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人気ゲームキャラクターがハッピーセットのおもちゃに登場︕
今年のマリオは友達や家族と遊べる、色々な種類のミニゲーム︕

ハッピーセット「スーパーマリオ」
10 月 19 日(⾦)から期間限定販売
〜スーパーマリオの数量限定ハロウィンボックスに⼊れてご提供〜
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、男⼥問わず
幅広い世代に人気で、任天堂株式会社のゲームシリーズである「スーパーマリオ」のおもちゃがセットになった、ハッピーセット
「スーパーマリオ」を2018年10月19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。

ハッピーセットボックスに
⼊れてご提供︕

【ハッピーセット（イメージ）】

【スペシャルデザインハッピーセットボックス】

【スーパーマリオ おもちゃ例】

10月19日(⾦)から始まるハッピーセットには、男⼥問わず幅広い世代に人気で、任天堂株式会社のゲームシリーズ
である「スーパーマリオ」より、友達や家族と競ったり、一人でチャレンジして楽しむことができるおもちゃが全10種で登場
します。どのおもちゃもスーパーマリオのゲームの世界観をお楽しみいただけます。「マリオのゴールポールゲーム」は、ゲーム
の各コースの最後に登場するゴールポールにマリオがつかまるシーンをモチーフにしたおもちゃです。その他にも、ルイージや
ピーチ、ヨッシーをモチーフにしたおもちゃが揃います。全てのおもちゃにはゲーム要素があり、一人ではもちろん、友達や
家族とゲームをお楽しみいただけます。
今回はスーパーマリオのキャラクターたちが描かれたハロウィン仕様のスペシャルデザインハッピーセットボックスに、お食事を
入れてご提供いたします。ハッピーセットボックスには、切り取ってマリオとピーチに仮装して遊べる楽しい仕掛けが付いています。
また期間中の10月20日(土)・21日(日)の2日間は、ハッピーセット「スーパーマリオ」を1セット購入につき、
「そろえよう︕ハテナブロック えあわせカード」1枚をプレゼントいたします。
また、「ほんのハッピーセット」第3弾の絵本「ふしぎのもり」とミニ図鑑「魚/うみのさかな」も10月19日(⾦)より登場
いたします。心を育む絵本や好奇心をかきたてる図鑑を継続的にご提供してまいりますので、こちらも合わせてお楽しみ
ください。
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「スーパーマリオ」 】
■販売期間 ︓ 2018 年 10 月 19 日(⾦)〜約 4 週間 (予定)
■種
類
︓ 「スーパーマリオ」 おもちゃ 全 10 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「スーパーマリオ」

【マリオのゴールポールゲーム】
ボタンを押してマリオをジャンプさ
せ、旗を落とすゲームです。

(全 10 種類)

【マリオのルーレットゲーム】

【ピーチのスピンゲーム】

【ミドリこうらのピンボールゲーム】

ルーレットのブロックに向けて

ボタンを押して星の位置まで

マリオを押すとルーレットが

ゲージを出来るだけ早くため

ミドリこうらのコマを飛ばして点数を
競うピンボールゲームです。

回り、絵合わせを楽しめる
ゲームです。

るゲームです。ボタンを押すと
ピーチが素早く回転します。

【マリオのパズルキューブゲーム】

【マリオのマグネットアドベンチャーゲーム】

キューブを開いたり、たたんだりし

付属のスティックを使ってマリオのコマを動かしなが

ながら、付属のカードと同じデザイ

ら、ミドリこうらのコマも一緒に運ぶゲームです。

ンにするゲームです。

【マリオとルイージの
ダブルめいろゲーム】
コマを動かしながら目的地を目指す
ゲームです。両面が迷路になっています。

【走れ︕ヨッシー ゲーム】

【ルイージのファイアボールゲーム】

【ピーチのポッピングゲーム】

付属のマーカーに向けてヨッシーを

ルイージの右手にファイアボールをセット
し、付属のマーカーに当てるゲームです。

レバーをはじいて、土管の中に

発射して遊ぶゲームです。

ハートや星を入れるゲームです。

【週末プレゼント】
週末プレゼントとして2018年10月20日(土)・21日(日)の2日間は、
ハッピーセット「スーパーマリオ」を1セット購入につき「そろえよう︕ハテナ
ブロック えあわせカード」1冊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 10 月 27 日
(土)・10 月 28 日(日)にプレゼントいたします。

