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おもちゃはどう選ぶ？「らしさ」って？今年のクリスマスプレゼントは？
りゅうちぇるさんとみなさんの体験談をもとに考える

「#おもちゃに性別いるのかな」 インスタライブ
2020 年 11 月 13 日（金）20 時～ 配信決定
～フィッシャープライス×「Sanrio Baby」コラボ商品が当たる SNS キャンペーンも開催！～
世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・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）のフィッシャープライスは、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、代表取
締役社長：辻󠄀朋邦）が展開する、ベビー向けの新ブランド「Sanrio Baby（サンリオベビー）」とのコラボ商品を 11 月
14 日(土)より発売いたします。新商品の発売に先駆け、一児の父親でありタレントとして活躍中のりゅうちぇるさ
ん（@ryuzi33world929）とコラボしたインスタライブを 2020 年 11 月 13 日（金）20 時頃より配信します。

本インスタライブでは、りゅうちぇるさんが幼少期に「かわいいおもちゃで遊びたいけど、周りの目を気にして自
分の気持ちを閉じ込めていた」という体験をもとに、性別とおもちゃ選びについて改めて考える「#おもちゃに性別
いるのかな」をテーマに配信します。昔は黒と赤が定番だったランドセルも、カラフルになっている今。おもちゃを
選ぶ際に心がけていること、基準としていること、プレゼントに関するエピソードをりゅうちぇるさんに語っていただ
きます。また、フィッシャープライスと「Sanrio Baby」のコラボ商品の発売に先駆け、一足先に商品の詳細や注目
ポイントについてもご紹介します。
SNS 上で「#おもちゃに性別いるのかな」をつけて投稿されたコメントや、ライブ配信中に寄せられたコメントをり
ゅうちぇるさんが読み上げたり、質問に答えたりするコーナーも設けています。またインスタライブ中に、限定のお
得な情報も発表します。さらに指定ハッシュタグをつけて投稿いただいた方の中から抽選で 9 名に、フィッシャー
プライスと「Sanrio Baby」のコラボ商品「おやすみハローキティ」をプレゼントするキャンペーンも開催いたします。
おもちゃ選びに悩んでいる方、お子さまへのクリスマスプレゼントを何にするか迷っている方、テーマに共感し
てくださった方など、みなさまの投稿をお待ちしております。
「#おもちゃに性別いるのかな」特設 Twitter アカウント： @fisherprice_jp
「#おもちゃに性別いるのかな」インスタライブ概要
日時
： 2020 年 11 月 13 日（金） 20 時～20 時 45 分ごろ （多少前後する可能性がございます）
出演者
： りゅうちぇるさん
内容
： ・おもちゃ選びやクリスマスプレゼントに関するりゅうちぇるさんの体験談
・「#おもちゃに性別いるのかな」について
・フィッシャープライス×「Sanrio Baby」コラボ商品の紹介
・質問コーナー
・お得な限定情報
配信 URL ： りゅうちぇるさん公式 Instagram https://www.instagram.com/ryuzi33world929/
※本ライブ配信のアーカイブ保存はございません。ぜひリアルタイムでご覧ください。

「#おもちゃに性別いるのかな」 SNS キャンペーン概要
Twitter 上で、ハッシュタグ「#おもちゃに性別いるのかな」をつけて投稿した方の中から、フィッシャープライスが今年 90 周年
を迎えたことにちなんで抽選で 9 名に、新商品「おやすみハローキティ」をプレゼントいたします。
応募期間
応募方法

：2020 年 11 月 9 日（月）12 時～11 月 23 日（月）23 時 59 分
：プレゼント選びやおもちゃ選びで性別を気にしてしまった経験や、おもちゃ選びに関するりゅうちぇるさんへの
質問などを、Twitter にて「#おもちゃに性別いるのかな」を添えて投稿してください。
プレゼント ：サンリオベビー おやすみハローキティ
当選者数 ：合計 9 名
「#おもちゃに性別いるのかな」特設 Twitter アカウント： @fisherprice_jp
※厳選なる抽選の上、当選結果は当選者の方にのみご連絡させていただきます。

