参考資料

2018 年 6 月 1 日
日本マクドナルド株式会社

報道関係各位

面白い仕掛け付きおもちゃでカッコよく変身できる！

ハッピーセット「仮面ライダービルド」

シュールな笑いで大人気！5 周年の「ぐでたま」がハッピーセットに登場！

ハッピーセット「ぐでたま」

6 月８日（⾦）から期間限定販売
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑兼CEO：サラ・エル・カサノバ）は、男の子を中心に
人気の特撮テレビ番組「仮面ライダービルド」と、男⼥問わず幅広い世代に人気のキャラクター「ぐでたま」のおもちゃがセットに
なった、ハッピーセット「仮面ライダービルド」「ぐでたま」を2018年6月8日（⾦）から期間限定で全国のマクドナルド（一部
店舗除く）にて販売いたします。

【ハッピーセット（イメージ）】

【仮面ライダービルド おもちゃ一例】

【ぐでたま おもちゃ一例】

「ハッピーセット」は、チーズバーガーやチキンマックナゲットなどのメインメニュー、サイドメニュー、ドリンク、おもちゃがセット
になったお子様向けのメニューです。お好みに合わせて野菜ジュースやスイートコーンなど100通り以上の組み合わせを
選べるメニューのバラエティーや、マクドナルド限定の楽しいおもちゃが好評の人気商品です。
今回のハッピーセットには、テレビ番組「仮面ライダービルド」の、カッコよく変身できる仕掛け付きなりきりアイテムや
アクションフィギュアなど、全6種が登場します。なりきりアイテムには、変身ベルトである「ビルドドライバー」や変身の
キーアイテムであるフルボトルとホルダーをモチーフにした「フルボトルホルダー」などが登場。アクションフィギュアには、
ラビットタンクフォームとホークガトリングフォームが登場します。各おもちゃには「フルボトルが光る」「銃のパーツが飛び出す」
「キックポーズで発射する」など、「仮面ライダービルド」に登場するアイテムや仮面ライダーの特⻑を表現した仕掛けが
付いています。
今年で5周年を迎えた「ぐでたま」は、幅広い世代に人気のキャラクターで、キャラクター単体でハッピーセットに
登場するのは今回が初めてです。「ぐでぐでとやる気のないたまご」であるぐでたまの世界観がつまった、仕掛け付き
おもちゃが全6種揃います。ぐでたまがシュールなセリフを言ったり、DJぐでたまが乗っているミラーボールが光るなど、
クスッと笑える仕掛け付きおもちゃとなっています。また、全てのおもちゃにストラップが付いており、かばんなどに付けて
お楽しみいただくことも出来ます。
期間中の6月9日(土)・10日(日)の2日間は、ハッピーセット「仮面ライダービルド」を1セット購入につき、「究極！！
ジーニアスシール！」1枚を、ハッピーセット「ぐでたま」を1セット購入につき「ぐでたま 5周年記念 いっぱいシール」1枚を
プレゼントいたします。
マクドナルドはこれからも「ハッピーセット」の販売を通じて、お子様の健全な成⻑に貢献し、ご家族の“ハッピーな笑顔が
あふれるお食事の場”を提供してまいります。
＜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/

【ハッピーセット「仮面ライダービルド」】
■販売期間 ： 2018 年 6 月 8 日（⾦）〜約 4 週間 （予定）
■種
類
： 「仮面ライダービルド」 おもちゃ 全 6 種類
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。
※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

■ハッピーセット「仮面ライダービルド」

(全 6 種類)

【まわせ！ビルドドライバー】

変身ベルト「ビルドドライバー」をモチーフにした身に着け
られるなりきりアイテム。ハンドル部分を回すと、赤と⻘
のボトルの中身が上下に動きます。

【光る！フルボトルホルダー】

変身のキーアイテムであるフルボトルと
ホルダーをモチーフにした身に着けられ
るなりきりアイテム。2 個セットになった
フルボトルにスイッチを入れると LED
ライトで光り、フルボトルをホルダーに
セットするとライトが消える仕組みです。

【回転！ドリルクラッシャー】

ドリルクラッシャーをモチーフにしたなりきりアイテムで、
ボタンを押すと銃の先端部分が回転します。

【仮面ライダービルド
ラビットタンクフォーム
変身マスクメガネ】
ラビットタンクフォームの

顔をイメージしたお面の
なりきりアイテムです。

【仮面ライダービルド ホークガトリングフォーム】

ホークガトリングフォームのアクションフィギュアです。右手
に持ったホークガトリンガーに、銃のパーツを差し込み、
ボタンを押すと発射できます。

【仮面ライダービルド ボルテックフィニッシュ！】

ラビットタンクフォームのアクションフィギュアです。キック
ポーズのラビットタンクフォームに鍵をさして押すと、キッ
クシーンを再現するかのように発射して滑り出します。

