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大人でも難しい？ ⾼度な技に“チャレンジ”してみよう！

ハッピーセット「ポケモン」

初登場！かわいいミニチュアおもちゃで”マクドナルドごっこ”が楽しめる！

ハッピーセット「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」
6 月 28 日(⾦)から期間限定販売

〜ポケモンクイズがついたハッピーセットボックスでご提供〜
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：日色 保)は、子どもたちに大人気の「ポケモン」
のおもちゃと、”マクドナルドごっこ”が楽しめるミニチュアおもちゃがそれぞれセットになった、ハッピーセット「ポケモン」、「マックアドベ
ンチャー なりきりマクドナルド」を2019年6月28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「ポケモン」は、けん玉やコマ、的当てゲームなど、ピカチュウ
やミュウツーたちがデザインされたおもちゃ全６種類が揃います。今回は“チャ
レンジ”をテーマにしており、基本の技だけでなく、より難易度の⾼い技にチャ
レンジできる仕様になっています。ぜひ家族や友だちと競ったり、挑戦
（チャレンジ）しながらお楽しみください。また、7月12日（⾦）公開の
映画『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』に登場するミュウツーがモチーフに
なったおもちゃもラインアップに入っておりますので、ポケモンファンの方にも楽
しんで頂けます。
ハッピーセット「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」は、マクドナルド
のカウンターでの注文や商品作り、提供シーンを再現できる、かわいい
ミニチュアのおもちゃです。まるでマクドナルドの店員になったかのよう
な”なりきり体験”を楽しむことができます。実際に頭にかぶることのできるク
ルーサンバイザーや、ふたの開閉ができボタンを押すとCMでおなじみのサウ
ンドが流れるハッピーセットボックスまで、全6種類のおもちゃをご用意しまし
た。尚、「マックアドベンチャー」とは、マクドナルド店舗で実際にお子様がお
仕事体験できる取り組みです。 (※一部店舗を除く)(マックアドベンチャー
については、３ページ目をご覧ください。)

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

今回のハッピーセットは、映画『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』とモンスターボ
ールがモチーフとして描かれた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。ボックスには、「ポケモンクイズ」やストローにさしてあそべるピカチュウがつ
いています。
さらに、期間中の6月29日(土)・30日(日)の２日間は週末プレゼントとして、
ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき「ポケモン クイズ＆シールブック」を、
ハッピーセット「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」を1セット購入につき
「マクドナルドごっこシート」をプレゼントいたします。

マクドナルドは、変わりゆく社会やお客様のニーズに合わせて進化し続けてまいります。お客様の声を伺いながら、昨日より今日、今日より
明日と向上し続け、“a better McDonald‘s”となることを目指してまいります。
＜本件に関するお問い合わせは下記にお願いします＞
日本マクドナルド株式会社 コミュニケーション＆CR 本部 広報部 ハッピーセット担当者 TEL： 03-6911-5710
＜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「ポケモン」 「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」】

■販売期間
■種類

：2019年6月28日(⾦)〜約4週間(予定)
：「ポケモン」おもちゃ 全6種類
「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」おもちゃ 全6種類
※各アイテムは、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。
※どのアイテムがもらえるかは、お楽しみです。

【ハッピーセット「ポケモン」（全 6 種類）】
“チャレンジ”をテーマとする「ポケモン」のおもちゃが登場！家族や友達と一緒に挑戦(チャレンジ)しながらお楽しみいただけます。
【ミュウツー回る！エアースピナー】

【ピカチュウ ダブルスピナー】

空気で動くミュウツーのコマの
おもちゃです。
⿊いコマの中に息を吹き込ん
で、オレンジのプレートの上に
置くと、コマが回り始めて、真
ん中のゴールに向けて進んで
いきます。中心までコマがたど
りつけるか挑戦できます。

２つのコマとピカチュウ
のランチャーです。
１つのコマを回すだけ
でなく、２つのコマを重
ねて回すことに挑戦で
きるおもちゃです。

【ピカチュウ アタックローラー】

【ピカチュウ けん玉】

オレンジ色のピカチュウコプ
ターから⻩色いローラーを的
(まと)に向かって発射する
おもちゃです。ピカチュウコプ
ターから⿊のコードを引き抜
いて、並べた的に向かってコ
プターをあてます。的は３つ
あり、より多く倒すことに挑
戦できます。
【モンスターボール ディスクシューター】

ピカチュウのけん玉で
す。通常のけん玉のよ
うに、オレンジ色のわっ
かを、耳やしっぽにひっ
かけることに挑戦して
遊ぶことが出来ます。

【キャッチ＆カウント モンスターボール】

ピカチュウが描かれた的
(まと)に向けて、モンスタ
ーボールからディスクを発
射するおもちゃです。
平面に的を置き、モンス
ターボールのボタンを押し
てディスクを発射し、的に
入った点数を競うことがで
きます。

カウンターつきのピカチ
ュウボールです。落とさ
ずにキャッチできた数
を 1-19 までカウント
することができます。
どれだけ多くカウントで
きるか挑戦できます。
※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/

