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フィッシャープライスと「サンリオベビー」のコラボ待望の第 2 弾
機能性・デザイン性を兼ね備えたベビーアイテム
「サンリオベビー スペース・コンパクト・ジャンパルー」
「サンリオベビー ふかふか布えほん」「サンリオベビー おしゃぶりクリップホルダー」

5 月末より順次発売
http://mattel.co.jp/fisher_price/
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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）
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
向けのブランド「Sanrio Baby（サンリオベビー）」とのコラボシリーズ第 2 弾を 5 月末より順次発売いたします。
今回発売する「サンリオベビー スペース・コンパクト・ジャンパルー」は、お部屋の好きな場所で安全にジャンプ遊
びができる室内遊具です。ジャンプをするたびに楽しいメロディとライトアップを楽しむことができ、ハローキティやマイ
メロディなどのサンリオのキャラクターが水彩画タッチで描かれ、ナチュラルで飽きのこないデザインが特徴です。コ
ンパクトにたためるため、移動や収納も簡単でママパパにも嬉しいおもちゃです。
「サンリオベビー ふかふか布えほん」は、6 つの指遊びが楽しめる、サンリオキャラクターズでいっぱいの布絵本
です。カシャカシャ音や、ふわふわ、ツルツルの異なる手触りなど、ページをめくるごとにたくさんの発見があり、お子
さまの五感を刺激します。
「サンリオベビー おしゃぶりクリップホルダー」は、大事なおしゃぶりをハローキティのクリップホルダーで落ちない
ように固定できる商品です。おしゃぶりを使用していない時は裏側のポケットに収納でき、清潔に保つことができます。
外出時に荷物が多く、無くしものや落とし物が増えるというママパパのお悩み解決にも役立ちます。
東京家政大学 准教授の細井香氏は、「遊び発達」の観点から、0・1・2 歳の遊びは、お母さんの情緒的反応がと
ても大切であると語ります。サンリオベビー商品のように、お母さんが小さいころから親しんできたキャラクターの玩
具で遊ぶことで、赤ちゃんは認識していなくても、お母さんのポジティブで安定した感覚が伝わり、より反応し、発達を
促すことが期待できます。
90 周年を迎えたフィッシャープライスは、これからも「世界 No.1*ベビー・プリスクールブランド」の誇りを持ち、お
子さまの発達をサポートし、ママやパパの育児を助ける商品を届けてまいります。
*The NPD Group/G12/2020/USD

サンリオベビー コラボ商品について「あそび発達」の観点から
（東京家政大学 准教授・日本アタッチメント育児協会認定 あそび発達インストラクター講座 認定講師 細井香氏のコメント）
0・1・2 歳の遊びは、お母さんの情緒的な反応がとても大切な時期です。
サンリオベビーシリーズのように、お母さんが小さいころから親しんできたキャラクターの玩具で遊ぶこと
で、お母さん自身も親しみながら遊べます。赤ちゃんは認識していなくても、お母さんのポジティブで安定
した感覚が伝わることで、より豊かに反応し、発達を促すことが期待できます。
なかでも、ジャンパルーは「あそび発達」の観点でいうと、運動と脳への刺激(知能)、それを楽しむ情緒が
バランスよく連動しています。たまたま足をけってみたら、ジャンプしたり、音が鳴ったり、光ったりした。そ
うした“偶然”のなかに“楽しさ”を見出し、遊びの意欲を高めることができます。
何度も繰り返すうちに、あらたな“発見”をする。発達とは、本来このように情緒と運動と知能がひとつに
なったアクティビティのなかに存在します。

【商品概要】
■サンリオベビー スペース・コンパクト・ジャンパルー
サンリオのキャラクターと一緒に、ゆかいにジャンプして遊べる室内遊具です。コンパクトにたた
めるため、移動や収納も簡単。シートは取り外して洗濯することができ、シートの高さは成長に合
わせて 4 段階に調整可能です。
商品名
メーカー希望小売価格
対象
組立時サイズ（cm）
パッケージサイズ（cm）
本体の重量
Amazon
楽天ブックス
発売元/販売元
クレジット

