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2017 年 7 月 4 日
マテル・インターナショナル株式会社

『怪盗グル－のミニオン大脱走』公開記念！
好評実施中！日本全国のミニオンを見つけて
投稿する「#ミニオン脱走中キャンペーン」第 3 弾・第 4 弾賞品に

メガコンストラックス ミニオンシリーズ登場！
～メガブロックでできた巨大ミニオンも全国 15 か所の映画館にて展示！～
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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、7 月 21 日（金）より公開される映画「怪盗グル―のミニオン大脱走」の公
開を記念し、現在実施中の全国に現れる脱走中のミニオンを見つけてハッシュタグ「#ミニオン脱走中」を付け
SNS に投稿する「#ミニオン脱走中キャンペーン」にて、好評発売中のメガコンストラックス ミニオンズ映画関連
商品のセットを第 3 弾第 4 弾のプレゼント賞品として提供いたします。
また、「怪盗グル―のミニオン大脱走」の公開を記念し、映画に登場するシマシマの囚人服に身を包んだミニ
オンを、1 体につき 3 万ピース以上のメガブロックを使用し再現した巨大ミニオンを全国 15 か所の映画館にて展
示いたします。全 15 体のうち 10 体は、新宿、六本木ヒルズ、ららぽーと横浜、海老名、ららぽーと船橋、梅田、な
んば、西宮ＯＳ、伊丹、鳳の各 TOHO シネマズで展示予定です。残りの 5 体は、全国の映画館で実施されている
(一部劇場を除く)”劇場装飾コンテスト”で優秀賞を獲得した劇場に、特別仕様のゴールドカラーの台座で展示さ
れることも決定しています。
※この巨大ミニオンも「#ミニオン脱走中キャンペーン」該当ミニオンです。
メガブロックでは、ブロックでミニオンズワールドを組み立てて遊ぶメガコンストラックスの大人気ミニオンズシリ
ーズから、6 月上旬より『メガコンストラックス ミニオンズ みんなで楽しもう！ハワイアンパーティー』や『メガコン
ストラックス ミニオンズ ドル―の変形マシン』等計 13 種類に及ぶ最新映画「怪盗グル―のミニオン大脱走」関
連商品シリーズを、好評発売中です。

【#ミニオン脱走中キャンペーン＆第 3 弾・第４弾プレゼント内容】
■キャンペーン実施期間 ：4 月 29 日（土）～8 月 31 日（木）
■キャンペーン内容
：全国各地に現れる脱走中のミニオンを写真に撮り、公式アカウントをフォローしたの
ち、ハッシュタグ”#ミニオン脱走中”をつけて Instagram もしくは Twitter に投稿するこ
とで参加が可能です。ご参加いただいた方の中に抽選で素敵なプレゼントが当たり
ます。
■キャンペーンサイト URL ：https://minions-campaign.jp/
■プレゼント商品 ：第 3 弾 メガコンストラックス ミニオンズ 映画関連アイテム 11 点セット（3 名様）
第 4 弾 メガコンストラックス ミニオンズ コレクターズパック第 11 弾 全 12 種コンプリートセット
（11 名様）
メガコンストラックス ミニオンズ 映画関連アイテム商品（一部）

ミニオンズ コレクターズパック第11弾

© 2017 MEGA Brands Inc., & ™ MEGA Brands Inc. CONSTRUX is owned by Mattel and used under license.
Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.
Licensed by Universal Studios Licensing. All Rights Reserved.
Despicable Me 3 is a trademark and copyright of Universal Studio.
Licensed by Universal Studios. All rights reserved.

【『怪盗グル―のミニオン大脱走』 巨大メガブロックミニオン 概要】
■展示内容 ：1 体につき 3 万ピース以上のメガブロックを使って作られた巨大
ミニオンが、全国 15 か所の映画館に登場します。
■展示期間 ：7 月 1 日（土）～7 月 21 日(金)
■展示劇場 ：TOHO シネマズ 新宿、六本木ヒルズ、ららぽーと横浜、海老名、
ららぽーと船橋、梅田、なんば、西宮ＯＳ、伊丹、鳳
しｋ

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）＞

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリース
の配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願いいたします。

