
 

 

 

2012 年 7 月 20 日 

 

トイザらスで楽しい夏の思い出を！！ 
 日本トイザらス、2012 年夏の特別イベントを開催決定 

 
玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店である日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、以下、  

日本トイザらス）は、お子様とご家族に向けた夏の特別イベントを開催します。 
 
7 月 21 日（土）から 8 月 19 日（日）までの期間中、対象のトイザらス、ベビーザらス店舗において、人気キャラクター「ウ

ルトラマンゼロ」や米国で大ヒット中の笑い袋「わらいぶくろベイビーズ」 との写真撮影会、レゴブロック「レゴ®ニンジャ  

ゴー」、「レゴ®フレンズ」の新商品体験会といった無料イベントのほか、妊婦帯でお馴染み犬印本舗協力による無料マタニ

ティ講座会を実施します。さらに、池袋サンシャインシティで開催される「きかんしゃトーマス ソドー島の平和をまもれ！  

ディーゼル vs スチーム！」に出店し、トーマス関連グッズを販売します。 
 
イベントの概要 
■ウルトラマンゼロ写真撮影会 ＜参加無料＞ 
みんなのヒーロー「ウルトラマンゼロ」がトイザらスにやってきます。 
夏の楽しい思い出作りにご家族揃って写真撮影会にご参加ください。 

日時： 7 月 21 日（土） 13：00、15：00  
場所： トイザらス ベビーザらス 池袋サンシャインシティ店 （アクセス） 

東京都豊島区東池袋 3-1 サンシャインシティ文化会館 B1F 
※各回先着 50 組様限定。当日朝 10：00 より、店内サービスカウンターに

て整理券を配布します。 
※お客様のカメラで撮影いただきます。予めカメラをご持参ください。 

 
■レゴブロック体験イベント ＜参加無料＞ 
「レゴ®ニンジャゴー」、「レゴ®フレンズ」の新商品体験会を開催します。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 時 間 場 所 

7 月 28 日（土） 10：00～16：00 

トイザらス ベビーザらス お台場店 （アクセス） 
東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場 T101 1F 
トイザらス ベビーザらス 東浦店 （アクセス） 
愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区 67-8 イオンモール東浦 2F 
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■わらいぶくろベイビーズ写真撮影会 ＜参加無料＞ 
米国大ヒット商品、笑い袋「わらいぶくろベイビーズ」の日本初上陸を記念して、トイザらスにベイビーズ（着ぐるみ）が   
登場します。また、写真撮影会も実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 日 時 間 場 所 

7 月 28 日（土）～29 日（日） 
12：00～17：00 

トイザらス ベビーザらス お台場店 （アクセス） 
東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場 T101 1F 

12：00～17：00 
トイザらス 伊丹店 （アクセス） 
兵庫県伊丹市藤ﾉ木 1-1-1-127 イオンモール伊丹 1F 

8 月 4 日（土）～ 5 日（日） 12：00～17：00 
トイザらス 亀戸店 （アクセス） 
東京都江東区亀戸 6-31-1 サンストリート 2F 

8 月 11 日（土）～12 日（日） 12：00～17：00 
トイザらス ベビーザらス お台場店 （アクセス） 
東京都港区台場 1-7-1 アクアシティお台場 T101 1F 

※各日先着 30 組様には写真をプレゼントします。カメラご持参のお客様はどなたでも参加いただけます。 
 
■きかんしゃトーマス ソドー島の平和をまもれ！ディーゼル vs スチーム！ 

ソドー島の名所を再現した迫力の展示コーナーや、楽しいアトラクションが

盛りだくさん！大人気のトーマスグッズの販売も行ないます。 
   日時： 8月11日（土）～8月19日（日） 10：00～16：30 （最終入場16：00） 
    場所： 池袋サンシャインシティ 文化会館 2F D ホール 
         東京都豊島区東池袋 3-1  

前売券： 大人（中学生以上）800 円、お子様（小学生以下）500 円 
当日券： 大人（中学生以上）900 円、お子様（小学生以下）600 円 

  ※イベントの詳細はこちらからご確認いただけます。 
     PC サイト     http://www.thomasandfriends.jp/sunshinecity/ 