【ハッピーセット「ぐでたま」】
■販売期間 ： 2018 年 6 月 8 日（⾦）〜約 4 週間 （予定）
■種
類
： 「ぐでたま」 おもちゃ 全 6 種類
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。
※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

■ハッピーセット「ぐでたま」

(全 6 種類)

【ハッピーセットバッグにぐでたま】

スイッチを入れ、ハッピーセットバックを動かしたり振ったり
すると、「お、落ちる〜」とぐでたまの声がします。

【ミラーボール DJ ぐでたま】

スイッチを入れると、ミラーボールが⻩⾊く光ります。

スイッチを入れると

【ミルクにぐでたま】

ミルク上部のボタンを押すと開き、中に閉じ込められた
ぐでたまと「せまい・・・」の文字が現れます。

【マクドナルドクルーのぐでたま】

マクドナルドクルーの帽子をかぶり、たまごの殻に乗ったぐ
でたまです。押すと揺れて動きます。

【たまごからぐでたま】

ぐでたまを引っ張ると、白身部分に「やめれ〜」の文字が現れ
ます。手を放すとバネで自動的にたまごの殻に戻ります。

【マクドナルドトレーにぐでたま】

トレイを逆さにすると、ぐでたまがしがみつく状態になりま
す。トレイには、「閉めてもらっていいですか？」のぐでたま
イラスト入りです。

※6 種類全てにストラップが付いており、かばんなどに付けてお楽しみいただくことも出来ます。

【週末プレゼント】
週末プレゼントとして2018年6月9日(土)・10日(日)の2日間は、ハッピーセット「仮面ライダービルド」を1セット購入
につき、「究極！！ジーニアスシール！」1枚を、ハッピーセット「ぐでたま」を1セット購入につき「ぐでたま 5周年記念 いっぱい
シール」1枚をプレゼントいたします。
※ 数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
※ 24 時間営業店舗では、土曜日午前 5:00 からの配布となります。
※ 九州エリアのマクドナルド全店舗、及び山口県の下関東駅店、⻑府店、⻑府ゆめタウン店、新下関ゆめシティ店では
6 月 23 日(土)・6 月 24 日(日)にプレゼントいたします。

【究極！！ジーニアスシール！】

【ぐでたま 5 周年記念 いっぱいシール】 ※画像はイメージです

【おもちゃの遊び方説明動画】
ハッピーセットのおもちゃ 1 つ 1 つの動きや音のわかる遊び方動画を、マクドナルド公式ホームページやアプリで紹介いたします。
（おもちゃがカードゲームなどの期間を除く）
マクドナルド公式ホームページ http://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/

おもちゃ紹介動画（一部）

■ご掲載の際には、お手数ですが、下記の権利表記を入れてください
【仮面ライダービルド】
©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

【ぐでたま】
©2013, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G583027

S/D・G

【ハッピーセット商品概要】

■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 ：
【レギュラーメニュー販売時間帯 （午前10:30〜翌午前4:59）】

【ブレックファストメニュー販売時間帯 （午前5:00〜午前10:30）】

ハンバーガーセット
チーズバーガーセット
プチパンケーキセット
チキンマックナゲットセット

プチパンケーキセット
ホットケーキセット
エッグマックマフィンセット
チキンマックナゲットセット

460 円
490 円
460 円
500 円

(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。)

460 円
490 円
490 円
500 円

(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。)

※すべて税込み価格です。一部店舗では販売価格が異なる場合があります。
※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。）
ミニッツメイド 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、スプライト、ファンタグレープ、
ファンタメロン、Qoo すっきり白ブドウ、マックシェイク（レギュラーメニュー販売時間帯のみ）

＜レギュラーメニュー（午前 10:30〜翌午前 4:59）＞
メインメニュー（いずれか1 つ）
ハンバーガー

チキンマックナゲット
5 ピース

サイドメニュー（いずれか1 つ）
マックフライポテト（S）

チーズバーガー

プチパンケーキ
りんご＆クリーム

＋

スイートコーン

おもちゃ

ドリンクメニュー（いずれか1 つ）

(いずれか 1 つ)

ドリンク（S/パック）

＋

＋

＜ブレックファストメニュー（午前 5:00〜午前 10:30）＞
メインメニュー（いずれか1 つ）
エッグマックマフィン

ホットケーキ

チキンマックナゲット
5 ピース

プチパンケーキ
りんご＆クリーム

サイドメニュー（いずれか1 つ）
ハッシュポテト

＋

スイートコーン

おもちゃ

ドリンクメニュー（いずれか1つ）

(いずれか 1 つ)

ドリンク（S/パック）

＋

＋

