2020 年 7 ⽉ 10 ⽇
⽇本マクドナルド株式会社

報道関係各位

この夏、マクドナルドにミニオンズが⼤集合︕

暑い夏にピッタリのひんやりスイーツがミニオンズの限定パッケージで登場︕

「マックシェイク バナナ味」 「ワッフルコーン チョコバナナ」
®

全 30 種︕カプセルに⼊った個性豊かなミニオンズが勢ぞろい︕

ハッピーセット®「ミニオンズ」

7 ⽉ 17 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、世界中で愛されているイルミネーション社の
キャラクター「ミニオンズ」とコラボレーションした「マックシェイク® バナナ味」、「ワッフルコーン チョコバナナ」、そしてハッピーセット®「ミニオンズ」を、
2020年7⽉17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。
今年で10周年を迎えるイルミネーション社の「ミニオンズ」とマクドナルドとのコラボが、
今年はマックシェイクをはじめとする様々なメニューで実現いたしました。「マックシェイク
バナナ味」は、バナナ味の優しい⽢さとクリーミーな⾆触りの絶妙なハーモニーが⼝いっぱいに
広がる、夏にピッタリな飲むひんやりスイーツです。ボブやケビン、スチュアートなど⼤⼈気の
ミニオンズが描かれた数量限定・Sサイズ限定の、オリジナルのキャラクターパッケージを
ご⽤意しており、お茶目なミニオンズとクリーミーで冷たいシェイクのコラボを⾒た目でも
お楽しみいただけます。
「ワッフルコーン チョコバナナ」は、サクサクのワッフルコーン、ミルクリッチなソフトクリームに
コクのあるチョコソースと果⾁が⼊った⽢いバナナソースをトッピングした、ひんやり冷たい
スイーツです。ミニオンズの限定キャラクターパッケージで味わえる、夏にピッタリなチョコ
バナナ味のワッフルコーンをお楽しみください。また、期間中はワッフルコーン全商品(プレーン、
ストロベリー、チョコ＆アーモンド)もミニオンズの限定パッケージで提供いたします。
ハッピーセット「ミニオンズ」には、今にも動き出しそうなコミカルな表情やお茶目な
ポーズの、30種ものミニオンズのおもちゃが登場します。この10年間の、イルミネーション社の
ミニオンズの活躍が思い浮かぶような、ダンスやスポーツ、消防⼠などの服をまとったミニオンを
はじめ、⼤⼈気の「くまのぬいぐるみを持ったボブ」や「キングボブ」なども⼊った、個性豊かな
ラインアップです。また、30種のおもちゃ全てにレアな⾦⾊バージョンもあります。それぞれの
おもちゃはミニオンの顔が描かれた⻩⾊いカプセルに⼊っており、どんなミニオンがでてくるか、
開ける時のワクワク感もお楽しみいただき、お⼦様やミニオンズファンの⽅に是非お気に⼊りの
ミニオンを⾒つけていただければ幸いです。
7⽉18⽇(⼟)・19⽇(⽇)の2⽇間は、ハッピーセット「ミニオンズ」を1セットご購⼊に

※画像はイメージです。
※「マックシェイク® バナナ味」にバナナ果汁は含まれておりません。

つき｢ミニオンズキラキラシール｣をプレゼントいたします。
マクドナルドは、変わりゆくマーケットやお客様のニーズに合わせて進化し続けてまいります。常にお客様の声を
※画像はイメージです。

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 McDonalds”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 https://www.mcdonalds.co.jp/

【「マックシェイク® バナナ味」「ワッフルコーン チョコバナナ」 販売概要】
商品名

店頭価格(税込)

マックシェイク® バナナ味

S サイズ︓120 円
M サイズ︓200 円

ワッフルコーン チョコバナナ

販売期間

2020 年 7 ⽉ 17 ⽇（⾦）
〜8 ⽉中旬（予定）

250 円
※⼀部店舗では販売価格が異なります。

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 －

午前 10 時 30 分〜閉店まで (24 時間営業店舗では翌午前 1 時 00 分まで)

