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2017 年 9 月 26 日
マテル・インターナショナル株式会社

Xbox One 用レースゲームシリーズ「Forza Motorsport」の
人気車種がホットウィ―ルに新登場！

「HW フォルツァレーシング アソート」
9 月下旬より発売
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世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京
都千代田区、代表取締役社長：工藤幹夫）は、Xbox One 用 レースシミュレーションゲーム「Forza Motorsport」
(販売元：日本マイクロソフト株式会社)に登場する人気車種で構成された「HW フォルツァレーシングアソート」を
9 月下旬より全国の取扱店にて発売いたします。
ホットウィ―ルは、1968 年に販売を開始し 2018 年で発売 50 周年を迎える、販売台数世界一のダイキャストカ
ーブランドです。発売以来、40 億台以上を製造し世界中の子供たちに親しまれてきました。子供たちの成長とと
もに、現在ではコレクターアイテムとしても発展し、子どもから大人まで、幅広い年齢層に支持されています。
このたび、発売する「HW フォルツァレーシングアソート」は、Xbox One 用レースシミュレーションゲーム「Forza
Motorsport」をフィーチャーしたアソートです。レーシングカーやシティカ―など、ゲームに登場する車両そっくりな
デコレーションやカラーリングを施しており、Xbox や開発会社のロゴなども加わったスペシャルな仕様となってお
ります。中でも、フォード・ファルコン・レースカーは「スペシャルカ―」となっており、レギュラー品とは異なる別種
のパッケージなのも本商品の魅力の一つです。
ゲームファンだけでなく、実車的なディテールにこだわるホットウィ―ルファンも必見のアソートです。
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HW フォルツァレーシング アソート
各400円（税抜）
2017年9月下旬より順次発売
大人向け
W10.8×D3.5×H16.5
マテル・インターナショナル株式会社

■商品一覧

'09 FORD FOCUS RS
'09 フォード･フォーカス RS

McLAREN P1
マクラーレン P1

BMW M4
BMW M4

LAMBORGHINI
'13 SRT VIPER
AMC JAVERIN AMX
FORD FALCON RACE CAR
HUARACAN LP 610-4
'13 SRT バイパー
AMC ジャベリン AMX
フォード・ファルコン・レースカー
ランボルギーニ・ウラカン
LP610-4
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ホットウィ―ルについて
ホットウィ―ルは、2018 年に 50 周年を迎える販売台数世界一のダイキャストカーブランドです。
マテル社の創業者、Ruth と Elliot Handler によって、バービーに次いで子供たちの創造力を刺
激する次なる商品を世に送りだそうと考えて作られたブランドです。1968 年以来、1,000 車種・
2,000 モデル以上の商品が登場しています。ホットウィ―ルは毎週 800 万台以上の商品を製造
している、子供から大人まで、世界中で幅広く人気があり販売されているブランドです。
公式 Facebook（日本語） https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/
公式 YouTube チャンネル(英語) https://www.youtube.com/user/HOTWHEELS
公式 Instagram（英語）https://www.instagram.com/hotwheelsofficial/
※こちらの動画や画像の商品の中には日本でお取扱いのないものが含まれる場合がございます。

マテル社について
マテル（Mattel）グループは、玩具や家族向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおいて世界をリードして
います。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドール・バービー（Barbie®)のほか、
ホットウィール（Hot Wheels®)、きかんしゃトーマス（Thomas & Friends®)、フィッシャープライス（Fisher-Price®)、メ
ガブロック(MEGA® BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、
2015 年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、
2014 年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第 5 位に選ばれています。全
世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150 以上の国で製品を
販売しています。
公式サイト：http://www.mattel.co.jp/
お客様からのお問い合わせ先
マテル・インターナショナル株式会社
カスタマーサービスセンター TEL：03-5207-3620＜受付時間10時～16時月～金（祝除く）

