【ハッピーセット『
ハッピーセット『プラレール/
プラレール/メゾピアノ』
メゾピアノ』】
■販売期間 ： 2011 年 10 月 14 日（金）～約 3 週間（予定）
■種
類
： 「プラレール」 全 8 種類
「メゾピアノ」 全 8 種類
（※「プラレール」「メゾピアノ」のどちらかをお選びいただいた上で、どのおもちゃが
もらえるかはお楽しみです。各おもちゃには数量の限りがございますので、なくなり
次第終了いたします。）
「プラレール」
プラレール」（全 8 種）
大人気の車種が登場する、マクドナルドのハッピーセットオリジナルのプラレール！
☆C57 1号機 SL やまぐち号

☆E5 系新幹線「はやぶさ」

山 口県 で活躍 する Ｓ
Ｌ「やまぐち号」。車
内を覗くとやまぐち号
のスライド写真を 見
られます。車両後ろの
穴から汽笛が鳴らせま
す。

300km/h の最高速度を
誇る、東京駅-新青森駅
間で活躍する新幹線
「はやぶさ」。手をかざ
すと、ライトが光ります。

☆N700 系新幹線みずほ・さくら

☆ 923 形ドクターイエロー

2011 年 に 開 通 し た 、
山 陽 ・ 九 州 新幹 線で
活躍す る 「 み ず ほ 」 と
「さくら」。車両を手ころ
がしで走らせると、
発車ベルとドアの開閉
音が流れます。

新幹線の線路や信号
を走りながら検査す
る車両、ドクターイエロ
ー。車両の下が スタ
ンパーになります。

☆500系新幹線

☆E231系近郊電車
首都圏を中心に活躍す
る 近郊電車。ボタン を
押すと車両の横窓に
乗客や働く人が現れ
ます。

☆寝台特急カシオペア

「こだま」の名称で活躍
する新幹線。車両の
上部のフタを開けると、
座席が配置されて
います。

☆485系特急電車
上野駅と札幌駅を結ぶ
寝台特急「カシオペア」。
車両に手をかざすと
警笛が鳴ります。

車両前部のライトが
光ります。また、ヘッド
マークの愛称名がレバー
で「雷鳥」と「くろしお」
に変わります。

「メゾピアノ」
メゾピアノ」（全 8 種）

大人気スイーツのマカロン、プリン、パフェ、タルトがかわいいおもちゃになって登場！

ピーチマカロン／
ピーチマカロン／ミントマカロン
マカロ ン の下に、メ ゾピ アノ のキャラクター
「コロンちゃん」のスタンプが付いています。

ストロベリープティング／
ストロベリープティング／オレンジプティング
スイッチを入れると、カップの中のリキッドが
キラキラ光ります。

ベリーソーダパフェ／
ベリーソーダパフェ／メロンソーダパフェ
グラス部分をひねると、カップの中のリキッド
がキラキラ光ります。

ピンクハートタルト／
ピンクハートタルト／レッドハートタルト
ふたを開けると、小物入れの中にステッカー
が 6 枚入っています。

「プラレール」
プラレール」

「メゾピアノ」
メゾピアノ」

ＪＲ東日本商品化許諾済
ＪＲ東日本商品化許諾済 ＪＲ東海承認済
ＪＲ東海承認済 ＪＲ西日本
ＪＲ西日本商品化許諾済
西日本商品化許諾済 ＪＲ九州承認済
ＪＲ九州承認済
Ⓒ ＴＯＭＹ 「プラレール」
プラレール」は株式会社タカラトミーの
株式会社タカラトミーの登録商標
タカラトミーの登録商標です
登録商標です。
です。
ⒸNARUMIYA
NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD. 2011
2011

■週末限定キャンペーン
週末限定キャンペーン■
キャンペーン■
ハッピーセット「プラレール/メゾピアノ」1 セット購入につき、期間中の 10 月 15 日（土）～先着で、
「プラレール」をお選びいただいた方には「プラレールスペシャルのりもの DVD 2011」を、「メゾピアノ」
をお選びいただいた方には「『メゾピアノ』×『こえだちゃん』 えあわせシール」を 1 枚プレゼントします。
【週末限定キャンペーン
週末限定キャンペーン】
キャンペーン】
※先着順につき、なくなり次第終了となります。24 時間営業店舗では、土曜 AM5：00 からの配布となります。

