報道関係各位
２００９年 ２月 １９日

日本生まれアメリカ育ちの変形合体ロボット『トランスフォーマー』

誕生２５周年記念企画、いよいよ始動！
『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT-R/コンボイ』
『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』
コラボレーション玩具商品 ２００９年２月２６日 新発売のご案内
〜驚異の映像革命、待望の第２弾 ハリウッド映画『トランスフォーマー/リベンジ』今夏公開！〜
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/東京都葛飾区）が販売する、１９８４年の誕生
から世界１３０以上の国と地域で、５億個以上の販売実績を持ち、日本で誕生した変形合体ロボット
『トランスフォーマー』は、２００９年で誕生から２５周年を迎えます。『トランスフォーマー』は、国境を越え、
人種・性別・年齢にとらわれず、多くの方に愛され、親子２世代をつなぐキャラクターへと成長しました。
今年、『トランスフォーマー』の２５周年記念企画として 「世界を繋ぐ、世界が変わる」 をコンセプトテー
マに、「文化」、「世代」、「ブランド」、そして「世界」を 繋ぐ 玩具商品やコンテンツ展開をしてまいります。
現在、タカラトミーでは、「トミカ」や「プラレール」など幅広い年代に愛されるロングセラー商品を多数
手がける強みを生かし、玩具を中核としたオリジナルコンテンツの活用、周辺事業と連携した展開を
積極的に行っております。『トランスフォーマー』も、「ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に
自由自在に変形し、潜んでいる」という一貫したコンセプトのもと、日本の世界に誇る精密で高度な設計・
デザイン技術と、アメリカが考え出したキャラクターやドラマ性が融合した変形合体ロボットキャラクター
として、世界規模のコンテンツに成長しました。玩具の枠を越え、アートやファッション、アメリカンコミック
など、『トランスフォーマー』独自のカルチャーが確立されております。そして２００７年７月、『トランスフォ
ーマー』のコンセプトを genius concept （優秀なコンセプト）と絶賛する映画界の巨匠『スティーブン・
スピルバーグ』と、『マイケル・ベイ』がタッグを組み、実写の超大作映画『トランスフォーマー』が
ハリウッドから世界中に公開され、全世界で７億ドルの興行収益を記録しました。
そしてこの度、『トランスフォーマー』の２５周年記念企画として、今年はさまざまな「ブランドを繋ぐ」
夢のコラボレーション玩具商品を発売いたします。「ありとあらゆる物体に変形するロボット生命体」とい
う多様性のあるコンセプトを持つ『トランスフォーマー』の魅力を最大限に活用し、世界を代表するブラン
ドと繋がることで、従来の概念を超えた、前代未聞の『トランスフォーマー』を発売してまいります。
玩具コラボレーションの第１弾として、日産自動車株式会社（社長：カルロス・ゴーン/東京都中央区/
以下 日産自動車）とのコラボレーション企画として、マルチパフォーマンス・スーパーカー『NISSAN
GT-R』が『コンボイ』に変形する『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT-R/コンボイ』を
４，７２５円（税込）にて、また、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（社長：ポール・キャンドランド／
東京都目黒区）とのライセンス契約のもと、『ミッキーマウス』が運転するトレーラーが『ミッキーマウス型
のロボット』に変形する『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』を３，９９０円
（税込）にて、２００９年２月２６日より発売いたします。今後もさまざまなブランドとのコラボレーション
アイテムを発売してまいりますので、ご期待ください。

◆クール！！◆ トランスフォーマー×日産自動車 とのコラボレーション！
「NISSAN GT-R」がコンボイに変形する 『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT-R/コンボイ』

『トランスフォーマー』と、日産自動車の最高の技術が注ぎ込まれた
マルチパフォーマンス・スーパーカー『NISSAN GT-R』がコラボレーシ
ョンした『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT-R/コンボイ』
（アルティメイトメタルシルバー・バイブラントレッド/２色同時発売）は、
１５段階のステップを踏んで、１/３２スケールの『NISSAN GT-R』が
『コンボイ』に変形します。外装はダイキャスト製で、「ロボットモード」
時のデザインは、曲線的なラインの細身なプロポーションで、各関節
の自由度も高く、様々なポーズをとることが可能です。「ビークル
（実車）モード」では、２００７年に発売された、『NISSAN GT-R（Ｒ３５）』
の初期モデルを再現しており、ボンネット・左右のドア・トランクが開閉
式で、ディスクブレーキや『NISSAN GT-R』のエンブレムを再現し、
精巧さとこだわりが凝縮されていたデザインとなっております。より
多くの方にトランスフォーマーの変形技術を体験していただくために、
一箇所の部分を変形すると、他の部分も連動して自動的に変形し、
次の変形させる箇所をユーザーに直感的に理解させる「シンクロテッ
ク機構」を搭載いたしました。

