２０１５年１１月２５日
報道関係各位

クリスマスまであと１ヶ月！
タカラトミー2015 年 クリスマスおすすめ商品

のご案内

「リカちゃん」「トミカ」「プラレール」etc.定番最新商品から、大人も楽しめる、ロボット、トレンドまで！

株式会社タカラトミー
クリスマスまでいよいよあと１ヶ月となりました。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）の調査によると、クリスマスプレゼントを「検討しはじめた時期」は
１２月１０日までで８１．７％、実際に「購入（予約）した時期」は、１２月１０日までで５６．９％となっ
ています。（※１）
タカラトミーでは、今まさにご検討中の方々に向けて、今年のクリスマスや年末年始におすすめ
の商品を①大人も楽しめる②コミュニケーションロボット③男の子向け④女の子向け⑤トレンド、
三世代型ビッグコンテンツ⑥パーティーゲーム をテーマにご提案いたします。
また、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)】では、
１２月１９日（土）まで、送料・ラッピング無料、特別割引などの、クリスマス向け特別キャンペーンを
実施しています。
（※１）
調査期間：２０１４年１２月２６日～２７日 調査方法：インターネット 調査エリア：日本全国
調査対象： ３－１２歳のお子さまがいるお母様-１，８５４人

① 大人も楽しめる

夢の超特急が自宅で開通！
磁力浮上・磁力走行する
世界初の量産型ミニチュアリニアモーターカー

「リニアライナー
超電導リニアＬ０系
スペシャルセット」

35,000 円 ９月～発売中
JR 東海承認済

少年、少女だったころの憧れや大好きだっ
たものが、現代の最新技術で大人ゴコロ
をくすぐるおもちゃとして登場しました！

大人の女性向け「リカちゃん」誕生！

「ＬｉｃｃＡ Stylish Doll Collections
(リカ スタイリッシュドールコレクション)

カプチーノワンピース スタイル」

12,000 円 １２月１９日発売
＊予約受付中
リカちゃん公式 Twitter @bonjour_licca
リカちゃん Instagram ＠bonjour_licca

② コミュニケーションロボット

NTT ドコモとの共同開発で自然な会話が実現！

「OHaNAS（オハナス）」

19,800 円 10 月～発売中

③ Boys Toy 男の子向け

最新技術を活用したコミュニケー
ション型ロボットは驚きの進化を
遂げています。「そろそろロボット
と暮らしませんか？」を提案してい
ます。

六角レンチドライバーでイチから組立て！
音声コマンド・専用アプリ・モーションキャプチャーで
インタラクティブに遊べる！

「MECCANOID（メカノイド）G15」
30,000 円 11 月～発売中

吹く笛の長さに応じて発車や停車をす
る「プラレール」や、極小 NFC チップ搭
載・クラウドシステムを導入して復活し
た「ベイブレードバースト」など、定番
商品も進化を続けています。

社会現象になった次世代ベーゴマが復活！

ハンドルを回すとトミカが一斉に走り出す！

「ベイブレードバースト」

※トミカ別売り
トミカ
「メカアクション自動車工場」

800 円～ ７月～発売中

7,200 円～ ８月～発売中

専用の笛でプラレールをコントロール

プラレール
「ふえではしるぞ！笛コン超電導
リニア L０系レールセット」
5,000 円～ ４月～発売中
JR 東海承認済
© ＴＯＭＹ

「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

④ Girls Toy 女の子向け

なわとびや、手作り、ニットホ
ビー、「リカちゃん」「こえだちゃん」
など、女の子がいつの時代も夢中
に な るテ ーマの 最新ア イテ ムが
揃っています。

なわとびの進化系！スポーツトイ

業界初！文字が織れる機織り機

「Steppy」（ステッピー）」
2,500 円～ 7 月～発売中

7,980 円 10 月～発売中

「モコもじオリーナ」

音楽が鳴って７色に光る階段や、憧れのロフト・屋上付き！

こえだちゃん
「ピアノの階段と大きな木のおうち」
8,800 円 １０月～発売中
ラインストーンで髪の毛のデコ遊び！

「キラかみリカちゃん」
3,800 円 ４月～発売中

©TOMY/designed by Suzuka Yoshida.
※人形・家具は別売り
こえだちゃん公式 Twitter @koedachan0303

⑤トレンド・三世代ビッグコンテンツ
１２月公開の映画「スター・ウォーズ／ フォースの覚醒」関連商品や、今秋から新シリー
ズのアニメが NHK 総合にて全国放送中の三世代キャラクター「サンダーバード」、スマート
ウォッチや、アクションカメラ、ウェアラブル、タブレット、など社会で話題のトレンドを商品化
しています。

子ども向け超小型アクションカメラ

タッチパネル式子ども向けスマートウォッチ

「プレイショット」

「プレイウォッチ」（全 4 色）

9,250 円 11 月～発売中

各 7,980 円 6 月～発売中

©VTech. All rights reserved.
KIDIZOOM TM SMART WATCH is a trademark of VTech.
VTECH® and the VTECH® logo are registered
trademarks of VTech..

