいおもちゃがセットになったお子様向けのメニューで、年間販売個数が１億個を超える大人気の
商品です。
「特命戦隊ゴーバスターズ」は、男の子に大人気の特撮テレビドラマ「スーパー戦隊シリーズ」の作品です。
今回は、主人公の“レッドバスター”が使うアイテムや、一緒に戦う仲間のメカをモチーフにしたおもちゃなど
全 6 種類のラインナップで登場します。おもちゃは、“レッドバスター”になりきれるお面のほか、バスタービークル
CB-01 チーターが走ったり、飛び跳ねたりするおもちゃなど、アイテムの特徴にちなんだ、バラエティ豊かな
機能がついています。いずれも、ゴーバスターズになりきってお楽しみいただける魅力的なおもちゃです。
「太鼓の達人」（発売元：株式会社バンダイナムコゲームス）は、お気に入りの曲にのって太鼓を叩くだけで
楽しく遊べる、画面上に流れる音符に合わせて和太鼓を叩く、幅広い世代に大人気のリズムゲームです。
今回は、“どんちゃん”や“バチお先生”といった、「太鼓の達人」のキャラクターがモチーフになった、音が鳴る
おもちゃと動かして遊ぶおもちゃの、2 タイプが登場します。それぞれ、おもちゃとして遊ぶことができるほか、
スタンプやペン、定規などステーショナリーとして使うことができ、いつでもお祭気分で楽しめるラインナップです。
また、週末限定でハッピーセット「ゴーバスターズ/太鼓の達人」1 セット購入につき、「ゴーバスターズ」をお選び
いただいた方には、11 月 3 日（祝）・4 日（日）は「ダイスオーDX マクドナルド限定カード」を、11 月 10 日（土）・
11 日（日）には「ゴーバスターズ特命ファイル」をプレゼントいたします。また、「太鼓の達人」をお選びいただいた
方には、11 月3 日（祝）・4 日（日）は「太鼓の達人 おてがみシール」を、11 月10 日（土）・11 日（日）は「太鼓の達人
絵文字シール」をプレゼントいたします。

【ハッピーセット（イメージ）】

【ゴーバスターズ おもちゃ一例】

＜一般のお客様のお問い合わせ先＞
マクドナルド公式ホームページ
http://www.mcdonalds.co.jp/

【太鼓の達人 おもちゃ一例】

【ハッピーセット『
ハッピーセット『ゴーバスターズ／
ゴーバスターズ／太鼓の
太鼓の達人』
達人』】
■販売期間 ： 2012 年 11 月 2 日（金）～約 3 週間（予定）
■種
類 ： 「ゴーバスターズ」 全 6 種類
「太鼓の達人」 全 6 種類
（※各おもちゃには数量の限りがございますので、なくなり次第終了いたします。）

「ゴーバスターズ」（
ゴーバスターズ」（全
」（全 6 種類）
11 月 2 日（金）販売開始
①レッドバスター マスク

なりきって遊べる、レッドバスター
のお面です。耳の柄の長さが調整
できます。

②バスタービークル CB-01 チーター

③ソウガンブレード ソウガンモード

レッドバスターのバスターマシン。
おもちゃを平らなところで引いて
から、手を離すと走ります。

ゴーバスターズ達が持つソウガン
ブレードの双眼鏡。遠くのものが
大きく見えます。目の幅は調整
可能です。

11 月 9 日（金）販売開始

④チダ・ニック (バイク)

