報道関係各位
２０１３年１１月１１日

ディズニー映画最新作『プレーンズ』 日本公開に先がけておもちゃが登場！

キャラクター玩具『プレーンズ』シリーズ １１月１４日から順次発売！
ミニカー「プレーンズ トミカ」 飛ばして遊ぶ「そらとべ！ダスティ」 など３０種以上
株式会社タカラトミー
株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山幹太郎／所在地：東京都葛飾区）は、ディズニー
の最新作アニメーション映画『プレーンズ』（※1）の日本公開【２０１３年１２月２１日（土）】に先駆け、
映画のキャラクター商品を、２０１３年１１月１４日（木）から順次、全国の玩具専門店、百貨店・量
販店等の玩具売場、インターネット等にて発売いたします。
メイン商品のダイキャスト製ミニカー「プレーンズ トミカ」シリーズ（希望小売価格：飛行機単品
各９４５円・車単品 各７３５円／税込)は、映画のキャラクターを手のひらサイズでリアルに再現し
ており、年度内に１３種類を発売、初年度８０万個の販売を目指してまいります。

「プレーンズ トミカ」シリーズ 初回発売９種

©Disney

映画『プレーンズ』は、大空を舞台に“夢をかなえる勇気”を描いたファンタジーアドベンチャーで
す。主人公の「ダスティ」は、誰もが「無理だ」という夢をあきらめず、悩みながら一歩一歩踏み出し
ていきます。そんな彼を応援しサポートする個性豊かな仲間たちとの友情、世界各国の競合レーサ
ーたちとの手に汗握るレースシーンなど、子どもも大人も楽しめる内容になっています。
「プレーンズ トミカ」は、世界最速のレーサーになるという夢を抱く「ダスティ」、伝説的なカリスマ
スターレーサー「エル・チュパカプラ」、涼しい目元がキュートな日本代表レーサー「サクラ」、危機に
陥ったダスティを救う「ブラボー」など、映画に登場するキャラクターの個性に合わせ、表情など細部
にまでこだわって再現しています。自分のお気に入りのキャラクターを手にとったり、レースシーンを
再現したりと、子どもたちが映画で体感したワクワクドキドキした気持ちを日常の中でも楽しめるよう、
豊富なラインナップで展開してまいります。
そのほか「プレーンズ トミカ」で遊べるフライトシュミレーターやマップ、主人公「ダスティ」のアク
ションが楽しめる大型玩具や、グループ会社である株式会社タカラトミーアーツから発売するぬいぐ
るみ、カプセルトイなど、タカラトミーグループ全体で合計３０以上の商品を発売いたします。
タカラトミーは子どもたちが映画を観た感動を、玩具を通じて自分の手元で体験し、夢を思い描く
ことができるような玩具シリーズを提案してまいります。

≪ 商品概要 ≫
【公式サイト】http://www.takaratomy.co.jp/products/disney/planes/index.html

①商品名

：「プレーンズ トミカ」 シリーズ

発売日
希望小売価格

：２０１３年１１月１４日（木）～順次 （＊詳細は下記の表をご確認ください）
：【飛行機単品】各９４５円/税込（税別９００円、税５％）
【車単品】各７３５円/税込（税別７００円、税５％）
商品内容
：本体１台
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の新シリーズです。映画「プレーンズ」に登場するキャ
ラクターの個性を大切にして、それぞれの目の表情などを細部にまでこだわって開発しました。
商品サイズ
希望小売価格
発売日
商品名
（ｍｍ）
税込/税 5％

１１月１４日
（全９種）

P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08
P-09
１２月５日
P-10
P-11
１２月２７日 P-12
１４年３月２０日 P-13

「P-01 ダスティ」

ダスティ（スタンダードタイプ）
エル・チュパカブラ（スタンダードタイプ）
リップスリンガー（スタンダードタイプ）
スキッパー（スタンダードタイプ）
ブルドッグ（スタンダードタイプ）
エコー（スタンダードタイプ）
イシャーニ（スタンダードタイプ）
ダスティ（レーシングタイプ）
サクラ（スタンダードタイプ）
チャグ
ドッティ
ダスティ（スーパーチャージタイプ）
ブラボー（スタンダードタイプ）

「P-02 エル・チュパカブラ」

９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
９４５円
７３５円
７３５円
９４５円
９４５円

「P-09 サクラ」

Ｗ×Ｈ×Ｄ

８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
８２×４０×７２
７４×３４×７４
５０×３２×２７
８２×４０×７２
８２×４０×７２

「P-13 ブラボー」
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プレーンズ トミカワールド

②商品名

：「プレーンズ トミカを操縦だ ！フライト・ダスティ」

発売日
：２０１３年１１月１４日（木）
希望小売価格
：６，２７９円/税込 （税別５，９８０円、税５％）
商品内容
：本体１台、ダミーフィギュア(ダスティ)１台
商品サイズ
：Ｗ４４０×Ｈ２３５×Ｄ４５０ｍｍ
使用電源
：単２形アルカリ乾電池３本使用（別売り）
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】大きなダスティの背面がフライトシュミレーターとして
遊べるようになっています。シュミレーターの盤面は、背景シートが
スクロールして動き、付属のダスティのフィギュア（プレーンズ トミカ
と同サイズ）を取り付け、操縦桿を操作しながら上下・左右にコントロ
ールして遊びます。ダスティのフィギュアは、別売りの「プレーンズ ト
ミカ」に付け替える事ができ、好きな機体を操縦する事ができます。
また、右側側面にはもう一台「プレーンズ トミカ」（別売り）を付ける
事が可能で、競争している雰囲気を楽しむ事もできます。

