
 

   ２０１６年２月２３日  

報道関係各位 

 

 

 

 

 

 

 

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：H.G.メイ／所在地：東京都葛飾区）は、『ディズニープリンセス』『アナ

と雪の女王』（※1）の関連玩具において、これまで販売していた「ドレスシリーズ」（※2）などのロールプレイ商品

に加え、新たにドールシリーズを展開いたします。 

第１弾として１１インチ（約２８センチ）のファッションドール「ロイヤルフレンズ」シリーズ、３インチ（約８センチ）

のミニドール「リトルキングダム」シリーズ、合わせて計３１種を、２０１６年２月２７日（土）から全国の玩具専門店、

百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

http://takaratomymall.jp/shop/ 等にて、一斉発売いたします。 

今後も随時商品を発売し「ディズニープリンセス・アナと雪の女王 ロイヤルフレンズ／リトルキングダム」シ

リーズで、２０１６年の年末までに日本市場で約６０種類の商品を発売する予定です。両シリーズはアメリカ玩具

大手 Hasbro, Inc. （本社：米国ロードアイランド州）が順次日本以外のグローバル市場に展開する商材で、日本

においてはこれまでの「ディズニープリンセス」「アナと雪の女王」関連玩具の展開実績などからタカラトミーが販

売権を取得、パッケージ等をローカライズし商品を展開いたします。 

 

今回、タカラトミーでは、『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』関連玩具事業において、女の子の遊びの

中で２大主要カテゴリーでもあるロールプレイシリーズとドールシリーズを合わせた展開が可能となりました。さら

に、従来から販売している女児ホビー商品なども併せ総合的に展開することで遊びの幅を広げ、拡大を目指し

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』ドールシリーズ 日本で本格展開スタート！ 

着せ替え「ロイヤルフレンズ」シリーズ／ミニドール「リトルキングダム」シリーズ 

合計３１種 ２月２７日（土） 一斉発売！ 

女児向け２大カテゴリー「ドレス」&「ドール」中心に総合展開強化！ 

ディズニープリンセス ロイヤルフレンズ シリーズ 

アナと雪の女王 リトルキングダム シリーズ 
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■ 「ロイヤルフレンズ」シリーズ  

基本のドレスの着せ替えが楽しめる「ロイヤルフレンズ」

ドールのほか、小物で髪の毛遊びがたのしめる「ヘアアレ

ンジ」シリーズ、水でドレスの絵柄が出てくる「お水でチェン

ジドレス」シリーズなど多様な遊びを提案いたします。ドー

ルはそれぞれ腕、足、首なども動くためポージングも可能

です。 

「シンデレラ」「ラプンツェル」「ベル」「オーロラ姫」「アリエ

ル」に加え『メリダとおそろしの森』のヒロイン「メリダ」、大

人気のプリンセス「エルサ」と「アナ」、「オラフ」もラインナッ

プいたしました。アニメーションに登場するヒロインたちの

表情も忠実に表現しており、女の子たちの抱く憧れのプリ

ンセス像を再現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「リトルキングダム」シリーズ  

 ドレスやアクセサリーなどのパーツが外れるため自由に組み替え着せ替えやおしゃれ遊びができるミニドール

です。人気のプリンセスに加え、「エルサ」「アナ」や「オラフ」「スヴェン」など「ロイヤルフレンズ」シリーズよりもさ

らに幅広いキャラクターをラインナップしています。手のひらサイズで遊びやすく、可愛らしいデフォルメタッチで

デザインされています。 

 腕や腰、首の関節が可動し簡単なポージングが可能です。家具やボートなどの小物とドールのセットや、ハウ

スやお城とドールのセットなども多数展開し、アニメーションのシーンを再現しながら遊ぶことができます。手ごろ

な価格で何体も集めて楽しむこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディズニープリンセス ロイヤルフレンズ 

ファッションドレス ラプンツェル 
※小物は付属しません。  

ディズニープリンセス 

ロイヤルフレンズ お水でチェンジドレス 

アナと雪の女王 

ロイヤルフレンズ ドレスチェンジ 
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ディズニープリンセス  
リトルキングダム アリエルの海のお城 

アナと雪の女王  
リトルキングダム 使用イメージ 

※３月発売予定 ※小物は付属しません。 



タカラトミーでは、女の子たちが憧れる“お姫さま”『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』をテーマに、「ドレ

スに着替えて、お揃いのコーディネートドールで一緒に遊べる」シーンを創出、世界観がより広がる遊びを提案し

てまいります。また、今後もトレンドを取り入れながら、子どもから大人まで幅広い層が楽しめる、おもちゃならで

はの「遊びゴコロ」を盛り込んだ商品を提案してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品概要＞ 

発 売 日： ２０１６年２月２７日（土） 

ホームページ： http://www.takaratomy.co.jp/products/disney/princessdoll/ 

著作権表記 ： ©Disney ©2016 Hasbro. All Rights Reserved. 