10 月 15 日（土）～先着プレゼント
オリジナル「
オリジナル「プラレールスペシャルのりもの DVD 2011」
2011」
マクドナルドオリジナルのプラレール映像や、ハッピー
セットの秘密を紹介する「ぼうけんおもちゃくん」の
ほか、タカラトミーのおもちゃ情報などが収録された､
盛りだくさんの DVD！（約 70 分）

【プラレールスペシャルのりもの DVD 2011】
（DVD／DVD ケース）
※「プラレールスペシャルのりもの DVD2011」ご掲載の際には､
下記クレジットをお入れいただきますよう、お願い申し上げます。
ＪＲ東日本商品化許諾済
ＪＲ東日本商品化許諾済 ＪＲ東海承認済
ＪＲ東海承認済
ＪＲ西日本
ＪＲ西日本商品化許諾済
西日本商品化許諾済 ＪＲ九州承認済
ＪＲ九州承認済
Ⓒ TOMY 「プラレール」
プラレール」は株式会社タカラトミーの
株式会社タカラトミーの登録商標
タカラトミーの登録商標です
登録商標です。
です。

「『メゾピアノ』
メゾピアノ』×『こえだちゃん』
こえだちゃん』 えあわせシール
えあわせシール」
シール」
女の子に大人気のキャラクター「こえだちゃん」が、
「メゾピアノ」とコラボレーションしてハッピーセットの
週末 限定キャンペーンに登場！えあわせ遊びを
楽しめるかわいいシールです。

【「メゾピアノ」×「こえだちゃん」 えあわせシール】
（台紙面／シール面）
※「『メゾピアノ』×『こえだちゃん』 えあわせシール」ご掲載の際には､
下記クレジットをお入れいただきますよう、お願い申し上げます。
ⒸTOMY / ｄesigned by Suzuka Yoshida.
ⒸNARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD. 2011
2011

■「ハッピー･プラレール
ハッピー･プラレール店
プラレール店」期間限定でマクドナルドお
期間限定でマクドナルドお台場
でマクドナルドお台場デックス
台場デックス店
デックス店にオープン■
にオープン■
10 月 13 日（木）から期間限定で、マクドナルドお台場デックス店が、
「ハッピー･プラレール店」としてオープンします。店内には、ジオラマ
展示から、入り口から床面にプラレールのレールデザイン、レール
で作られた日本地図など、来て見て楽しめる展示を行います。
「ハッピー・プラレール店」概要
実施店舗 － マクドナルド お台場デックス店（東京都港区台場 1-6-1）
実施期間 － 2011 年 10 月 13 日（木）18：00～11 月 3 日（木・祝）24：00
※10 月 13 日（木）16：00～18：00 の時間は休業させていただきます。
※「ハッピー・プラレール店」限定で、10 月 13 日（木）18 時より、
ハッピーセットをご購入いただいたお客様先着 500 名様に、
電車の写真やイラスト入りの鉛筆・シール・クリアファイルの
セットをプレゼントいたします（なくなり次第終了）

【店舗外観（イメージ）】

【ハッピーセット商品概要
ハッピーセット商品概要】
商品概要】
■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 ： 【ブレックファストメニュー販売時間帯（5:00～10:30）】
プチパンケーキセット
430 円～440 円
ホットケーキセット
450 円～470 円
エッグマックマフィンセット
450 円～470 円
チキンマックナゲットセット
470 円～490 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。

【レギュラーメニュー販売時間帯（ブレックファストメニュー販売時間帯以外）】
ハンバーガーセット
420 円～450 円
チーズバーガーセット
440 円～470 円
プチパンケーキセット
430 円～440 円
チキンマックナゲットセット
470 円～490 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。
※全て税込み価格です。
※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。）
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、ファンタ グレープ、
カナダドライ ジンジャーエール、Qoo すっきり白ぶどう、マックシェイク（マックシェイクは、レギュラーメニュー
販売時間帯のみ販売いたします。）

