報道関係各位
２０１０年 ５月 ２７日
人気ソフト 任天堂の「マリオカートＷii」の興奮を チョロＱ で 卓上 体験！？

『チョロＱハイブリッド！マリオカート Wii シリーズ』
6 月 19 日 （土） 新発売のご案内

新開発「VS シャーシ」登場！後退・前後振動 などで相手を攻撃！おなじみの ゲーム音 も再現♪

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、赤外線の送受信
が可能な車台「ＶＳ（ブイエス）シャーシ」の開発で、任天堂株式会社より発売中の人気ソフト
『マリオカートＷｉｉ』を玩具で体験できる赤外線操縦玩具『チョロＱハイブリッド！マリオ
カートＷｉｉシリーズ』の『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉＶＳタイプ ２台セ
ット』を５，４６０円（税込）にて、２０１０年６月１９日（土）より、全国有名百貨店・量
販店玩具売り場、玩具専門店にて発売いたします。
『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉシリーズ』は、２００９年１０月に発売され
た、
「ゼンマイ」と「モーター」の２種類の動力タイプがある『チョロＱハイブリッド！』の
新シリーズになります。従来の車台「ゼンマイシャーシ（ゼンマイタイプ）
」
「リモコンシャー
シ（リモコンタイプ）
」と異なる、赤外線の「受信」はもちろん、シャーシから前後への赤外
線の「送信」も可能な「ＶＳシャーシ」を搭載することにより、レース時に自分のチョロＱを
操作しながら、相手のチョロＱに「後退」や「止まる」などの「攻撃」を仕掛けることが可能
になりました（ＶＳタイプ）
。この新たに開発された遊びを、人気ソフト『マリオカートＷｉ
ｉ』の世界観に落とし込み、
『マリオカートＷｉｉ』の興奮を玩具で楽しむことができます。
『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉシリーズ』は、２つのバンド（周波数）があ
り、専用のコントローラーを使用して、２台での前進後退・左右旋回の赤外線操縦走行による
レースが可能です。コントローラーは充電器にもなっており、約５分間のフル充電で約５分間
の走行ができます。コントローラーのメインスイッチを「ＯＮ」にすると、コントローラーの
スピーカーからゲームでおなじみのレーススタート時の音が流れます（テクニック次第でゲー
ムでおなじみの「ロケットスタート」も再現できます）
。スタート後、レースの最中にコント
ローラー上部にある「アイテムルーレット」
（ミドリこうら・バナナ・ダッシュキノコ・サン
ダー・スーパースター）が自動的に開始し、当たったアイテムを入手できます。コントローラ
ー右上部にあるボタンを押してアイテムを使用すると、攻撃やダッシュなど、アイテムによっ
て様々な効果を自分や相手のチョロＱに与えることができます（アイテムの効果一覧は参考資
料参照）
。例えば、マリオが「ミドリこうら」を入手し、前方にヨッシーがいる状態でマリオ
がアイテムを使用すると、前後に振動しながら後退してしまいます。
シリーズのメイン商品として、ＶＳシャーシを車台とした『チョロＱハイブリッド！マリオ
カート Wii VS タイプ』２台（マリオ・ヨッシー）
、ＶＳタイプ専用コントローラー２個、ゲー
トやコーナーパーツなど情景がセットになった『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ
ＶＳタイプ ２台セット』を５，４６０円（税込）にて発売いたします。他にも、ＶＳシャー
シを車台とした『チョロＱハイブリッド！マリオカート Wii VS タイプ』を単品で３種（マリ
オ・ワリオ・クッパ）各２，７３０円（税込）にて、ゼンマイシャーシを車台とした『チョロ
Ｑハイブリッド！マリオカート Wii ゼンマイタイプ』を単品で４種（マリオ・ワリオ・クッパ・
ルイージ）各６６１円（税込）にて、２０１０年６月１９日（土）より同時に発売いたします。
※ Wii は任天堂の登録商標です。