マックシェイク® バナナ味（無果汁）

ワッフルコーン チョコバナナ

バナナ味の優しい⽢さとクリーミーな⾆触りの絶妙な
ハーモニーが⼝いっぱいに広がるマクドナルド
ならではの⼀品です。ミニオンズの限定キャラクター
パッケージで味わえる、夏にピッタリな飲むひんやり
スイーツです。

サクサクのワッフルコーン、ミルクリッチなソフトクリームに
コクのあるチョコソースと果⾁が⼊った⽢いバナナ
ソースをトッピングしました。ミニオンズの限定
キャラクターパッケージで味わえる、夏にピッタリな
チョコバナナ味のワッフルコーンをお楽しみください。
※画像はイメージです。

※マクドナルドでは食を扱う企業の責務として商品のアレルギー・栄養情報、原産国情報をお知らせしています。常に最新の
情報を公開しており、商品のパッケージについている QR コードをご利⽤いただくと公式ウェブサイトにある商品の情報ページを
簡単にご確認いただけます。「アレルギー検索」、「栄養バランスチェック」といったお役⽴ちツールも提供しておりますので、
ご提供している情報とあわせ、商品をお選びいただく際や食事の栄養バランスを考える上でお役⽴てください。
【マックシェイク® バナナ味】

【ワッフルコーン チョコバナナ】

※「マックシェイク® バナナ味」および「ワッフルコーン チョコバナナ」の情報は、7 ⽉ 13 ⽇(⽉)
14 時 00 分に公開となります。
ＵＲＬ︓https://www.mcdonalds.co.jp/safety/allergy̲Nutrition/
※原産国情報では、主要原料の原産国や最終加工国についてお知らせしています。
ドリンク類や⼀部限定商品は対象外です。

http://mdq.jp/bsk

http://mdq.jp/wfc

※QR コードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。

【ハッピーセット®「ミニオンズ」 販売概要】
■販売期間
■種類

︓2020年7⽉17⽇ (⾦) 〜約4週間（予定）
︓「ミニオンズ」おもちゃ 全30種＋⾦⾊バージョン 全30種

※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®「ミニオンズ」（全 30 種）】
コミカルな表情やお茶目なポーズの、イルミネーション社のミニオンズのおもちゃで、ダンスやスポーツ、消防⼠などの服をまとったミニオンなど
個性豊かな全 30 種のラインアップです。おもちゃはミニオンの顔が描かれた⻩⾊いカプセルに⼊っており、開ける時のワクワク感もお楽しみ
いただけます。また、30 種全てにレアな⾦⾊バージョンもあります。是非お気に⼊りのミニオンを⾒つけていただければ幸いです。

★カプセルを開ける時のワクワク感も楽しめる︕

★レアな⾦⾊バージョンに出会えるかも︕︖

おもちゃはミニオンの顔が描かれた⻩⾊い
カプセルの中に⼊っており、開ける時の
ワクワク感もお楽しみいただけます。

30 種のおもちゃ全てにレアな⾦⾊
バージョンもあり、バリエーション豊かな
ミニオン達をお楽しみいただけます。
※画像はイメージです。

■ご掲載頂く際には、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。
© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

■ハッピーセット「ミニオンズ」コンプリートセットをプレゼント︕
#わたしのミニオン愛はミリオン級 キャンペーン
「#わたしのミニオン愛はミリオン級」のハッシュタグを付けて、キャンペーン対象の投稿のリプライ（返信）で「あなたのミニオンファン宣⾔」を
投稿すると、抽選でハッピーセット「ミニオンズ」コンプリートセットが32(ミニオン)名様に当たる︕
・ 期

間

︓2020年7⽉13⽇(⽉)13︓00〜2020年7⽉15⽇(⽔)23︓59

・ 応 募 ⽅ 法 ︓マクドナルド公式Twitterアカウント(＠McDonaldsJapan)をフォローし、「#わたしのミニオン愛はミリオン級」の
ハッシュタグ（対象ハッシュタグ）がついた投稿のリプライ（返信）で、対象ハッシュタグをつけて「あなたのミニオン
ファン宣⾔」を書いて投稿。
・賞品 / 当選数︓応募いただいた⽅の中から、抽選で 32 名様にハッピーセット「ミニオンズ」コンプリートセットをプレゼント。
■その他詳細は、下記キャンペーンページでご確認ください︕
URL︓https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/minions/cmp02/