取扱い場所： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、 

インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等 

 

商 品 名： 「ディズニープリンセス ロイヤルフレンズ」（５種） 
シンデレラ／ラプンツェル／アリエル／ベル／オーロラ 

希望小売価格： 各 ２，２００円（税抜き） 

対 象 年 齢： ３歳～ 

商 品 サイズ： 約Ｗ150×Ｈ300×Ｄ50（ｍｍ） （※種類により異なります） 

商 品 重 量 ： 約 180（ｇ）  

 

商 品 名： 「アナと雪の女王 ロイヤルフレンズ」（３種） 
   エルサ／アナ／オラフ 

希望小売価格： 各 ２，４００円（税抜き） 

対 象 年 齢： ３歳～ 

商 品 サイズ： 約Ｗ150×Ｈ300×Ｄ50（ｍｍ） （※種類により異なります） 

商 品 重 量 ： 約 180（ｇ）  

 

商 品 名： 「ディズニープリンセス リトルキングダム アリエルの海のお城」  

希望小売価格： ４，０００円（税抜き） 

対 象 年 齢： ４歳～ 

商 品 サイズ： 約Ｗ290×Ｈ235×Ｄ170（ｍｍ）  

商 品 重 量 ： 約 600（ｇ）  

 

商 品 名： 「アナと雪の女王 リトルキングダム エルサ＆オラフ/アナ＆スヴェン」  

希望小売価格： 各 １，４００円（税抜き） 

対 象 年 齢： ４歳～ 

商 品 サイズ： 約Ｗ50×Ｈ80×Ｄ25（ｍｍ） （※種類により異なります） 

商 品 重 量 ： 約 55（ｇ）  

 

「ディズニープリンセス」関連玩具 使用イメージ  

©Disney ©2016 Hasbro. All Rights Reserved. 

http://www.takaratomy.co.jp/products/disney/princessdoll/


※1 『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』とは 

『ディズニープリンセス』とは 
1937 年公開、世界初のカラー長編アニメーション『白雪姫』に

はじまり、シンデレラ、オーロラ姫、アリエル、ベル、ジャスミン、ラ
プンツェル・・・ 
映画に登場する美しいプリンセスたちはそれぞれの個性を持ち、 
女の子の憧れの的です。 
 
 
 
 
『アナと雪の女王』とは、 
ディズニー史上最高の記録的 No.1大ヒットアニメーション！ 

王家の姉妹、エルサとアナ。触れたものすべてを凍らせてしまう
“禁断の力”を隠し続けてきた姉エルサは、その力を制御できず
に王国を冬にしてしまう。 
 雪や氷から大切な姉と王国を取り戻すために、妹アナは山男
のクリストフとスヴェン、“心温かい雪だるま”のオラフと共に、エ
ルサの後を追って雪山へ向かう。 
アナの思いは凍った心をとかし、凍った世界を救うことができ

るのか？そして、すべての鍵を握る“真実の愛”とは…？ 
 
 
 
 
 
 

※2 『ディズニープリンセス』『アナと雪の女王』 ドレスシリ－ズ 

女の子たちが憧れる『ディズニープリンセス』『アナと雪の女

王』をモチーフとした子ども向けのドレスです。 

スカート部分にフープが入っているのでふんわり広がり、チュー

ルがついた豪華なデザインです。胸元や腰部分には、キラキラ

するダイアモンド風の石や、プリンセスのイラスト入チャームなど

が付いています（※種類により異なります） 

 対象サイズは１００～１１０センチ 

 

・ディズニープリンセス ふわりんドレス 

 ラプンツェル／オーロラ／シンデレラ／ベル 

 （希望小売価格 各３，８００円／税抜き） 

・ちいさなプリンセスソフィア かわいい３ＷＡＹドレス 

 （希望小売価格 ４，５００円／税抜き） 

・アナと雪の女王 おしゃれドレス アナ／エルサ 

 （希望小売価格 各３，５００円／税抜き） 

・アナと雪の女王 おしゃれドレス 

戴冠式のアナ／エルサのサプライズ 

 （希望小売価格 各３，８００円／税抜き） 

・アナと雪の女王 光る！ミュージカルドレス アナ／エルサ 

 （希望小売価格 各７，４００円／税抜き） 

 

 

＜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 広報課 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。 
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