〈 商 品 概 要 〉
商 品 名 ： 『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ ＶＳタイプ ２台セット』
価
格 ： 5,460 円（税抜価格5,200 円 税5%）
セット内容 ： ①車体（ボディ）×2 種（マリオ、ヨッシー） ②車台（ＶＳシャーシ）×2 個、
③ＶＳタイプ専用コントローラー×2 個
④スタート/ゴールゲート（ペーパークラフト）×1 個、
⑤丘パーツ（ペーパークラフト）×2 個、
⑥コーナーパーツ（ペーパークラフト）×6 個
商品サイズ ： 車本体（マリオ） = (Ｗ)35ｘ（Ｈ）45ｘ（Ｄ）50mm
コントローラー = (Ｗ)75ｘ（Ｈ）78ｘ（Ｄ）22mm
バッテリー ： 単 4 アルカリ乾電池 8 本（4 本×2 個・コントローラー用：別売り）
発 売 日 ： 2010 年 6 月 19 日
著作権表記 : (C) 2008 Nintendo
(C) ＴＯＭＹ
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

チョロＱハイブリッド！ マリオカートWii VSタイプ３種
各２，７３０円 （税込）

チョロＱハイブリッド！マリオカートWii ゼンマイタイプ ４種

各６６１円（税込）

シリーズ累計初年度出荷目標数：２０万個

『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ ＶＳタイプ ２台セット』の使用イメージ画像
（画像のパイロンパーツはパッケージを切り取って作成できます）
『チョロＱハイブリッド！』公式ホームページ ： http://www.takaratomy.co.jp/products/choroq/

＜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 03-5650-1031
http://www.takaratomy.co.jp

【参考資料】

『チョロＱハイブリッド！』について：
2009 年10 月に発売した進化型チョロＱで、ボディ（車体）に互換性があり、一つのボディを、従来の「プルバックゼンマ
イ走行」が可能な「ゼンマイシャーシ（プルバックゼンマイ駆動シャーシ）」と、コントローラーを使用しての前進後退・左
右旋回の赤外線コントロール走行が可能な「リモコンシャーシ（モーター駆動シャーシ）」の２種類のシャーシに乗せ替
えて遊ぶことができます。ウィリーやクイックターン、ウィリースピンなど、様々なアクションが楽しめ、また、専用のアク
ションパーツを装着すると超高速スピン、片輪走行、横転スピンからの起き上がりなど、アクロバティックなアクションも
楽しめます。発売以来約 30 万個を出荷しており、小学生男児を中心に、20 代〜30 代の初代チョロＱ世代の方にも、
親子一緒になって遊んでいただいている人気商品です。

『マリオカートＷｉｉ』について：
任天堂株式会社から、2008年4 月に発売された家庭用ゲーム機Wii の専用ゲーム
ソフト（ジャンル：アクションレースゲーム）で、家庭用ゲーム機でプレイできるマリオカ
ートシリーズの第6 作目。パッケージに同梱されているステアリング型の周辺機器「Wii
ハンドル」に Wii リモコンを取り付けると、実際の車を運転しているかのような新感覚で
ゲームを楽しむことができます。「シングルプレイ」や、４人まで同時にプレイできる「マ
ルチプレイ」はもちろん、「ニンテンドーWi-Fi コネクション」を利用することで、遠く離れ
た世界中のプレイヤーと対戦できたりと、そのゲームモードのバリエーションは多彩で
す。日米英累計販売数894万本（09年2月時点：エンターブレイン調べ）、2008年に発
売されたゲームソフトにおいて、年間販売本数の世界一を記録したほか、マリオカート
シリーズ中最高の販売数を記録し、「日本ゲーム大賞 2009」の年間作品部門におい
て大賞を受賞しました。
※ Wii は任天堂の登録商標です。