★ファンタジック！！★ トランスフォーマーに『ディズニーレーベル』がデビュー！
トレーラーが『ミッキーマウス型ロボット』に変形する
『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』
従来の「未来的」で「機械的」で「かっこ良い」変形合体ロボットのイメージを覆す、「ドリーミー」で「ファンタジ
ック」で「かわいらしい」、まったく新しいイメージの『トランスフォーマー』が、世界で最も有名なディズニーキャ
ラクター『ミッキーマウス』をストーリーテーマに誕生いたしました。『トランスフォーマー ディズニーレーベル
ミッキーマウストレーラー』は、『ミッキーマウス』が運転するトレーラーが、１２段階のステップを踏んで、
『ミッキーマウス型ロボット』に変形します。「ビークル（トレーラー）モード」では、デフォルメされたボディデザイ
ンや曲線を帯びたラインが、ディズニーのドリーミーな世界観を表現しており、今にもディズニーアニメーション
に登場しそうなかわいらしいトレーラーとなっております。メタリック塗装を施しており、トレーラー側面には、
『ディズニーレーベル』仕様にデザインされたオリジナルのマークが記されており、運転席には『ミッキーマウ
ス』が座っております。ミッキーマウス型のロボットに変形した「ロボットモード」では、丸みを帯びたデフォルメ
フォルムはそのままに、『ミッキーマウス』の顔を幾何学的なデザインに置き換え、あの特徴的な耳と鼻を
ロボットでも再現しております。そして、「ロボットモード」時には、バトルスーツに着替えた『ミッキーマウス』が、
ロボットの頭上に登場する「お着替えギミック」を搭載しました。また、「ロボットモード」時に頭部を下に押し込
むと、両腕をパタパタとかわいらしく上下する「わくわくギミック」を搭載し、バイザーを上下に可動することも
可能です。また、レトロ感あふれる黒と白を基調とした『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウ
ストレーラー モノクローム』も、２００９年３月２６日より、３，９９０円（税込）にて発売いたします。

Disney

世界中に再び トランスフォーマー旋風 が巻き起こる！
スピルバーグ×マイケル・ベイが放つ、驚異の映像革命<第２弾>！
ハリウッド映画『トランスフォーマー/リベンジ』２００９年６月公開！

２００７年夏、「驚異の映像革命」で、日本をはじめ全世界で７億ドルを突破する大ヒットを記録したあの
ハリウッド映画超大作『トランスフォーマー』が、更なるパワーと新たな トランスフォーム（変形） を
引き連れて、２００９年６月に『トランスフォーマー/リベンジ』となって帰ってきます！！前作の様々な機
械が一瞬にしてロボットの姿に トランスフォーム する、スピード感と迫力に満ちあふれた最先端映像
は、見る人の度肝を抜き、未だ体験したことのない感動と衝撃を与えました。待望の続編となる
『トランスフォーマー/リベンジ』では、前作同様、製作『スティーブン・スピルバーグ』と監督『マイケル・
ベイ』がタッグを組み、想像力の極限さえ超えたビジュアル・エフェクトの圧倒的な魅力により、全ての
点において、前作をはるかに凌ぐ、全編クライマックスの超大作となっております。

「トランスフォーマー」とは？
「トランスフォーマー」とは、株式会社タカラ（現在株式会社タカラトミー）が「ミクロマン」や「ダイアクロン」などの変形合体
玩具を 同一の世界観を持ったもの として再編成した玩具発のコンテンツであり、１９８４年にアメリカでの玩具の発売後、
アニメやコミックの展開が大ヒットいたしました。同時にヨーロッパ各国やアジアへの展開を開始し、１９８５年に日本でも玩
具とアニメがスタートし、世界的な大ヒットとなり、誕生から２５年に渡り、世界１３０以上の国と地域で親子２世代に愛され
ております。
「トランスフォーマー」は、意思を持ち、自由自在にあらゆる物に変形することができる超ロボット生命体で、オプティマス
プライム（日本名：コンボイ）率いる正義のオートボット軍団（日本名：サイバトロン）と、メガトロン率いる悪のディセプティコ
ンズ軍団（日本名：デストロン）が宇宙を舞台に戦うという壮大なストーリー設定のもと、新作アニメや新しいギミックを使っ
た玩具が続々と制作され、 日本生まれ、アメリカ育ち の変形ロボットとして、タカラトミーの定番コンテンツとなっていま
す。

〈 商 品 概 要 〉
商

品 名 ：『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT‑R/コンボイ』
アルティメイトメタルシルバー・バイブラントレッド（２色同時発売）

価

格 ： 各 4,725 円（税抜価格 4,500 円

税 5％）

セット内容 ： 変形ロボット×１
商品サイズ ： （W）60 ×（H）40 ×（D）140 mm

（ビークルモード時）

（W）１50 ×（H）150 ×（D）60 mm （ロボットモード時）
バッテリー ： 不要
発

売 日 ： 2009 年 2 月 26 日

取扱い場所

：

著作権表記 ：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場 等
(c)1985 2009 TOMY

『トランスフォーマー オルタニティ NISSAN GT-R/コンボイ』
左：バイブラントレッド、 右：アルティメイトメタルシルバー

商
価

品 名 ：『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』
格 ： 各 3,990 円（税抜価格 3,800 円

税 5％）

セット内容 ： 変形ロボット×１
商品サイズ ： （W）55 ×（H）60 ×（D）100mm

（ビークルモード時）

（W）１20 ×（H）120 ×（D）100mm （ロボットモード時）
バッテリー ： 不要
発

売 日 ：

『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』（カラー版）2009 年 2 月 26 日
『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー モノクローム』2009 年 3 月 26 日

取扱い場所

：

著作権表記 ：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場 等
(c)Disney (c)1985 2009 TOMY

『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』
左：『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー』（2009 年2 月26 日発売）
右：『トランスフォーマー ディズニーレーベル ミッキーマウストレーラー モノクローム』（2009 年3 月26 日発売）

＜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 広報チーム

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 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp

