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タカラトミーの人気キャラクターが勢ぞろいした水でっぽうで夏を楽しもう！

ハッピーセット「オールスター水でっぽう」
お花をモチーフにしたステキなドレスを着せ替えて遊ぼう！

ハッピーセット「リカちゃん」
8 月 16 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：日色 保)は、タカラトミーの人気キャラクターが揃う
「オールスター水でっぽう」のおもちゃと、ドレスを着せ替えて遊べる｢リカちゃん｣のおもちゃがそれぞれセットになった、ハッピーセット「オールスター
水でっぽう」、「リカちゃん」を2019年8月16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「オールスター水でっぽう」は、「プラレール」や「新幹線変形
ロボ シンカリオン」、「トミカ」、「ハイパーレスキュー」、「トランスフォーマー」
といった人気キャラクターが水でっぽうになったおもちゃ全7種が揃います。
スプリンクラーのように水が出る｢ハイパーレスキュー スプラッシュスピナー｣や、
3方向から水が飛び出す｢プラレール C12蒸気機関⾞ 水でっぽう｣など、
おもちゃによって水の飛び方が異なります。真夏日の暑い日が続いている
中、外での水遊びや、ご家族とのお風呂タイムなど、様々なシーンで楽しく
遊んでいただければ幸いです。
ハッピーセット「リカちゃん」は、ゆり、バラ、あじさいなどのお花をモチーフに
したドレスをまとったリカちゃんのおもちゃ全8種が揃います。リカちゃんの
髪型やヘアアクセサリーもひとつひとつ異なるデザインになっているほか、
ドレスの着せ替えができる仕様になっており、おもちゃ同士で着せ替えて
お楽しみいただくこともできます。さらに今回はそれぞれに、ドレスをデコ
レーションできるシールが付いています。好きなところにシールを貼って、自分
だけのオリジナルドレスを着たリカちゃんを、ぜひお楽しみください。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

また、今回のハッピーセットでは、2週にわたり週末プレゼントを皆様にご提供いたします。8月
17日(土)・18日(日)の2日間は、ハッピーセット「オールスター水でっぽう」を1セット購入につき
｢オールスターDVD2019｣を、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入につき｢リカちゃんハッピー
DVD｣をプレゼントいたします。さらに、8月31日(土)･9月1日(日)の2日間は、ハ ッ ピ ー セ ッ ト
「オールスター水でっぽう」を1セット購入につき、マクドナルドオリジナル「限定ゾイドカード『ビースト
ライガーM』」を、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入につき「限定プリチケ『しらゆりプリンセス
コーデ』」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。
＜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「オールスター水でっぽう」 「リカちゃん」】
■販売期間
■種類

：2019年8月16日(⾦)〜約4週間(予定)
：「オールスター水でっぽう」おもちゃ 全7種
「リカちゃん」おもちゃ 全8種
※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「オールスター水でっぽう」（全 7 種）】
【シンカリオン Ｅ５はやぶさ 水でっぽう】

【923 形 ドクターイエロー 水でっぽう】
プラレールの 923 形ドクター
イエローがモチーフの水でっぽう
のおもちゃです。中に水を
入れて、⾞両をぎゅっと握る
と、⾞両先端部分から水が
出ます。
ＪＲ東海承認済

「新幹線変形ロボ シンカリオン」
の、Ｅ５はやぶさがモチーフの
水でっぽうのおもちゃです。後
ろのポンプを引きながら水を
入れ、引いたポンプを押すと前
方の２か所から水が出ます。

ＪＲ⻄⽇本商品化許諾済

【日産 NV350 キャラバン 救急⾞ 水でっぽう】

【ハイパーレスキュー スプラッシュスピナー】
トミカのハイパーレスキュー
シリーズをイメージしたおも
ちゃです。中に水を入れて、
コマのように回すと、スプリン
クラーのようにフチから水が
出ます。

トミカの救急⾞の形をした
水でっぽうのおもちゃです。
後ろのポンプを引きながら
水を入れ、引いたポンプを
押すと、⾞両前⽅部分の
前と左右、３か所から水が
出ます。
【オプティマスプライム うきでるマトつき！水でっぽう】

【C12 蒸気機関⾞ 水でっぽう】

トランスフォーマーの人気キャラ
クター・オプティマスプライムを
モチーフとした水でっぽうと、
的がセットになったおもちゃです。
水を入れ、ぎゅっと握ると前
方から水が出ます。また、的
は水に濡れると正義のトランス
フォーマーの軍団オートボットの
マークが浮かび上がり、的を
狙って遊ぶことができます。

プラレールの C12 蒸気機関
⾞がモチーフの水でっぽうの
おもちゃです。中に水を入れ
て、⾞両をぎゅっと握ると、
⾞ 両 前 方 部 分 の上 と
左 右 の 3 か所 から水 が
出 ます。

【UD トラックス クオン ミキサー⾞ 水でっぽう】
トミカの工事現場で働くミキサー⾞の
形をした水でっぽうのおもちゃです。
後ろのポンプを引きながら水を入れ、
引いたポンプを押すと前から水が出ます。

【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）＞

【ハッピーセット「リカちゃん」（全 8 種）】
お花をモチーフにしたドレスを着たリカちゃんで着せ替え遊びができるおもちゃです。それぞれのリカちゃんには、ドレスに貼ってデコレーション
できるシールがついており、シールやドレスを組み合わせて自分だけのお気に入りのリカちゃんをお楽しみいただけます。
【しらゆりのプリンセス リカちゃん】