互換性について：
『チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉシリーズ』の車体（ボディ）には、
既に発売している『チョロＱハイブリッド！』の車台「ゼンマイシャーシ」と
「リモコンシャーシ」との互換性があり、シャーシを変えて、プルバック
ゼンマイ走行や通常のリモコン走行（アイテムを使用しない無線操縦）も
楽しむことができます。

【イベントのご案内】
「エコカーワールド 2010」 にて 「チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉシリーズ」 初披露！
大気汚染防止や地球温暖化対策に有効な低公害車について、国民の理解を深め、その普及促進
を図ることを目的として、環境省、独立行政法人環境再生保全機構及び横浜市により、2010年6月5
日（土）、6 日（日）横浜赤レンガ倉庫広場にて「エコカーワールド 2010」が開催されます。本イベントに
「チョロＱ」も参加し、「究極のエコカー：ポンゼロ」の展示や、新商品「チョロＱハイブリッド！マリオカー
トＷｉｉ」の初披露とともに、初代ミスチョロＱ「原田まりるさん」によるチョロＱ講習会を開催し、『チョロＱ
ハイブリッド！マリオカートＷｉｉ』のレースの興奮や操作方法を実演いたします。

《開催概要》
１．開催期間
2010 年6 月5 日（土） 12:00〜17:00 ※開会式を12:00 から行います。
6 日（日） 10:00〜16:00
２．会場 ※入場無料
メイン会場：横浜みなとみらい21 横浜赤レンガ倉庫広場
試乗会会場：横浜海上防災基地前道路及びその周辺
３．主催等
[1]主催 環境省、独立行政法人環境再生保全機構、横浜市
[2]後援 経済産業省、国土交通省、神奈川県、神奈川県警察
「エコカーワールド 2010」公式ホームページ ： http://www.erca.go.jp/ecocarworld/2010/

《チョロＱ出展内容》
★ 究極のエコカー 巨大チョロＱ「ポンゼロ」 登場！ ★
所ジョージさん×チョロＱ のコラボレーションで誕生した「ポンゼロ」は、玩具のチョロＱ同様、後ろに
引いて手を離せばゼンマイの力で前進する 究極のＥＣＯカー で、もちろん人を乗せても前進しま
す！ ※所ジョージさんは来場いたしません。
★ 脳科学おばあちゃん×チョロＱ 「チョロＱと脳の発達について」 ★
テレビでおなじみの「脳科学おばあちゃん」こと「久保田カヨ子さん」プロデュースのチョロＱで脳を発
達させる遊びをご紹介します！ ※久保田カヨ子さんは来場いたしません。
★ 初代ミスチョロＱ「原田まりるさん」×「チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ」 ★
６月に新発売の「チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ」の世界最速一般公開！どこよりも早く興奮
のレースを体験することができます。さらに、会期中２日間「原田まりるさん」による「チョロＱハイブリ
ッド！マリオカートＷｉｉ」の講習会も開催いたします！
《チョロＱハイブリッド！マリオカートＷｉｉ
講習会スケジュール》
6 月5 日（土） ①12：30〜 ②13：30〜
③★14：30〜（イベントステージにて）
④15：30〜 ⑤16：30〜
6 月6 日（日） ①10：30〜 ②11：30〜 ③12：30〜
④13：30〜 ⑤14：30〜 ⑥15：30〜
※講習会の開催内容・時間は変更になる場合もございます。

６月５日（土）１３時頃 「板東英二氏」、「野々村真氏」がチョロＱブースに来場予定です。
「エコカーワールド2010」は、開催期間中のご取材が可能となっております。取材をご希望の場合は、
お手数おかけいたしますが、下記までご連絡をお願いいたします。
「エコカーワールド 2010 広報事務局」
㈱フルハウス 担当／秋元、日江井 TEL：03-5413-0384 FAX：03-3401-8085
Mail： s.akimoto@fullhouse.jp
当日の連絡先：080-6686-2268（秋元）

