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報道関係各位

世界の 7 大陸から動物たちが大集合！
お世話したり動物ごっこ遊びが楽しめる、全 15 種のぬいぐるみ！

ハッピーセット®「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」
絵本「ぽんぽのだいじなともだち」とミニ図鑑「くらべる図鑑／生き物編」も新登場
10 月 22 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、代表取締役社長兼CEO：日色 保)は、ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつの
ぬいぐるみ」を2021年10月22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。
マクドナルドではハッピーセットのおもちゃ開発にあたり、子供たちが主体的に
関わり、“遊び”や“体験”を通じて子供たちの成長と発達をサポートすることを
目指しています。
ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」は、世界150カ国
以上で愛されているぬいぐるみブランド“Ty”から、世界の7大陸の動物が大集合
した14種とひみつのおもちゃ1種のラインアップです。今回のテーマは想像力、
表現力、そして自然科学です。おもちゃで遊びながら、地球のあちこちに棲息
する様々な生き物に親しみ、生命に対する興味と遊びを広げます。色々な
動物の生態を考えて、その動物をごっこ遊びで演じることで、生物学への関心や、
想像力、表現力を高めます。また、キラキラした大きな目のTyのぬいぐるみを、
自分のペットのようにお世話したり、友達のように話しかけたりする遊びを通じて、
相手への思いやりの心も育みます。それぞれの動物にはTyのぬいぐるみの
特長である名前や誕生日があり、一つ一つの動物をより身近に感じながら
遊んでいただけます。第1弾にはアフリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの
各大陸から2種ずつ、全8種の動物が登場します。アフリカに棲息する
「ライオン」や、アジアに棲息する「パンダ」、オーストラリアに棲息する「コアラ」
などの動物たちが揃います。また、第2弾は南極、北アメリカ、南アメリカの各大陸
から2種ずつの6種にひみつのおもちゃ1種を加えた全7種です。南極に棲息
する「ペンギン」や、南アメリカに棲息する「ナマケモノ」などがラインアップされて
います。思わず手を伸ばして触りたくなるようなふわふわの手触りを楽しみ
※画像はイメージです。
ながら、いつも一緒に過ごしたくなるような個性豊かな動物たちを、お家で
可愛がったり、お出かけに連れて行ったりしてお楽しみいただきたいと思います。マクドナルド公式ホームページでは、せかいのどうぶつの
ぬいぐるみたちのスペシャルストーリーも公開いたしますので、ぜひご覧ください。
10月23日(⼟)・24日(日)の2日間は、ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」を1セットご購⼊につき｢Ty(タイ) どうぶつ
シールブック｣をプレゼントいたします。
また、絵本「ぽんぽのだいじなともだち」とミニ図鑑「くらべる図鑑／生き物編 クイズつき」も10月22日(金)よりハッピーセットに新登場
いたします。絵本にはパズルが、ミニ図鑑にはシールがそれぞれ「おまけ」として付きます。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組み
ながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご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 https://www.mcdonalds.co.jp/

【ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」 販売概要】
■販売期間 ：2021年10月22日 (金) ～約4週間（予定）
■種類
：全14種+ひみつのおもちゃ1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。

第 1 弾 10 月 22 日(金)～10 月 28 日(木)

8 種の中からいずれか 1 つ
(どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです)

第 2 弾 10 月 29 日(金)～11 月 4 日(木)

6 種＋ひみつのおもちゃ 1 種の中からいずれか 1 つ
(どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです)

第 3 弾 11 月 5 日(金)～
ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」
第 1 弾・第 2 弾で登場した 14 種＋ひみつのおもちゃ 1 種の中からいずれか 1 つ
(どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです)

★「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」のテーマ★
色々な動物の生態を
考えてみよう！

それぞれの動物をごっこ遊びで
演じて遊んでみよう！

地球のあちこちに棲息する
様々な生き物に親しもう！

想像力

表現力

自然科学

さわいよ しこ

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子先生からのコメント】
この地球には、実にいろいろな動物たちがいます。それぞれの動物が、地球上のどこで、どんな暮らしをして
いるのかを想像するきっかけを、Ty のぬいぐるみたちは与えてくれます。一つひとつのぬいぐるみに誕生日が
あり、名前があります。動物のぬいぐるみをお世話して、話しかける「ごっこ遊び」は、相手を思いやる想像力と
表現力をはぐくむでしょう。また、地球のいろいろな地域に棲息する生き物の名前をおぼえて、「動物の
顔見知り」を増やしてゆく内に、多様な生命・生物への自然科学的な興味も広がるはずです。

【ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」 おもちゃ概要】
◆第 1 弾

10 月 22 日(金)～10 月 28 日(木)
【キリン】

【ライオン】
名前：LOUIE
誕生日：1月28日

名前：SAFARI
誕生日：10月20日

アフリカに棲息するライオンを
モチーフにしたぬいぐるみです。

アフリカに棲息するキリンを
モチーフにしたぬいぐるみです。

【トナカイ】

【キツネ】
名前：SLICK
誕生日：5月1日

名前：GLITZY
誕生日：12月9日

ヨーロッパに棲息するキツネを
モチーフにしたぬいぐるみです。

ヨーロッパに棲息するトナカイを
モチーフにしたぬいぐるみです。

【トラ】

【パンダ】
名前：MING
誕生日：4月20日

名前：TIGGS
誕生日：10月1日

ア ジ ア に 棲息す る パ ン ダ を
モチーフにしたぬいぐるみです。

アジアに棲息するトラをモチーフに
したぬいぐるみです。

【コアラ】

【カンガルー】
名前：KIPPER
誕生日：1月28日

名前：KOOKOO
誕生日：1月18日

オーストラリアに棲息する
カンガルーをモチーフにした
ぬいぐるみです。

オーストラリアに棲息するコアラを
モチーフにしたぬいぐるみです。

※画像はイメージです。

第2弾

10 月 29 日(金)～11 月 4 日(木)
【ヒョウアザラシ】

【ペンギン】
名前：PONGO
誕生日：1月4日

名前：ICEBERG
誕生日：7月2日

南極に 棲息す る ペ ン ギ ン を
モチーフにしたぬいぐるみです。

南極に棲息するヒョウアザラシを
モチーフにしたぬいぐるみです。

【アラスカアカヒグマ】

【アメリカワシミミズク】
名前：SAMMY
誕生日：6月12日

名前：HENRY
誕生日：3月15日

北アメリカに棲息するアメリカ
ワシミミズクをモチーフにした
ぬいぐるみです。

北アメリカに棲息するアラスカ
アカヒグマをモチーフにした
ぬいぐるみです。
【ブラックジャガー】

【ナマケモノ】
名前：SULLY
誕生日：2月25日

名前：DOTSON
誕生日：9月2日

南アメリカに棲息するナマケモノを
モチーフにしたぬいぐるみです。

南アメリカに棲息するブラック
ジャガーをモチーフにした
ぬいぐるみです。

★第 2 弾(10/29～)からはひみつのおもちゃが登場！
第 2 弾(10/29～)から「ひみつのおもちゃ」1 種も
登場！どんなおもちゃなのかは、あけてからのお楽しみ。

◆第 3 弾

11 月 5 日(金)～

※画像はイメージです。

【おもちゃの遊び方紹介動画】
各ハッピーセット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。
今回は、子供たちの想像力が広がる、せかいのどうぶつのぬいぐるみたちのスペシャルストーリーがお楽しみいただけます。
【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】
10月23日(⼟)・24日(日)の2日間は、ハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」を1セットご購⼊につき｢Ty(タイ)
どうぶつシールブック｣をプレゼントいたします。
隠れている動物のシルエットにシールを貼りながら、
ゴールを目指して遊べる迷路です。
※画像はイメージです。
※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。
表紙

中

フォロー&引用リツイートで当たる！
日本マクドナルド×Ty Japan 動物園・水族館ペアチケットおよびマックカード プレゼントキャンペーン！
様々な動物たちが大集合したハッピーセット「Ty(タイ) せかいのどうぶつのぬいぐるみ」の登場を記念して、全国の15の動物園・水族館との
コラボレーションを実施！ハッピーセットをきっかけに生き物に関心を持ち、リアルな生き物に触れ合う機会にも繋げて欲しいという
マクドナルドの想いに対して、全国各地の動物園・水族館の皆さまから共感をいただき、本企画が実現しました。
合計200名様に全国15カ所の動物園または水族館のペアチケットとマックカード500円分が当たります。様々な動物園・水族館からの
キャンペーン応援ツイートも！マクドナルド公式Twitterに是非ご注目ください。

・ 期
間
：2021年10月15日(金)13:00～11月4日(木)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、2021年10月15日(金)、10月
22日(金)、10月31日(日)に同アカウントに投稿されるキャンペーン対象のツイートのいずれかを、必須ハッシュ
タグ2種類をつけて引用リツイート。
※キャンペーンハッシュタグ「#ハッピーセットとどうぶつ応援しTy」に加えて、「＃北エリアのどうぶつ応援」、「＃関東中部エリアのどうぶつ
応援」、「#西エリアのどうぶつ応援」、「#南エリアのどうぶつ応援」のハッシュタグから一つ選び、引用リツイートしていただくことで、応募する
チケットのエリアをお選びいただけます。
※このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。その場合、予定していたツイートも投稿されませんのであらかじめご了承ください。
※キャンペーンの対象ツイートは計3回あり、3回のうちいずれかの投稿に必須ハッシュタグをつけて引用リツイートが必須条件です。