© VTech. All rights reserved. KIDIZOOM TM
ACTION CAMis a trademark of VTech.
VTECH® and the VTECH® logo are registered
trademarks of VTech.

③
1.5 歳からのタブレット型トイ

「ディズニー＆ディズニー/ピクサーキャラクターズ
できた！がいっぱいワンダートイパッド」
14,300 円 ７月～発売中
©Disney ©Disney. Based on the “ Winnie the Pooh”
works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
©Disney/Pixar, Plymouth Superbird.

抗菌でふわふわした手触りが特徴の不思議な砂

「サンズ・アライブ」シリーズ
「サンドキャッスル」
5,800 円 2014 年 10 月～発売中

2015 年 12 月 18 日 18 時 30 分
全国一斉公開

「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」 シリーズ
左：ボイスチェンジャーマスク カイロ・レン
6,800 円 11 月下旬発売
右：エレクトロニックライトセーバー カイロ・レン
5,200 円 11 月～発売中

今秋より新番組が開始した３世代キャラクター！

「DX サンダーバード 2 号＆
サンダーバード 4 号」
6,500 円 10 月～発売中

© ITV Studios Limited / Pukeko Pictures LP 2015

© & TM Lucasfilm Ltd.
® and/or TM & © 2015 HASBRO.

⑥ パーティーゲーム

黒ひげ危機一発 40 周年！
左：「黒ひげ危機一発」
1,700 円 発売中
右：「ワルひげ危機一発」
2,500 円 ９月～発売中

黒ひげ史上最多！１００本の剣に刺激的な指令！

性別、年齢を問わず、誰もが楽しめ
るクリスマス～年末年始の定番
ゲーム。スタンダードな定番商品と
合わせて、今年の話題を盛り込ん
だ新商品が登場しています！

「新語・流行語大賞」とコラボレーション！最新ワード満載！

「人生ゲーム オブザイヤーⅢ」
「安心してください！」「爆買い」「火花」「ドローン」 etc.

3,800 円 11 月～発売中
以上、価格はすべて税抜きです。

「リニアライナー 超電導リニアＬ０系スペシャルセット」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150526.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/linearliner/
「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ カプチーノワンピース スタイル」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p151021.pdf
公式ホームページ http://licca.takaratomy.co.jp/stylishlicca/
「OHaNAS（オハナス）」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150604.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/omnibot/ohanas/
「MECCANOID（メカノイド）G15」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150902.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/omnibot/meccanoid/
「ベイブレードバースト」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150415.pdf
公式ホームページ https://beyblade.takaratomy.co.jp/
トミカ「メカアクション自動車工場」
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/factory/
プラレール「ふえではしるぞ！笛コン超電導リニア L０系レールセット」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150421.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/15_03_pte/index.htm
「Steppy」（ステッピー）」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150706.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/steppy/
「モコもじオリーナ」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150901.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/tgl/index.html?from=t2
「キラかみリカちゃん」
公式ホームページ http://licca.takaratomy.co.jp/products/doll/kirakami/
こえだちゃん「ピアノの階段と大きな木のおうち」
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/koedachan/products/index.html

「プレイウォッチ」
リリース
公式ホームページ
「プレイショット」
リリース
公式ホームページ

http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150313.pdf
http://www.takaratomy.co.jp/products/playwatch/
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p151030.pdf
http://www.takaratomy.co.jp/products/playshot/

「ディズニー＆ディズニー/ピクサーキャラクターズ できた！がいっぱいワンダートイパッド」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150528.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/lineup/baby7156.html
「サンズ・アライブ」シリーズ サンドキャッスル
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/sandsalive/
「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」 シリーズ
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150904.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/starwars/
「DX サンダーバード 2 号＆サンダーバード 4 号」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/product_release/pdf/p150618_01.pdf
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/thunderbirds/
「黒ひげ危機一発」「ワルひげ危機一発」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/products/thunderbirds/
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/kurohige/index.html
「人生ゲーム オブザイヤーⅢ」
リリース
http://www.takaratomy.co.jp/products/kurohige/index.html
公式ホームページ http://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/

＜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。