レッドバスターの相棒・チダ・
ニックが変形。車輪を平らな
ところで数回引いてから手を離すと
走ります。

⑤バスターアニマル CB-01 チーター

レッドバスターのバスターマシン。
ねじを回すと前に飛び跳ねます。

⑥ゴーバスターオー

3 体のバスターマシンが合体した
ロボット。スイッチを ON にし、
左手を前に動かすと、戦闘音が
鳴ります。

「太鼓の
太鼓の達人」（
達人」（全
」（全 6 種類）
11 月 2 日（金）販売開始
①ふりふりバチお先生

②ドドンとカード立て

③デンデンどんちゃんペン

片方のバチのスイッチを入れ振ると
太鼓の音が鳴ります。太鼓柄の
メモ帳が付いているため、太鼓を
たたいている気分が味わえます。

スイッチを入れて太鼓をたたくと
太鼓の音が鳴ります。お手持ちの
カードや写真をどんちゃんの手に
立てることもできます。

左右に回すとデンデン太鼓のかわい
らしい音が鳴ります。キャップを外す
とペンとしてもご使用いただけます。

11 月 9 日（金）販売開始

④どんちゃんのゴーゴーじょうぎ

定規の上でどんちゃんをはしらせる
ことができる定規です。どんちゃんを
定規から取り外し、走らせる事も
できます。

⑤どんちゃんのくるくるシール

ダ イヤルを回すと どんちゃんの
シールが出てくるおもちゃです。
ダイヤルをまわすと 同時にどん
ちゃんの顔の表情が変わります。

⑥ぺったんどんちゃんスタンプ

どんちゃんを走らせると、上のどん
ちゃんがバチをふります。また、どん
ちゃんのおしりがスタンプになって
います。

※ ご掲載の際には、下記クレジットをお入れいただきますよう、予めご了承ください。
「ゴーバスターズ」
ゴーバスターズ」
「太鼓の
太鼓の達人」
達人」

Ⓒ2012 テレビ朝日
テレビ朝日・
朝日・東映 AG・
AG・東映
Ⓒ2012 NAMCO BANDAI Games Inc.

【週末限定キャンペーン
週末限定キャンペーン】
キャンペーン】
ハッピーセット「ゴーバスターズ/太鼓の達人」1 セット購入につき、「ゴーバスターズ」をお選びいただいた方には、
11 月 3 日（祝）・4 日（日）は「ダイスオーDX マクドナルド限定カード」を、11 月 10 日（土）・11 日（日）には「ゴーバスターズ
特命ファイル」をプレゼントいたします。また、「太鼓の達人」をお選びいただいた方には、11 月 3 日（祝）・4 日（日）は
「太鼓の達人 おてがみシール」を、11 月10 日（土）・11 日（日）は「太鼓の達人 絵文字シール」をプレゼントいたします。
※先着順につき、なくなり次第終了となります。
※24 時間営業店舗では、土曜 AM5：00 からの配布となります。
■11 月 3 日（祝）・4 日(日) 先着プレゼント
「ダイスオーDX
ダイスオーDX マクドナルド限定
マクドナルド限定カード
限定カード」
カード」
ゴーバスターズの新フォーム「パワードカスタム」が
マクドナルド限定のダイスオーカードにいちはやく登場！

「太鼓の
太鼓の達人 おてがみシール」
おてがみシール」

※マクドナルドオリジナルの「レッドバスター」「ブルーバスター」
「イエローバスター」のダイスオーカード。3 種類の中から 1 枚プレゼント
いたします。どのカードがもらえるかはお楽しみです。

■11 月 10 日（土）・11 日(日) 先着プレゼント
「ゴーバスターズ特命
ゴーバスターズ特命ファイル
特命ファイル」
ファイル」

「太鼓の
太鼓の達人 絵文字シール
絵文字シール」
シール」

【ハッピーセット商品概要
ハッピーセット商品概要】
商品概要】
■販売エリア ： 全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
■販売時間 ： 全営業時間中
■販売内容 ： 【ブレックファストメニュー販売時間帯（5:00～10:30）】
プチパンケーキセット
430 円～440 円
ホットケーキセット
450 円～470 円
エッグマックマフィンセット
450 円～470 円
チキンマックナゲットセット
470 円～490 円
（上記セットには、ハッシュポテトまたはスイートコーンとドリンクSサイズ、おもちゃが含まれます。）

【レギュラーメニュー販売時間帯（ブレックファストメニュー販売時間帯以外）】
ハンバーガーセット
420 円～450 円
チーズバーガーセット
440 円～470 円
プチパンケーキセット
430 円～440 円
チキンマックナゲットセット
470 円～490 円
（上記セットには、マックフライポテト S サイズまたはスイートコーンとドリンク S サイズ、おもちゃが含まれます。）
※全て税込み価格です。
※ブレックファストのセットは一部販売していない店舗もございます。
※ドリンク S サイズは以下のいずれか 1 品になります。 （店舗によりお取り扱いしていないドリンクもございます。）
アップル 100、ミニッツメイド オレンジ、ミルク、野菜生活 100、爽健美茶、コカ・コーラ、コカ・コーラゼロ、ファンタ
グレープ、Qoo すっきり白ぶどう、マックシェイク（マックシェイクは、レギュラーメニュー販売時間帯のみ販売いたします。）
※コカ・コーラゼロには甘味料（アスパルテーム・L フェニルアラニン化合物）使用