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

サンリオベビー スペース・コンパクト・ジャンパルー
16,000円(税抜)
首すわり～ 体重11.3kg以下・身長81cm以下
W72×D79×H82
W58.4×D17.5×H60.3
1kg
https://amzn.to/3uYNsMB
https://books.rakuten.co.jp/rb/16711261/
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■サンリオベビー ふかふか布えほん
6 つの指遊びが楽しめる、サンリオのキャラクターでいっぱいのふかふか布絵本です。ページを
めくるごとにたくさんの発見があり、いちごの歯がためを各ページに移動させながら遊べます。カ
シャカシャ音やキュ！キュ！などの音も楽しむことができます。
商品名
メーカー希望小売価格
対象年齢
サイズ（cm）
Amazon
楽天ブックス
発売元/販売元
クレジット

：
：
：
：
：
：
：
：

サンリオベビー ふかふか布えほん
2,300円(税抜)
お誕生から
W16.5×D4.4×H22.9
https://amzn.to/3yi1LOu
https://books.rakuten.co.jp/rb/16711265/
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■サンリオベビー おしゃぶりクリップホルダー
大事なおしゃぶりをハローキティのクリップホルダーで落ちないように固定できる、おしゃぶりホル
ダーです。赤いクリップでお子さまの洋服に固定し、使用していない時は裏側のポケットにおしゃ
ぶりを収納できるため清潔に保ちます。さまざまなおしゃぶりに対応できるよう、ホルダーやリボ
ンが付属しています。
商品名
メーカー希望小売価格
対象年齢
サイズ（cm）
Amazon
楽天ブックス
発売元/販売元
クレジット

：
：
：
：
：
：
：
：

サンリオベビー おしゃぶりクリップホルダー
1,500円(税抜)
お誕生から
W15.2×D3.2×H27.9
https://amzn.to/3owIpAD
https://books.rakuten.co.jp/rb/16711264/
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【フィッシャープライス×サンリオベビー みんなのデビュー応援キャンペーン実施予定】
6 月 16 日より、豪華なプレゼントが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。
「フィッシャープライス×サンリオベビー」の対象6商品のいずれかを撮影した画像や動画とともに、指定ハッシュタグ
をつけてツイッターまたはインスタグラムに投稿した方の中から、抽選でオンライングリーティングをプレゼント！ま
た、キャンペーン対象ツイート（広告）をリツイートしてくれた方を対象に、オリジナル壁紙が当たるキャンペーンも同
時に実施いたします。
キャンペーンページ
Twitterアカウント
実施期間
プレゼント
指定ハッシュタグ

：http://mattel.co.jp/fisher_price/cp/sanrio/ （6月14日サイトオープン予定）
：https://twitter.com/fisherprice_jp
：2021年6月16日（水）～2021年7月14日（水）
：指定ハッシュタグ投稿・・・ハローキティとのオンライングリーティング 抽選で20名様
リツイート・・・サンリオベビーのオリジナル壁紙用壁紙 抽選で50名様
：#サンリオベビー、#フィッシャープライス、#◯◯デビュー（例：#公園デビュー、#ジャンパルデビュー等）

【フィッシャープライスについて】
フィッシャープライスは、1930 年に誕生し、2020 年に 90 周年を迎えたマテル社のベビー・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。 *The NPD Group/G12/2020/USD
公式サイト：http://mattel.co.jp/toys/fisher_price/
【Sanrio Baby について】
2020 年に誕生したサンリオのベビーブランドです。ハローキティ、けろけろけろっぴ、おさるのもんきちなど、ママが小
さな頃からそばにいたキャラクターが多数登場し、ママ世代にも人気のある「サンリオキャラクターズ ナチュラルフォ
レストデザイン」により、大人が赤ちゃんの性別を気にせずご使用いただけるナチュラルでかわいいデザインになって
います。
https://www.sanrio.co.jp/special/sanriobaby/
【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『Ethisp here 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）＞
本件に関する報道関係者お問い合わせ先
マテル PR事務局（イニシャル内）
TEL：03-5572-6062 FAX：03-5572-6065 MAIL：mattel@vectorinc.co.jp
キャラクターに関する報道関係者お問い合せ先
株式会社サンリオ 社長室広報課
TEL:03-3779-8110 MAIL: sanriopr@sanrio.co.jp

