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トランスフォーマー 生誕２５周年記念企画 第３弾
パソコン周辺機器としての

実機能

を搭載した変形ロボットフィギュア

『トランスフォーマー デヴァイスレーベル』１０月２４日から新発売！
東芝と共同開発のUSB メモリとマウスが変形！デスクトップ上にもトランスフォーマーが出現！
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）は、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がある、日本で誕生した変形合体ロボット『トランスフ
ォーマー』の生誕２５周年記念企画として、USB メモリやマウスとしての実機能を兼ね備え、『トランスフォ
ーマー』に変形可能な、 パソコン周辺機器（PC デヴァイス） をテーマにした『トランスフォーマー デヴァ
イスレーベル』を発売いたします。USB メモリから『デヴァイスジャガー』や『タイガトロン』に変形が可能で、
実際に USB メモリとして使用でき、デスクトップ上にトランスフォーマーを出現させることができる
『トランスフォーマー デヴァイスレーベル デヴァイスジャガー/タイガトロン』を２００９年１０月２４日に、
各３，９９０円（税込）にて、マウスから『デヴァイスグリムロック』や『ダイナザウラー』（恐竜型のロボット）
に変形可能で、実際にマウスとして使用できる『トランスフォーマー デヴァイスレーベル デヴァイス
グリムロック/ダイナザウラー 』を２００９年１１月２８日より、各６，３００円（税込）にて発売いたします。

『トランスフォーマー デヴァイスレーベル デヴァイスジャガー』と『トランスフォーマー デヴァイスレー
ベル タイガトロン』は、コネクタ部分が収納可能な USB メモリから６段階のステップを経て『デヴァイスジ
ャガー』『タイガトロン』にそれぞれ変形が可能です。USB メモリ形状でパソコンへ挿入すると、実際に
２GB のUSB メモリとして使用することが可能です。また、USB メモリ挿入時には、デスクトップアクセサリ
ーとしてパソコンの画面上に『デヴァイスジャガー』と『タイガトロン』がそれぞれ現れ、デスクトップ上を
歩き回りながら、 吠える 、 アイコンを食べる 、 ジャンプする 、 眠る など１１の動作をランダムに
展開し、デスクトップ上での『トランスフォーマー ワールド』を楽しめます（食べられたアイコンは簡単な
操作でもとに戻せます）。パソコンからUSBメモリを抜いた時には、デスクトップ上のトランスフォーマーは
USB メモリに変形します（その後デスクトップ上から消えてしまいます）。
『トランスフォーマー デヴァイスレーベル デヴァイスグリムロック/ダイナザウラー』は、８段階の
ステップを経て、マウスから『デヴァイスグリムロック』や『ダイナザウラー』（恐竜型のロボット）に変形
可能で、マウス形状でパソコンに挿入すると実際にマウスとして使用できます。マウスは画像認識技術
を駆使し、専用マウスパッドやメンテナンスが不要な「光学式センサー」を採用しており、特殊な表面を
除けば、どこでもマウス操作が可能です※1。「左ボタン」で文字やアイコンの選択、「ホイール」で画面の
スクロール、「右ボタン」で操作取り消しやアイコンのコピーなどが可能です（アプリケーションにより機能
が異なる場合がございます）。

意思を持ち、自由自在にあらゆる物に変形し、その機能までも携えることができる超ロボット生命体
『トランスフォーマー』は、誕生から２５周年を迎えた今年、「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を展開しています。
特に注目されているのが、他企業との取り組みにより実現した商品であり、それらは 玩具 という枠を
越えて『トランスフォーマー』の世界観を訴求してまいりました※2。そして、この度発売する『トランスフォー
マー デヴァイスレーベル』は、株式会社東芝との共同開発で パソコン周辺機器の実機能 を備えたこと
により、「Robot in disguise （ロボットは身の回りの物に潜んでいる）」という、『トランスフォーマー』が
描き続けてきた夢であり、年齢の垣根を越え、世界の子供から大人までを魅了し続けてきたブランドコン
セプトを、より身近に、よりリアルに伝えるレーベルとなっております。現代社会における パソコンライフ
を遊びと驚きの力で変えていく ことが『トランスフォーマー デヴァイスレーベル』に込めた世界への
メッセージであり、１年以上の開発期間を経て誕生した本製品は、日本を代表する玩具メーカーの
アイディアと、電気機器メーカーの技術を結実した製品として、変形ロボットの新たなる可能性を、
イマジネーションとテクノロジーで追求してまいります。
※

