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「東京おもちゃショー2019」
セガトイズブース 6 月 15 日（土）、16 日（日）

セガが生み出すたくさんのワクワクおもちゃを親子で楽しめる

参加型アトラクション 一挙公開！
——イベント体験会、本日より予約開始——
——「WHO are YOU ?（ふーあーゆー）」の新商品
『WHO are YOU ? ファミリ－』のサプライズ、遂にお披露目！——
株式会社セガトイズ（本社：東京都台東区、社長：佐々木章人、以下セガトイズ）は、
日本玩具協会が主催する『東京おもちゃショー2019』に出展します。
『東京おもちゃショー』
は一般公開する週末の 2 日間で来場者数 10 万超を動員する国内最大級のおもちゃ業界のビ
ッグイベントです。
【東京おもちゃショー2019 概要】
名称：東京おもちゃショー2019
会期：2018 年 6 月 15 日（土） 9:00～17:00
2018 年 6 月 16 日（日）9:00～16:00
会場：東京ビックサイト 西ホール 1～4 ホール
セガトイズブース：1 階 1-01
セガトイズおもちゃショーWEB ページ：
http://www.segatoys.co.jp/special/toyshow/

※画像はイメージです。実際のブースとは異なります。

セガトイズブースでは、世界中の人々に驚きと感動をお届けするため、ワクワクするよ
うな驚きや、親子のコミュニケーションが盛り上がって笑顔になれる、参加型のアトラク
ションを数多くご用意しています。イベント体験会以外にも、全世界の子どもに驚きを届
けている「WHO are YOU ?」の新商品『WHO are YOU ? ファミリー』のパワーアップしたサ
プライズも特設ブースでお披露目いたします。

『WHO are YOU ? ファミリー』※画像はイメージです。

■「ワンダフルチャンネル」体験会
テレビにうつって！リズムでえいご
お子さまが夢中になる英語を体験しよう！
6 月 27 日に発売を予定している、関根麻里さんが初めて開
発した英語入門知育玩具「ワンダフルチャンネル」を先行体験
いただけます。楽しみながら学ぶ「PLAY & LEARN メソッド」を取り入れた、60 チャンネル
以上の豊富なコンテンツをお楽しみください。
開催時間：随時
※混雑時は体験時間を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承くださ
い。
■ハンドメイドシリーズ体験会
大人も認める完成度！
セガトイズのハンドメイドシリーズを体験して天才クリエーターになろう！
◆癒しの香りを放ち、ずっと触っていたくなるような気持ちよさが癖になる「しゅわボ
ム ソープルン」
7 月 18 日に発売予定の「しゅわボム ソープルン」を先行体験いただけます。
特殊な液剤を混ぜて、ハートの型に流し込むだけ！
驚くほど簡単に、ぷるぷるで見た目もかわいい石けんを実際に作ることができます。
開催時間：6 月 15 日 10:00～11:30
6 月 16 日 10:00～11:30
参加方法：事前予約、当日受付
・当日受付
9:00 よりセガトイズブースで受付を開始します。
定員になり次第終了とさせていただきます。
※事前予約は抽選となります。下記リンクからお申し込みください。
https://airrsv.net/segatoys-toyshow/calendar
所要時間：約 30 分

◆レジン顔負けの透明感で本格ジュエリーチャームが作れる「ぷにジェル」
95%の大人女性がその完成度を認めたぷにジェルを体験いただけます。
ジェルを混ぜて、体験会用のオリジナルの型に流し込み、デコパーツを装飾。
ぷにぷにでキラキラのジュエリーのようなオリジナルアクセサリーを簡単に作ること
ができます。
開催時間：6 月 15 日 12:30～14:00
6 月 16 日 12:00～13:30
参加方法：当日受付、事前予約

・当日受付
9:00 よりセガトイズブースで受付を開始します。
定員になり次第終了とさせていただきます。
・事前予約
事前予約は抽選となります。下記リンクからお申し込みください。
https://airrsv.net/segatoys-toyshow/calendar
所要時間：約 30 分

◆本物のスイーツそっくりな本格的バスアメニティが作れる「しゅわボム」
9 月 12 日に発売予定の「しゅわボム しゅわパチアイス DX」を先行体験いただけ
ます。2 種類の粉を水と混ぜ合わせ、型に押し込むと、アイスクリーム部分が 1 分足らず
で出来上がります。作って楽しめるクッキングエンタテインメントをご堪能ください。
開催時間：6 月 15 日 15:00～16:30
6 月 16 日 14:00～15:30
参加方法：当日受付、事前予約
・当日受付
9:00 よりセガトイズブースで受付を開始します。
定員になり次第終了とさせていただきます。
・事前予約
※事前予約は抽選となります。下記リンクからお申し込みください。
https://airrsv.net/segatoys-toyshow/calendar
所要時間：約 30 分