■マクドナルド×ミニオンズ バーチャル背景ダウンロードキャンペーン
マクドナルド公式ホームページで、ビデオ通話やウェブ会議などで使えるミニオンズのバーチャル背景(全8種)をダウンロードいただけます。
マクドナルドとミニオンズがコラボした限定デザインのバーチャル背景で、是非会話を盛り上げていただければと存じます。
【マクドナルド×ミニオンズ バーチャル背景ダウンロードページ】 https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/minions/cmp01/
■ダウンロード可能期間︓ 2020 年 7 ⽉ 10 ⽇(⾦)〜約 5 週間（予定）
■バーチャル背景イメージ(全 8 種)

【おもちゃの遊び⽅紹介動画】
ハッピーセットの各おもちゃの遊び⽅や仕掛けが分かる紹介動画をマクドナルド公式ホームページやアプリでご紹介します。
【マクドナルド公式ホームページ】 https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/

＜おもちゃの遊び⽅紹介動画（⼀部）＞

【週末プレゼント】
7⽉18⽇(⼟)・19⽇(⽇)の2⽇間は、ハッピーセット「ミニオンズ」を
1セットご購⼊につき「ミニオンズキラキラシール」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。

お茶目なミニオンズが描かれた、ホログラム⼊りの
キラキラシールです。

【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 ︓ 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
■店頭価格 ︓ 470 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 https://www.mcdonalds.co.jp/menu/happyset/にてご確認ください。

※画像はイメージです。

【イルミネーション社とミニオンズについて】

イルミネーション社は、アカデミー賞®にもノミネートされた経歴を持つクリス・メレダンドリによって 2007 年に設⽴され、映画史上最も
成功したシリーズである「怪盗グルー」シリーズを擁する、エンターテインメント業界有数のアニメーション映画製作会社です。同社は、
アニメーション映画史上最⼤のヒット作品 10 本のうち 3 本を製作しており、そのフランチャイズが創出する、記憶に残る個性的な
キャラクター、グローバルな魅⼒、⽂化的な共感性は、イルミネーション社の象徴的なブランドとして世界中で愛されており、これまでに
62.5 億ドル以上の興⾏収⼊を記録しています。
ユニバーサル・ピクチャーズと独占的な資⾦および配給パートナーシップを結ぶイルミネーション社は、『怪盗グルーの⽉泥棒』をはじめ、
アニメーション映画史上トップ 4 の興⾏収⼊を記録し、ユニバーサル史上最⼤のヒット作品となった『ミニオンズ』、アカデミー賞®にも
ノミネートされた『怪盗グルーのミニオン危機⼀発』、そして世界興⾏収⼊が 10 億ドルを超えた『怪盗グルーのミニオン⼤脱⾛』など、
これまでに多数の話題作を⼿掛け、⼤きな成功を収めています。
近年には、アニメーション映画として⽶国史上最多の初週観客動員数を記録した『ペット』や世界的なヒット作品の『シング』といった
2 本の⾃社オリジナル作品を公開し、世界中の観客を魅了しています。また、クリスマスをテーマにした映画として史上最⼤の初週興⾏
収⼊を記録した 2018 年の『グリンチ』に加え、2019 年 6 ⽉には『ペット 2』も公開されました。今後、『ミニオンズ フィーバー』が 2021 年
7 ⽉に、『シング 2』が同年 12 ⽉に順次公開される予定です。

【ユニバーサル・ピクチャーズについて】

ユニバーサル・ピクチャーズは、ユニバーサル・スタジオ（www.universalstudios.com）の映画部門です。ユニバーサル・スタジオは、
NBC ユニバーサルのグループ企業です。NBC ユニバーサルは、世界中の視聴者を対象にしたエンターテインメント、ニュース、
インフォメーションの開発、制作、マーケティングを⾏う、世界有数のメディア・エンターテインメント企業です。NBC ユニバーサルは、
エンターテインメントやニュースに関連する貴重なネットワーク、最⾼峰の映画およびテレビ番組制作事業、主要なテレビ局グループ、
そして世界的に著名なテーマパークなどを所有、運営しています。NBC ユニバーサルは、コムキャストの⼦会社です。