＜おもちゃの遊び方説明動画（一部）＞

■ご掲載の際には、お⼿数でございますが、下記の権利表記をお入れください。
【ポケモン】
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon ©2019 ピカチュウプロジェクト

【ハッピーセット「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」（全 6 種類）】

マクドナルドの店員（クルー）になったかのような”なりきり体験”ができる、マクドナルドの注文にまつわる、かわいいミニチュアのおもち
ゃです。お店で注文をするところから商品を提供するまでの一連の”マクドナルドごっこ”をお楽しみいただけます。
【クルーサンバイザー】
実際に頭にかぶることのでき
るサンバイザーです。
サイドについているマイクは、
取り外すことができます。

【ドリンクマシーン】
横のレバーを下におろすと、
カップにオレンジジュースが
注がれたように⾒えるおも
ちゃです。

【ドライブスルー オーダーマイク】
マクドナルドのドライブスルー
のマイクをイメージしたおもち
ゃです。マイクを通して話す
と、声が響いて、マイクで話し
ているように聞こえます。

【キャッシュレジスター】
マクドナルドのレジのおもちゃです。
レジのボタンを押すと、ドロワーが開
き、付属のおもちゃのお札をしまうこ
とができます。

【サウンド ハッピーセットボックス】
ハッピーセットのボックスをかたどった
おもちゃとトレイのセットです。ボックス
の底面にあるボタンを押すと、CM で
おなじみのサウンドが流れます。

【パティグリル マシーン】
マクドナルドのグリルをイメージした
おもちゃです。フライ返しを差し込
むと、パティ(お肉)がひっくりかえ
り、焼きあがったように⾒えます。
※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/

＜おもちゃの遊び方説明動画（一部）＞

■ご掲載の際には、お⼿数でございますが、下記の権利表記をお入れください。
【マックアドベンチャー なりきりマクドナルド】 © 2019 McDONALD'S

マックアドベンチャーとは・・・
「マックアドベンチャー」は、マクドナルドの店舗でお子様がユニフォームを着てクルーになりきって、ハン
バーガーやポテト作りなど、マクドナルドでのお仕事を楽しく体験できるプログラムです。マクドナルドの
品質や衛⽣管理に対するこだわりも楽しみながら学ぶことができ、現在全国のマクドナルド店舗約
650 店舗で実施しています。
マックアドベンチャーHP→ http://www.mcdonalds.co.jp/family/adventure/
マックアドベンチャー体験動画→ https://www.youtube.com/watch?v=MeVw0DvvdxQ

【ハッピーセットボックス】
今回のハッピーセットは、映画『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』とモンスター
ボールがモチーフとして描かれた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。
ボックスの側面には、「ポケモンクイズ」があるほか、切り取って、ストローにさして
あそべるピカチュウがついています。※なくなり次第終了

【週末プレゼント】
週末プレゼントとして2019年6月29日(土)・30日(日)の2日
間は、ハッピーセット「ポケモン」、を1セット購入につき、「ポケモン
クイズ＆シールブック」を、ハッピーセット「マックアドベンチャー なりきり
マクドナルド」を1セット購入につき、「マクドナルド ごっこ シート」をプレ
ゼントいたします。
※ 北海道エリアのみ2019年7月6日(土)・7日(日)に
お買い上げのお客様に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。

※画像はイメージです

【ハッピーセット「ポケモン」「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」の販売スケジュールが一部店舗で異なります】

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、ハッピーセット
「ポケモン」「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」を下記スケジュールにて販売いたします。
「ポケモン」

「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」

「ポケモン」

「マックアドベンチャー なりきりマクドナルド」

〜「ほんのハッピーセット」 第 7 弾が好評販売中〜
●開始日：販売中（〜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 「まよなかのくつやさん」
作：齋藤 槙

※「絵本」と「ミニ図鑑」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「ミニ図鑑」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。
絵本作家がハッピー
セットのために書きお
ろしたオリジナルスト
ーリーです。満月の
夜、くつたちは家をこ
っそりぬけだして、真
夜中に開店するくつ
やさんに向かいま
す。にんげんにみつ
からないように、そお
〜っとそお〜っと…。

©Maki Saito 2019/licensed by Medialynx Japan

■ ミニ図鑑 「昆虫／森や林のむし」
小学館の図鑑 NEO

©Shogakukan

「 小学 館図 鑑
NEO 新版 昆虫
DVD つき」に載っ
ている昆虫のう
ち、森や林でみら
れる虫を中心に
48 種を紹介して
います。巻末には
楽しいクイズ付き。

【ハッピーセット初の書店コラボ企画を同時開催中】

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/news/190614/

【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、おもちゃまたは絵本か図鑑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もしくは絵本・図鑑が好評の人気商品です。
■販売エリア／販売時間 ： 全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）／全営業時間中
■販売価格 ： 460 円〜500 円 (税込・一部店舗では価格が異なる場合があります)
※販売内容などの詳細は http://www.mcdonalds.co.jp/menu/happyset/にてご確認ください。

※画像はイメージです。

