
 

 

お問い合せ先 
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 事業部 企画戦略部門 

広報担当マネージャー 中村 淳  TEL：045-221-2111 
                        ＊本日は 19:00 まで在席しております。        

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 

記 者 発 表 資 料 
 

 
平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ２ ２ 日 ( 木 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLYTHE is a trademark of Hasbro.© 2012Hasbro. All 
Rights Reserved.  
BLYTHEcharacter rights are licensed in Asia to 
Cross World Connections, Ltd. 
Licensed by Hasbro. www.blythedoll.com (pc site) 
blythemobile.com (mobile site) 

 
 
 
 
 
 

横横横浜浜浜人人人形形形ののの家家家特特特別別別企企企画画画展展展   ブブブララライイイススス 111000 周周周年年年記記記念念念展展展覧覧覧会会会   

「「「111000   ハハハッッッピピピーーーメメメモモモリリリーーーズズズ   aaattt 横横横浜浜浜人人人形形形ののの家家家」」」
会会会期期期：：：444 月月月 222888 日日日(((土土土)))～～～666 月月月 333 日日日(((日日日)))   

開催概要： 

会期：20１２年４月 28 日(土)～６月３日(日) 

開館時間：9 時 30 分～17 時(入館は 16 時 30 分まで)  

休館日：毎週月曜日〔4 月 30 日(月・祝)開館、5 月 1 日(火)休館〕 

特別企画展入館料：おとな(高校生以上) ４００円／こども(小・中学生) ２50 円 
※特別企画展のため、通常入館料とは異なります。(通常の展示も同時にご覧いただけます。) 
主催：公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー/有限会社 クロスワールドコネクションズ (ＣＷＣ)

ブライスの日本デビュー10 周年を記念し、全国 6 都市を巡回した記念展覧会や物販イベントのフィナーレを、

横浜人形の家で開催します。歴代のブライスから最新のドールまでを一堂に展示。ブライスの魅力とその歴史をた

っぷりとお楽しみいただけます。 

ブライスは、１９７２年にアメリカ・Kenner社で1年間のみ制作販売された幻の人形です。グレープフルーツ程の大

きな頭、華奢なボディ、4 色に変わる大きな瞳が特徴。2000 年に商業施設のテレビＣＭに起用されると大反響を呼

び、２００１年 6 月に日本のクロスワールドコネクションズ(ＣＷＣ)のプロデュースによって、復刻版(ネオブライス)が発

売開始となりました。今では、日本はもとより世界各地で大人気の人形です。横浜人形の家では２０１０年に 8 周年

の企画展を行い、会期中に発売開始となった限定ドールを求め、長蛇の列ができるほどの大好評となりました。 

歴歴歴代代代ブブブララライイイススス 333888000 点点点以以以上上上ををを一一一堂堂堂ににに公公公開開開！！！   

○見どころ！！ 

★全てのブライスが一堂に！！  

今までに販売された全てのドール 380 点以上を一挙に展示します！ 

★これまでのパッケージを展示！ 

それぞれのブライスにあわせてデザインされたパッケージを紹介します！

★会期中、期間限定ショップを併設！！ 

  直営ショップの限定ドールや新グッズなど販売します！ 

★関連イベントを開催！！ 

  ブライスをより楽しむ為の楽しいイベントを企画します！   

★プレス向け内覧会開催！！ 
  4 月 27 日（金）ブライスのトータルプロデューサー、ジュンコ・ウォング氏を迎え

てプレス向けの内覧会を行ないます。           ⇒詳細は裏面に！！ 

 

http://www.blythedoll.com/


 

 
◆展覧会の見どころ 

 

 

 

ブライスは各々のイメージに合わせてデザインされたパッケージに入れられて販売されており、

このパッケージも人気です。本展では、多種多様なデザインのパッケージ約 80 種を使用して、大き

な 2枚の壁を作ります。迫力の展示です。 

★期間限定ショップを併設！！ 

ブライスファンなら一度は訪れてみたい夢

のショップ、代官山ジュニームーンが横浜人

形の家に展覧会期間限定でオープンします。

CWC 限定ドールや 3 月に販売が開始された新

グッズをはじめ、ジュニームーンならではの

商品展開でブライスファンを魅了します。 

◆内覧会のお知らせ 

3-4 月の新アイテム

★内覧会を開催します！！ 
開館前に一足先にご案内いたします！ＣＷＣ代表にしてブライスのトータルプロデューサー、

ジュンコ・ウォング氏も同席いたします。この機会にぜひ、ご取材ください！ 

日程：2012 年 4 月 27 日(金)15:00～17：00  

※ウォング氏に取材をご希望の場合は 4月 25日(水)17時までに別添の用紙に項目をご記入

の上、Fax にてご連絡をお願いいたします。 
取材連絡先：公益財団法人横浜観光コンベンションビューロー 伊井さえこ 

           ℡045-221-2111/Fax045-221-2100  E-mail: ii@www.welcome.city.yokohama.jp

★関連イベントを開催！！ 

会期中、関連イベントを開催。ブライスをより楽しむため楽しいイベントです。 

詳細はＨＰをご覧ください。 HP：http://yokohama-doll-museum.com/

2012 年 3 月登場の一押しブライス、

CWC 限定ネオブライス          

『マーゴユニークガール』 

★全てのブライスが一堂に！！ 

今では入手することが難しい貴重なドールなど、今までに販売した全てのドール 380 点以上

(ネオブライス約 175 種、プチブライス約 200 種、ミディブライス約５種)を一挙に展示。会場

内をブライスで埋め尽くします。 

様々なコンセプトで制作されたブライスたちの表情は見飽きることがありません。 

※ ネオブライス(2001 年 6 月より登場：身長 28.5 ㎝) 

プチブライス(2002 年 6 月より登場：身長 11 ㎝) 

ミディブライス(2010 年 10 月より登場：身長 20 ㎝) 

 
★これまで作成したアニメーションを上映！！ 

デビューからこの 10 年間に制作した数々のアニメーションの 

スペシャルラインナップを会場で上映します。 

あわせて、記念すべきデビューとなったパルコのＴＶＣＦや、 

10 周年を記念して制作したアニメーションも上映します。

 

★これまでのパッケージを展示！！ 

アニメーションの一場面 

mailto:ii@www.welcome.city.yokohama.jp
http://yokohama-doll-museum.com/


ＦＡＸ送信先 045-221-2100 
℡045-221-2111 公益財団法人 横浜観光コンベンションビューロー 伊井 行き 

※申し込み締め切り：4 月 25 日(水) 17 時 

○内覧会参加フォーム 

横浜人形の家特別企画展 ブライス 10 周年記念展覧会 

「10 ハッピーメモリーズ at 横浜人形の家」 

○内観会日程 

日時：2012 年 4 月 27 日(金) 15:00～17：00 

会場：横浜人形の家 3 階 第３展示室 (横浜市中区山下町 18)  

○申込フォーム 

御社名                           部署名                       

 

媒体ジャンル                            

 

所在地 〒                                                  

 

ご担当者名                               (同伴者        名)              

 

電話                 メールアドレス(データ送付先)                             

 

○確認事項 (該当する□にチェックを入れてください)  

１．ＣＷＣ代表ジュンコ・ウォング氏への取材  □希望する   □希望しない 

  ※取材は 1 社 10 分～15 分程度を目安と考えております。状況に応じて当方で取材の順番や開

始時間を調整させていただくことがあります。 取材時間のご都合がある場合は予めご希望を

お知らせください。  

   取材希望時間：                                             

２．ブライスの画像提供   □希望する    □希望しない 

  提供可能画像           □メインビジュアル      □マーゴユニークガール 

※ご利用に当たっては有限会社クロスワードコネクションズ（ＣＷＣ）に事前にご連絡の上、使用

条件などをご確認ください。 

※上記以外の画像提供については別途ＣＷＣとご相談ください。  
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