【商品概要】
■サンリオベビー おやすみハローキティ 商品概要
寝かしつけをサポートするかわいいハローキティのぬいぐるみです。
ふわふわのおなかが上下に穏やかに動き、赤ちゃんをリラックスさせます。また、おなかのリンゴがほんのりと
ライトアップがされるほか、メロディやホワイトノイズ、子宮音、呼吸音、心音を約 30 分間流すことができ、赤ちゃ
んの手、目、耳をそれぞれ刺激します。音量、おなかの動きやライトはオンオフなどの調整が可能なため、それ
ぞれお気に入りのモードにセットし、カスタマイズすることができます。さらに丸洗いができるため、いつも清潔に
お使いいただけます。
商品名
： サンリオベビー おやすみハローキティ
メーカー希望小売価格
： 6,000円(税抜)
発売日
： 2020年11月14日(土)より順次発売（予約受付中）
対象年齢
： お誕生から
サイズ（cm）
： W25.4×D11.43×H30.48
Amazon
： https://amzn.to/38suDsP
トイザらス オンラインストア ： https://www.toysrus.co.jp/s/dsg-689873400
発売元/販売元
： マテル・インターナショナル株式会社
クレジット
： ©1976, 2020 SANRIO CO., LTD.

■サンリオベビー ミュージカル・デラックスジム
かわいいサンリオのキャラクターに囲まれながら楽しく遊ぶことができるデラックスジムです。約 20 分間の連続
演奏が楽しめるミュージカルハローキティ、赤ちゃんの顔が映るミラー、12 か月の月齢に合わせて記念撮影の
できる布絵本、カラカラと音の鳴るいちごのラトル、葉っぱの歯固めの 5 つのおもちゃがついており、配置を変え
ることも可能です。さらにプレイマットは洗濯できるので、お手入れも簡単に行えます。
商品名
： サンリオベビー ミュージカル・デラックスジム
メーカー希望小売価格
： 11,000円(税抜)
発売日
： 2020年11月14日(土)より順次発売（予約受付中）
対象年齢
： お誕生から
サイズ（cm）
： W67.31×D7.94×H50.8
Amazon
： https://amzn.to/38suDsP
トイザらス オンラインストア ： https://www.toysrus.co.jp/s/dsg-689872600
発売元/販売元
： マテル・インターナショナル株式会社
クレジット
： ©1976, 1979, 1988, 1989, 1992, 1993, 2020 SANRIO CO., LTD.

■サンリオベビー インファント・トドラーロッカー
お子さまの成長に合わせて 3WAY で長くお使いいただけるベビーラック&ロッキングチェアです。背もたれは 2 段
階で調整できるため、お誕生の頃は本体を固定させてお子さまを寝かせたり、首がすわったらシートをアップライ
トにして、ぶら下がっているサンリオキャラクターのおもちゃで遊ばせたりできます。さらに、トイバーは簡単に取り
外し可能なので、大きくなったらゆれるロッキングチェアとしてお使いいただけます。また、リラックス振動もついて
おり、お子さまの感覚も刺激できます。
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サンリオベビー インファント・トドラーロッカー
12,500円(税抜)
2020年11月14日(土)より順次発売（予約受付中）
お誕生から
W61.28×D13.34×H33.02
https://amzn.to/38suDsP
https://www.toysrus.co.jp/s/dsg-689802500
マテル・インターナショナル株式会社
©1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1989, 1992, 1996, 2001, 2020 SANRIO CO.,

【マテルについて】
フィッシャープライスは、1930 年に誕生し、2020 年に 90 周年を迎えるマテル社のベビー・プリスクール
おもちゃブランドです。世界 No.1 の売り上げ、シェアを誇り、世界 150 か国以上で販売されています。
フィッシャープライスは、お子さまに安心して遊んでいただけるよう、安全性と耐久性を重要視し、世界
の安全基準をすべて検証して、一番厳しいものに合わせています。毎年 400 以上の新たなアイデアに
ついて、年間 2500 人以上の子どもたちとそのママ・パパが商品開発に参加しています。
フィッシャープライスブランド 公式サイト：http://mattel.co.jp/toys/fisher_price/
マテル 公式サイト：http://www.mattel.co.jp/
サンリオベビー公式サイト：https://www.sanrio.co.jp/special/sanriobaby/
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）＞