モバイルサイト  http://sp.tms.cybird.ne.jp/preview/preview_top.php 
 

■プレママのための犬印マタニティ講座 ＜参加無料＞ 
妊婦帯でお馴染み「犬印本舗」の専門アドバイザーによるマタニティ講座を開催。妊娠中に必要なアイテムや準備時期 
など、プレママの疑問にお応えします。参加された方には記念品をプレゼントします。 

  対象者： 妊婦の方やご家族、ご友人 
  参加方法： 実施店舗のサービスカウンターにてご予約ください。各回先着 15 名様まで。 
  （予約されていないお客様でも、当日に空きがあれば参加いただけます。） 
 
 
 
 

月 日 時 間 場 所 

8 月 5 日（日） 
13：00～14：00 
15：00～16：00 

ベビーザらス 錦糸町店 （アクセス） 
東京都墨田区太平 4-1-5 オリナス 3F  

8 月 17 日（金） 
13：00～14：00 
15：00～16：00 

ベビーザらス 阪急宝塚店 （アクセス） 
兵庫県宝塚市栄町 1-8-26 

＜報道関係者のお問い合わせ先＞ 
 

日本トイザらス株式会社 広報室      【 T E L 】 044-549-9072      
【E-Mail 】  pr@fun.toysrus.co.jp  

 
 
            

 

【「わらいぶくろベイビーズ」全 6 種類、各 1,499 円】 ＜※7 月末発売予定＞ 

©2012 Gullane (Thomas) Limited. 
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＜日本トイザらス株式会社について＞ 
トイザラス・インクを親会社にもつ日本トイザらスは、日本において、8,000 人以上の従業員を擁しています。全国 

166 店舗の「トイザらス」、「ベビーザらス」および「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp）、  

「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア モバイル」（mobile.toysrus.co.jp）を運営し、国内外の信頼できる    

メーカーの質の高い商品をご提供しております。 
 
日本トイザらス株式会社         www.toysrus.co.jp/truj/ 
トイザらス・ベビーザらス 店舗情報  www2.toysrus.co.jp/store/ 
 
 
＜トイザラス・インクについて＞ 
トイザラス・インクは、世界各国の「トイザラス」や「ベビーザラス」などをとおして他社とは異なるショッピング体験を  

ご提供する、世界有数の玩具・ベビー用品の総合専門店です。現在、全米とプエルトリコで 873 店舗の「トイザラス」、

「ベビーザラス」を展開し、海外においては、35 の国と地域で直営店を 625 店舗以上、ライセンスストアを 145 店舗 

以上展開しています。また、格式ある FAO Schwarzブランドを独占的に運営し、ニューヨーク 5番街にある同ブランド

のフラッグシップストア（旗艦店）では品質の良い玩具をご提供しています。E コマースでは、Toysrus.com、

Babiesrus.com、eToys.com、FAO.comといったインターネット通販サイトを運営し、幅広い品揃えで当社ならではの

玩具とベビー用品をご提供しています。トイザラス・インクは、米国ニュージャージー州ウェインに本社を置き、世界中

に毎年約 70,000 人の従業員を擁しています。お子様の安全を守り、支援する取り組みを適時ご提供し、お客様から

信頼される身近なお店として地域社会に貢献してまいります。 
 
※「トイザらス」「ベビーザらス」という表記は日本国内の社名および店舗名のみに使用し、日本以外の世界各国における社名や店舗名は「トイザラス」 

「ベビーザラス」と全てカタカナ表記になります。 
 

http://www.toysrus.co.jp/
http://mobile.toysrus.co.jp/
http://www.toysrus.co.jp/truj/
http://www2.toysrus.co.jp/store/
http://www.toysrus.com/
http://www.babiesrus.com/
http://www.etoys.com/
http://www.fao.com/

	ソドー島の名所を再現した迫力の展示コーナーや、楽しいアトラクションが盛りだくさん！大人気のトーマスグッズの販売も行ないます。