【そろえよう︕ハテナブロック えあわせカード】
※画像はイメージです

【ハッピーセットボックス】
スーパーマリオのキャラクターたちがデザインされたハロウィン
仕様のスペシャルデザインハッピーセットボックスに、お食事を
入れてご提供します。ボックスに描かれたマリオのヒゲやピーチの
王冠を切り取り、ストローなどに刺すと、フォトプロップス(写真の
小道具)として使ったり、マリオやピーチに仮装して遊べます。
お食事と共に、ぜひハッピーセットボックスでもお楽しみください。
※ 数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
※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
©Nintendo

★「ほんのハッピーセット」

第 3 弾★

10 月 19 日(⾦)から販売の「ほんのハッピーセット」第 3 弾は、オリジナル描き下ろし絵本「ふしぎのもり」と、「小学館の図鑑
NEO」のなかでも人気の高い「魚/うみのさかな」のミニ図鑑がラインアップとなっています。心を育む絵本や、好奇心をかきたてる
図鑑をお楽しみください。

【 「ほんのハッピーセット 第 3 弾」概要 】
●販売期間︓10 月 19 日(⾦) 〜 なくなり次第終了
●実施エリア︓全国のマクドナルド店舗
※「絵本」と「図鑑」はそれぞれおよそ 2 ヶ月〜3 ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です。
※「絵本」と「図鑑」は、シリーズごとに数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

■ 絵本 「ふしぎのもり」

■ ミニ図鑑 「魚/うみのさかな」
「小学館の図鑑 NEO」のなか
でも人気の高い「魚/うみの
さかな」です。サメやエイなど日
本の海に住む代表的な海水
魚 47 種の紹介や、巻末には
楽しいクイズが付いています。

かとーゆーこさんによるオリジナル
描き下ろしの「ふしぎのもり」で
す。人に優しくされること、優しく
すること。そんな優しい連鎖の
あたたかさを感じられる物語に
なっています。

★「ほんのハッピーセット」今後の予定★
10 月

11 月

12 月

2019

1月

2月

3月

第3 弾10 月中旬

2~3ヶ月毎に新しいシリーズが登場
します。ミニ図鑑はシリーズ物に
なっているので、ぜひコレクション
としてもお楽しみください。

「ふしぎのもり」
作/かとーゆーこ

「魚/うみのさかな」
小学館の図鑑 NEO

第4 弾12 月下旬
「ワニくんのながいかお」
作/カワダ クニコ

「危険生物」
小学館の図鑑 NEO

第5 弾 2 月上旬
「すてきなぼうし」
作/おばたゆうき

「人間」
小学館の図鑑 NEO

えほん

ずかん

※なくなり次第終了となります
※販売日は変更になる可能性が
ございます。
※画像はイメージです

ぞくぞく登場︕第 5 弾以降もお楽しみに︕

【 第4 弾 】
絵本 「ワニくんのながいかお」 ・ ミニ図鑑 「危険生物」

【 第5 弾 】
絵本 「すてきなぼうし」 ・ ミニ図鑑 「人間」

※画像はイメージです

【ハッピーセット商品概要】
「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。
■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）】
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

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。)

【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）】
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
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）

チーズバーガー

プチパンケーキ
りんご＆クリーム

マックフライポテト（S）

＋

スイートコーン

「おもちゃ」または「絵本かミニ図鑑」

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

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）

ホットケーキ

プチパンケーキ
りんご＆クリーム

ドリンクメニュー （いずれか1 つ）

ハッシュポテト

＋

スイートコーン

ドリンク（S/パック）

＋

＋

「おもちゃ」または「絵本かミニ図鑑」
(いずれか 1 つ)

