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令和パパが子育てを応援！ 1 才からのメガブロック

杉浦太陽さんがメガブロックアンバサダーとして
「メガブロック園」の園長に就任！
～就任記念キャンペーンを 6 月 14 日より開始～

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）は、令和パパとしても人気が高い俳優の杉浦太陽さんがメガブロッ クのア ンバサダーに就任する こと を
お知らせいたします。
メガブロックは、小さなお子さま でも安心して遊べるように作られた、カナダ生まれのブロッ ク玩具ブランドで す。
1 ピースが大きなサイズで握りやすく、組み立てやすいため 1 才からのブロックに最適です。また、 組み合 わせ方
次第で、様々な形と色で想像力と創造力の両方を養えま す。 丸みを帯びたブロッ クは怪我もしにくく安心 な 作りの
ため、初めてのブロック遊びにも活用できま す。
新型コロナウイルス流行後おうち時間が増加し、家で遊べる遊びやおもちゃへの需要がこれまで 以上 に 高ま っ
ています。そうした状況の中で、ただ遊ぶだけでなく、考え る力や創り出す力を養えるような知育玩具への 注目度
も上がっています。また、家事・育児を積極的に行うことを当然だと考え る令和時代のパパが増加する一方で 、 な
かなか周囲の理解や状況から思うように受け入れられない現状もありま す。
今回多くの方に知育玩具への親しみや興味を持って いただくことを目指し、子育て と俳優業の両立をされて い
る杉浦太陽さんをメガブロッ クのア ンバサダーに起用しま す。また、 はじめての知育玩具に悩むママ パパ に、 「 最
初の知育玩具」としてふさわしいメガブロッ クならで はの魅力を伝えて いく ため、杉浦さんにはメガブロッ ク 園の園
長に就任いただきます。杉浦さんには店頭の POP やリーフレッ トに登場いただき、1 才からのメガブロッ ク を盛り
上げていきます。
さらに、杉浦さんの園長就任を記念して、 キャンペーンを実施して いきま す。2021 年 6 月 14 日からの 第 1 弾
「教えてメガブロック園長！杉浦太陽園長 就任記念キャンペーン」は、 メガブロッ ク公式ア カウントから発 信 する
情報を期間中にフォローしてリツイートするだけで応募が完了するキャンペーンで す。公式ア カウントか ら は、 杉
浦園長せんせいのアドバイス、就任動画や MEGA ブロックのひみつ、子育てあるあるな ど、 おもちゃや子 育て に
関する役立つ情報を発信していきま す。 当選者には、サイン入りエ プロンや園長セレクトの育児ア イテム を プレ ゼ
ントします。また、7 月 19 日からはキャンペーン第 2 弾「#メガブロック #メガピースをつけて画像投稿で プレ ゼント
をもらおう！」 を予定しており、 該当の画像にハッ シュタグをつけて 投稿するだけで 応募で き、 床拭きロボッ ト やメ
ガブロックが当たります。

今後も子育てに役立つ情報の発信はもちろんのこと、 メガブロッ ク園の園長としての杉浦太陽さんの活躍 にご 期
待ください。
【 キャンペーン第 1 弾 「 教えてメガブロック園長！杉浦園長 就任記念キャンペーン」詳細】
キャンペーン名： 教えてメガブロック園長！杉浦園長 就任記念キャンペーン
概要
： 杉浦園長せんせいのアドバイス、就任動画や MEGA ブックのひみつ、 子育てあるあるな ど
期間中にフォローしてリツイートするだけで応募できるキャンペーン
賞品
： A 賞 撮影に使用したサイン入りエ プロン＋著書のお料理本 1 名様
B 賞 園長セレクト！育児中ママにうれしいレコルト コードレススティッククリーナー 30 名様
応募期間
： 2021 年 6 月 14 日（月）～7 月 9 日（金）
応募方法
： メガブロック公式 Twitter アカウントをフォローし、該当ツイートをリツイートで応募完了
キャンペーンサイト URL
： http://mattel.co.jp/fisher_price/cp/megabloks
メガブロック公式 Twitter アカウント： @MEGABLOKS_PR
【 キャンペーン第 2 弾 「 # メガブロック # メガピースをつけて画像投稿でプレゼントをもらおう！」詳細】
キャンペーン名： #メガブロック #メガピースをつけて画像投稿で プレゼントをもらおう！
賞品
： 杉浦太陽賞
アイロボット 床拭きロボット ブラーバ 390j 1 名様
メガブロック賞 1 才からのメガブロック ラーニングテーブル 100 名様
応募期間
： 2021 年 7 月 19 日（月）～8 月 20 日（金）
応募方法
： Twitter で指定ハッシュタグをつけて画像投稿で、応募完了
キャンペーンサイト URL
： http://mattel.co.jp/fisher_price/cp/megabloks
メガブロック公式 Twitter アカウント： @MEGABLOKS_PR
※ご当選された方には応募期間終了後、T witter のダイレクトメッセージにてご 連絡いたしま す。
※やむを得ない理由により、賞品発送が遅れる場合がございま す。
【 1 才からのメガブロック 商品ラインア ップ】
■1 才からのメガブロック 123 かぞえて！はずむキリン
メーカー希望小売価格：税抜 2,800 円（税込 3,080 円）
サイズ（cm）
：W25.4×D13.3×H27.3

■1 才からのメガブロック 123 バス
メーカー希望小売価格：税抜 2,800 円（税込 3,080 円）
サイズ（cm）
：W25.4×D11.4×H29.2

■1 才からのメガブロック ABC ミュージカルトレイン
メーカー希望小売価格：税抜 3,200 円（税込 3,520 円）
サイズ（cm）
：W38.1×D11.4×H29.2

■1 才からのメガブロック ラーニングテーブル
メーカー希望小売価格：税抜 7,000 円（税込 7,700 円）
サイズ（cm）
：W61.0×D13.3×H40.6

■1 才からのメガブロック たっぷり 80 個ブロックパック
メーカー希望小売価格：税抜 2,800 円（税込 3,080 円）
サイズ（cm）
：W30.5×D12.7×H35.6

【 杉浦太陽さん プロフィール】
1981年3月10日、大阪府出身（岡山県生まれ）。98年デビュー。
01年『ウルトラマンコスモス』主演。その後、ドラマ、映画、バラエティ、な どで幅広
く活躍、NHK Eテレ『趣味の園芸 やさいの時間』、BS日テレ『旬感レシピ』、
TOKYO FM『TOKYOこどもTIMES』にレギュラー出演中。「中野市食の大使」
「板橋区観光大使」を務める。「ベスト・ファーザーイエ ローリボン賞」「 イクメンオ
ブザイヤー」「いい夫婦パートナーオブザイヤー」など受賞。 プライベートでは
2007年に元モーニング娘。の辻希美さんと結婚。4児のパパ。 等身大で 育児に
取り組んでおり、家庭生活のサポートも積極的に行う。

マテ ル社について
マテル（Mattel）グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リ
ーディング企業です。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）＞