【エレガントローズブーケ リカちゃん】

【ひまわりサマードレス リカちゃん】

【ラブリーハイビスカス リカちゃん】

【スイートあさがお リカちゃん】

【プリティすずらん リカちゃん】

【キューティーマリーゴールド リカちゃん】

【アジサイファンタジー リカちゃん】

【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。
・「トミカ」「プラレール」「トランスフォーマー」のおもちゃ
© ＴＯＭＹ 「トミカ」「プラレール」「トランスフォーマー」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
・「923 形 ドクターイエロー ⽔でっぽう」のみ以下の権利表記もお⼊れください。
ＪＲ東海承認済 ＪＲ⻄⽇本商品化許諾済
・「シンカリオン」のおもちゃ
・「リカちゃん」のおもちゃ

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
© ＴＯＭＹ

【週末プレゼント】
週末プレゼントとして8月17日(土)・18日(日)の2日間はハッピーセット「オールスター水 でっぽう」を1セット購 入 につき
｢オールスターDVD2019｣を、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入につき｢リカちゃんハッピーDVD｣をプレゼントいたします。
【リカちゃんハッピーDVD】
【オールスターDVD2019】

さらに、8月31日(土)･9月1日(日)の2日間は週末プレゼントとして、ハッピーセット「オールスター水でっぽう」を1セット
購入につき、マクドナルドオリジナル「限定ゾイドカード『ビーストライガーM』」を、ハッピーセット「リカちゃん」を1セット購入につき
「限定プリチケ『しらゆりプリンセスコーデ』」をプレゼントいたします。
「限定ゾイドカード『ビーストライガーM』」は、アーケードゲーム「ゾイドワイルド バトルカードハンター」で遊べるカードです。限
定ゾイドカード『デスレックスM』を入手できるバトルコードと、限定ゾイドカード『ブルーナイト』を入手できるチャンスを得られる
バトルコードもついています。「限定プリチケ『しらゆりプリンセスコーデ』」は、アーケードゲーム「キラッと☆プリチャン」で、リカちゃ
んのおもちゃ「しらゆりのプリンセス リカちゃん」とお揃いのコーデを楽しめるプリチケです。また、「キラッと☆プリチャン」を、8月31日
(土)から9月30日(月)の期間限定で無料体験できる２次元コードもついています。
【しらゆりプリンセスコーデ】
【ビーストライガーM】

表面
裏面

表面

裏面

※「オールスターDVD2019」「リカちゃんハッピーDVD」は、北海道エリアのみ2019年8月24日(土)・25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。

【ハッピーセット「オールスター水でっぽう」「リカちゃん」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
「オールスター水でっぽう」「リカちゃん」を下記スケジュールにて販売いたします。

【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。

■プラレールとは
「プラレール」は、2019 年に発売 60 周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で、3 世代にわたって愛されているブランドです。
「プラレール」の原型は、⾦属や⽊の玩具が主流であった 1959 年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売
された「プラスチック汽⾞・レールセット」です。象徴的な⻘いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べる
サイズで設計されました。この規格は 60 年経った今でも変わっておらず、当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶこともできます。
今後も、⾝近であり憧れでもある“鉄道”をテーマに、⼦どもたちが社会を学び、創造⼒等の⼦どもたちの成⻑を促し、また親⼦の
コミュニケーションを育むブランドとして展開していきます。⽇本国内ではこれまでに、累計約 1,480 種類、1 億 6,900 万個以上を
販売しています（2019 年 1 月末現在）。
プラレール公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail
■トミカとは
「トミカ」は 1970 年に⽇本初の⼿のひらサイズの国産⾞ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。現在までに累計
1,020 種以上の⾞種が発売され、累計販売台数は 6 億 5500 万台を超え、3 世代にわたり愛されています（2019 年 4 月
現在）。また、さらなるブランドの強化を目指し、大人向けブランド「tomica」の展開を 2016 年 4 月から開始しています。
トミカ公式サイト：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica
■トランスフォーマーとは
「トランスフォーマー」は、株式会社タカラトミー（当時：株式会社タカラ）が作り出した“日本の玩具発”コンテンツで、「Robots
in disguise」＝『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプト
や、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開しています。1984 年に
アメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985 年に⽇本でも玩具販売とアニメがスタート。2007 年からはスティーヴン・
スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒットしました。現在では世界 130 以上の国と地域で
5 億個以上の販売実績を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっています。
トランスフォーマーとは：https://tf.takaratomy.co.jp
■リカちゃんとは
1967 年の誕⽣から 2017 年に 50 周年を迎えた「リカちゃん」は、常に時代や流⾏を反映しながら、少⼥たちの憧れや夢を形
にした商品を発売してきました。近年では「リカちゃん」と共に時代を歩んできた⼤⼈にも愛されるブランドを目指し、大人向け
ブランド「LiccA(リカ)」を展開しています。タレントとしても活躍の場を広げているほか、リカちゃん自身のツイッターやインスタグラムも
大きな話題となっています（※2019 年6 月末時点のフォロワー数：合計約 20 万人）
リカちゃん公式サイト : https://licca.takaratomy.co.jp
リカちゃん公式ツイッター＆インスタグラム :
www.twitter.com/bonjour_licca・www.instagram.com/bonjour_licca