■メガドライブミニ体験会
メガドラ世代集合！
セガが贈る話題のゲームマシンがおもちゃショー2019 に登場！
日に日に話題を呼んでいる「メガドライブミニ」を、セガトイズブースで先行体験する
ことができます！当時を振り返り懐かしむもよし、これが初めてのメガドライブという人
も、是非その魅力に触れてみてください。
開催予定時間：6 月 15 日 10:00～17:00
6 月 16 日 10:00～16:00
参加方法：当日受付、事前予約
・当日受付
9:00 よりセガトイズブースで受付を開始します。
定員になり次第終了とさせていただきます。
・事前予約
※事前予約は抽選となります。下記リンクからお申し込みください。
https://airrsv.net/megadrive/calendar

【注意事項】
・お申し込みは、お一人様 1 回までとさせていただきます。
・2 日間でご参加いただける回数の上限はお一人様 1 回となります。
・お申込みいただいた内容は『仮予約』としてお受けいたします｡
・仮予約後、抽選を行いセガトイズ運営事務局からお客様に
メールを差し上げた時点で当選『本予約』とさせていただきます。
・2019 年 6 月 11 日 15:00 までにメールが届かなかったお客様は、残念ながら落選となり
ます。
・変更やキャンセルは承れません。
同一のお客様が複数回のお申し込みをされた場合、予約を取り消しさせていただきます。
・体験会当日、写真付き身分証のご提示をお願いする場合がございますので、あらかじ
めご了承ください。
所要時間：10 分
■アンパンマンプレイコーナー
アンパンマンのおもちゃをみんなで楽しもう！
シリーズ累計販売台数 150 万台の実績誇る「ことばずかん」や体験型知育玩具として支
持されている「くみたて DIY シリーズ」など、お子さまが大好きなアンパンマンのおもち
ゃを体験することができます。
開催時間：随時
※混雑時は、おひとりさま 1 回の体験とさせていただきます。あらかじめご了承くださ
い。

■アンパンマンと一緒に写真を撮ろう！アンパンマングリーティングを開催
開催概要：お子さまに大人気のアンパンマンのなかまたちがセガトイズのブースに遊び
に来てくれます。一緒に、写真を撮ってご家族の思い出を作りましょう！
開催時間：6/15 10:00-10:15 アンパンマン
12:30-12:45 コキンちゃん
6/16 11:00-11:15 ばいきんまん
15:15-15:30 アンパンマン
※混雑時は、途中で撮影を打ち切る可能性がございますのでご了承ください。
権利表記：Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
＊＊＊
セガトイズは、国内のみならず海外においても、小さなお子さまからお年寄りまで心か
ら楽しんでいただけるエンタテインメントをお届けしています。世界中の人々に「楽しい
時間」と「絆」を提供するという強い想いの下、玩具だけにとどまらず、飲食施設や様々
なキャラクターなどを通して、これまでにないライフスタイルを提供し、新しい感動を体
験していただいています。
1991 年の開業以来、常に革新し続けており、近年は大人と同じデジタルデバイスを子ども
でも安全に扱える「ディズニーキャラクターズ マジカル・ミー・ポッド」が絶大な人気

を博しているほか、3 歳児でも楽しめる電動ドライバーを付属した DIY キット「アンパンマ
ン くみたて DIY」シリーズ、レジンアクセサリー作りを、他業界でも使われている素材を
用いることで安全なメイキングトイに進化させた「ぷにジェル」
、世界中で大人気の子ブタ
のキャラクター「ペッパピッグ」の国内展開など、次々と楽しい時間と絆を創出するエン
タテインメントを打ち出し、さらなる進化・成長を続けています。

【株式会社セガトイズ Web サイト】
http://www.segatoys.co.jp/
【株式会社セガトイズ 会社概要】
■会社名： 株式会社セガトイズ（英文：SEGATOYS CO., LTD.）
■会社 URL： http://www.segatoys.co.jp/
《セガトイズお客様相談センター》
TEL 0570-057-080 （ナビダイヤル） 電話受付時間：月～金 10:00～12:00、13:00～17:00
（除く祝日）
セガとセガロゴは株式会社セガホールディングスまたはその関連会社の登録商標です。
SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates.