・賞品 / 当選数：抽選で合計200名様に、全国15カ所の動物園または水族館のペアチケットとマックカード500円分が
当たります。当選された方には、選択した必須ハッシュタグエリア内の対象動物園または水族館から一つお選び
いただき、当該施設のペアチケットおよびマックカード500円分をお送りいたします。
※鹿児島市平川動物公園のチケットは、親子ペアチケットになりますのでご了承ください。

・対象動物園・水族館：【北エリア】鶴岡市立加茂水族館／サンピアザ水族館／新潟市水族館マリンピア日本海／登別マリンパーク
ニクス／アクアマリンふくしま 【関東中部エリア】伊豆アニマルキングダム／伊豆シャボテン動物公園／名古屋港
水族館／東武動物公園／横浜市立金沢動物園 【西エリア】島根県立しまね海洋館 アクアス／桂浜
水族館／とくしま動物園北島建設の森 【南エリア】鹿児島市平川動物公園／マリンワールド海の中道
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、対象施設が休業する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記休業やその他の理由にかかわらず、チケットの変更・交換等はできません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や自治体の要請に従ってご利用ください。
※動物園または水族館のペアチケット有効期間は、2022年12月31日までです。
※チケットのご利用については、対象動物園・水族館の定める条件・ルールが適用されます。
※チケットに関するお問合わせは、対象動物園・水族館までお問い合わせください。
※現地までの交通費および宿泊費等は、当選者様および同行者様のご負担となりますので、ご了承ください。

※その他詳細は、キャンペーンページでご確認ください。 https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/ty_present/

エディオン／100満ボルト タイアップ企画を実施！
家電量販店チェーン「エディオン」、「100満ボルト」と連動したキャンペーンを実施いたします。
・ 期 間 ：2021年10月22日(金)～11月18日(木)
・ 概 要 ： 期間中マクドナルドの購⼊レシート(全商品対象)をエディオン／100満ボルトの玩具
取扱店舗に持参すると、エディオン／100満ボルト店舗のおもちゃ売場扱い商品(ゲームを
除く)が全商品10％割引
※このキャンペーンは予告なく終了する場合があります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、対象店舗が休業する場合があります。あらかじめご了承
ください。

★10 月 22 日より新しい絵本とミニ図鑑がハッピーセットに登場★
絵本「ぽんぽのだいじなともだち」にはパズルが、ミニ図鑑「くらべる図鑑／生き物編 クイズつき」には本文中に貼り付けられるシールが
おまけで付きます。心を育む絵本や、好奇心をかきたてるミニ図鑑をお楽しみください。
●販売期間：10 月 22 日(金)～8 週間(予定)
●実施エリア：全国のマクドナルド店舗
※「絵本」と「ミニ図鑑」はそれぞれおよそ 2 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。
※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です。

■ 絵本 「ぽんぽのだいじなともだち」
絵：ひらさわ いっぺい／作：ますだ みり

■ ミニ図鑑 「くらべる図鑑／生き物編 クイズつき」
小学館の図鑑 NEO＋ぷらす

絵本の中の絵を見ながら

シールを貼りながら、

遊べるパズルのおまけ付き！

図鑑を完成させよう！

誰にだって元気がでないときがあるものです。ありのままの友達を受け⼊れ、
助けたり助けられたり。ぽんぽと友達の優しい物語ができました。
©Ippei Hirasawa ©Miri Masuda

「小学館の図鑑 NEO＋ぷらす［新版］くらべる図鑑」から、動物、魚、
昆虫などの生き物を紹介します。大きさ、角やしっぽをくらべて楽しめる図鑑です。
©Shogakukan

※画像はイメージです。

■ご掲載いただく際には、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。
© 2021 Ty Inc. Oak Brook, IL U.S.A. All Rights Reserved.

【ハッピーセット® 商品概要】
「ハッピーセット」は、ハン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。2021年1月からは、栄養バランスを考慮し、新サイドメニューとして「えだまめコーン」、
「ヨーグルト」、「サイドサラダ」が追加。お好みに合わせて野菜ジュースやえだまめコーンなど300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や絵本・図鑑が好評の人気商品です。
※えだまめコーンは、誤って気管に⼊る可能性があります。3 歳頃まではお控えください。また、4 歳以上のお子様も喉に詰まらせないよう気を付けてお召し上がりください。

■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。

■「マザーズセレクション大賞 2020」を受賞しました！
このたび日本マクドナルドの「ハッピーセット」は「マザーズセレクション大賞2020」(主催:一般社団法人
日本マザーズ協会)を受賞しました。昨年はマクドナルド全体で受賞しており、マクドナルドとしては2年連続の
受賞となります。同賞は、子育て期の母親が愛用している“モノ”や、母親の応援となる“コト”を、一般の
母親約2万8000票からの投票によって選出し、表彰するものです。
【詳細 (関連プレスリリース)】 https://www.mcdonalds.co.jp/company/news/2020/1125b/

※画像はイメージです。