1：不安定な動作をさせる表面の一例：光沢のある表面（ガラス、研磨した金属、ラミネートなど）、画像パターンの変化が著しく
少ない表面（人工大理石表面、新品オフィスデスクなど）、画像パターンの方向性が強い表面（正目の木材、畳、フォログラム入り
マウスパッドなど）。

※

２：２００９年２月より、生誕２５周年記念企画の第１弾として、日産自動車株式会社とのコラボレーション企画として開始した『トランス
フォーマー オルタニティ』を、第２弾として、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約のもと『トランスフォーマー
ディズニーレーベル』を展開しております。

「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、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。
２００７年夏には、製作『スティーブン・スピルバーグ』監督『マイケル・ベイ』の強力タッグにより、ハリウッド映画超大作
『トランスフォーマー』が公開され、「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、
２００９年６月には、続編である『トランスフォーマー/リベンジ』が公開され、前作同様大ヒットいたしました。
『トランスフォーマー』の公式ホームページサイトURL ⇒ http://www.takaratomy.co.jp/products/TF/

〈 商 品 概 要 〉
商

品

名 ：『トランスフォーマー デヴァイスレーベル

デヴァイスジャガー operating USB MEMORY』
『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
タイガトロン operating USB MEMORY』
価
格
セット内容
商品サイズ
質
量
バッテリー
発 売 日
取扱い場所
著作権表記

：各 3,990 円（税抜価格 3,800 円 税 5％）
：変形ロボット PC デヴァイス×1、取り扱い説明書/保証書×1
：（W）28 ×（H）10 ×（D）65 mm （USB メモリ形状）
：約 17g
：乾電池は不要（電源：USB バスパワー供給）
：2009 年 10 月 24 日
：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場 等
：(Ｃ) ＴＯＭＹ

●準拠規格：USB1.1/USB2.0 High Speed
●インターフェイス規格：USBインターフェイス（A タイプ）
●コネクタ：標準A タイプ
●電源：USBバスパワー供給
●対応機種：USBインターフェイス（Ａタイプ）を標準搭載した
Windows パソコンおよびMacintosh
●対応OS：Windows XP / Vista / 7, Mac OS 10.0.2 以降
※ Ready Boost は非対応 ※98SEおよびMe は非対応
※ Mac OSのスリープモード非対応
デスクトップアクセサリーの対応OSはWindows XP / Vista のみで、
Windows 7/ Mac OSには対応していません。

商

品

名 ：『トランスフォーマー デヴァイスレーベル

デヴァイスグリムロック operating OPTICAL MOUSE』
『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
ダイナザウラー operating OPTICAL MOUSE』
価
格 ：各 6,300 円（税抜価格 6,000 円 税 5％）
セット内容 ：変形ロボット PC デヴァイス×1、取り扱い説明書/保証書×1
商品サイズ ：（W）64 ×（H）35 ×（D）116 mm （マウス形状）
（コードの長さ：約 100cm）
質
量 ：約 85g（コードを含む）
バッテリー ：乾電池は不要（電源：USB バスパワー供給）
発 売 日 ：2009 年 11 月 28 日
取扱い場所 ：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場 等
著作権表記 ：(Ｃ) ＴＯＭＹ
●準拠規格：USB1.1/USB2.0 High Speed
●形状：光学式ミニホイール付きマウス
●分解能：800dpi
●電源/消費電力：5V/100mA（最大） （USBバスパワー供給）
●対応機種：USBコネクタ（A タイプコネクタ）を標準搭載したWindows パソコン
●対応OS：Windows XP / Vista / 7

『トランスフォーマー デヴァイスレーベル』使用イメージ

（左） 『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
デヴァイスジャガー operating USB MEMORY』 3,990 円（税込）
(右) 『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
タイガトロンoperating USB MEMORY』 3,990 円（税込）

（左） 『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
ダイナザウラー operating OPTICAL MOUSE』 6,300 円（税込）
(右) 『トランスフォーマー デヴァイスレーベル
デヴァイスグリムロック operating OPTICAL MOUSE』
6,300 円（税込）

＜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