©Disney

プレーンズ トミカワールド

③商品名

：「プレーンズ トミカ 大きく広がる！フライト訓練バッグ」

発売日
希望小売価格
商品内容
商品サイズ

：２０１３年１１月１４日（木）
：４，１７９円/税込（税別３，９８０円、税５％）
：バッグ本体、レール４本、柱２本、飛行台２個
：収納時/鞄型 約Ｗ３００×Ｈ３４０×Ｄ１３５ｍｍ
：展開時/平面展開 約Ｗ３００×Ｈ３４０×Ｄ９５０ｍｍ
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】「プレーンズ トミカ」で遊べるバッグ型のマップです。
バッグを大きく広げると、表は映画のフライト訓練シーンを再現した
マップ、裏側は「プレーンズ トミカ」の格納庫となっています。
レールを組み立て、飛行シーンを再現して遊ぶこともできます。
遊び終わったらレールと「プレーンズ トミカ」をバッグの中に
収納できます。
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＊「プレーンズ トミカ」は付属しません

④商品名

：「プレーンズ プロペラ回転！コントロール・ダスティ」

発売日
希望小売価格
商品内容
商品サイズ
使用電源

：２０１３年１１月１４日（木）
：４，１７９円/税込（税別３，９８０円、税５％）
：本体１台、コントローラー１台
：Ｗ２４５×Ｈ２８０×Ｄ２６０ｍｍ（本体）
：単４形アルカリ乾電池２本、
単３形アルカリ乾電池２本使用（別売り）
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】コントローラーでダスティを前進、左右にコントロー
ルする事ができます（※飛行はしません）。走行中はプロペラも回り、左右に
曲がる時は翼を傾けながら曲がります。旋回半径は、
とても小さく小回りが利きますので小さなお子さんでも操作しやすく
なっています。ボディの切り替えスイッチで旋回半径を大きくする事も出来ます。

⑤商品名
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：「プレーンズ そらとべ！ダスティ」

発売日
：２０１３年１１月１４日（木）
希望小売価格
：２，３１０円/税込（税別２，２００円、税５％）
商品内容
：本体１台、発射台１台
商品サイズ
：Ｗ３５０×Ｈ７８×Ｄ２０５ｍｍ（本体）
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】飛ばせる「ダスティ」です。空母型の発射台に「ダスティ」をセットして、トリガーを引くと
飛び出します。飛距離は約５ｍです。
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⑥商品名

：「プレーンズ サウンドフレンズ ダスティ」

発売日
：２０１３年１１月１４日（木）
：２，３１０円/税込（税別２，２００円、税５％）
希望小売価格
商品内容
：本体１台
商品サイズ
：Ｗ１８０×Ｈ１１０×Ｄ２００ｍｍ
使用電源
：単４形アルカリ乾電池２本使用（別売り）
対象年齢
：３ 歳以上
【商品説明】飛行アクションに合わせて、エンジンスタート、
プロペラ音、上昇音、下降音、着陸ブレーキ音など、リアルな
サウンドが楽しめます。
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（※1）ディズニー映画最新作『プレーンズ』について

あの「カーズ」の世界が、大空に飛び出す！

「ボクだって、できるはず」
“高所恐怖症”の飛行機、ダスティ。
夢は世界一周レースで優勝すること…

１２．２１(土)
３Ｄ．２Ｄ全国ロードショー
Disney.jp/planes
©2013 Disney
【ストーリー】
田舎の農場で働く農薬散布機のダスティは、世界最速のレーサーになるという“かなわぬ夢”
を抱いていました。なぜなら、彼はスピードを競うために作られたレース用飛行機ではなく、さら
に悪いことに、高所恐怖症のために低空飛行しかできないのです。それでも夢を諦められない
ダスティは、仲間たちのサポートと、かつて海軍で活躍した伝説の飛行教官スキッパーの指導
によって、大空の世界一周レースへの出場権を手に入れます。でも、世界各国のトップ・レーサ
ーが集結し、最新鋭の性能と天賦の飛行術を競いあう中、レース機ではないダスティに勝ち目
はあるのでしょうか？ 決戦の舞台はアメリカを離れ、ヨーロッパ、そしてアジアへ…仲間の励ま
しと夢をかなえたいという強い思いが、最下位だったダスティの順位を次第に上げていきます。
でも、その夢を打ち砕くかのように、高所恐怖症の彼の前に世界最高峰のヒマラヤが立ちはだ
かるのでした。果たしてダスティはこの絶体絶命の危機を乗りこえることができるのでしょうか？
そして、世界一周レースの行方は…？

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー 広報部 TEL ０３－５６５４－１２８０
FAX ０３－５６５４－１３８０
＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミーお客様相談室 TEL： ０５７０－０４－１０３１（ナビダイヤル）
※IP 電話・一部携帯電話、PHS 及び海外からのお電話は０３－５６５０－１０３１をご利用ください。

＜報道各位から映画に関するお問い合わせ先＞
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン
TEL ０３-５７４５-４００１ FAX ０３-５７４５-２７８０

