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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：小島一洋/所在地：東京都葛飾区)は、１９７７年から販売しているオリジナ
ルキャラクターのミニドールつきハウス玩具シリーズ『こえだちゃん』の最新作として「こえだちゃんの木のおうち」（希望
小売価格：５，９８０円／税抜き）を、２０１８年７月１４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」(takaratomymall.jp)等にて発売します。 

これは、歴代『こえだちゃんの木のおうち』の９代目にあたる商品です。９代目「こえだちゃんの木のおうち」は、閉じ
た状態から開くとぐぐんと３階立てになり、さらに屋上までついて、シリーズ史上最高の高さ（約４０ｃｍ）になります。子
どもに一番人気の遊びである「エレベーター遊び」（※１）をより楽しめるように、「こえだちゃんの木のおうち」シリーズとし
て初めて、屋上までエレベーターをつなげました。屋上に到着すると“ひょっこり”顔を出すこえだちゃんは、子ども心を
くすぐる今までにない新ギミックです。おうちの伸縮と、屋上までのエレベーターを両立するためのギミックは特許出願
中です。 

また、明星食品株式会社より１９６６年から販売されているロングセラー商品「明星 チャルメラ」と、同じくロングセ 
ラーシリーズ「こえだちゃん」とのコラボレートが実現し、明星 チャルメラ「すずネコ こえだちゃん くろネコのラーメン
屋さん プレゼントキャンペーン」を２０１８年８月２０日（月）〜２０１８年１２月３１日（月）まで実施いたします。 

「明星 チャルメラ」のTVCMに出演中の広瀬すずさん演じる「すずネコ」をモデルとした “すずネコちゃん”、チャルメ
ラおじさんに扮した“チャルメラ こえだちゃん”、くろネコの形をしたハウス玩具“くろネコのラーメン屋さん”の３つセット
が、抽選で３，０００名様に当たります。黒を基調にしたかわいいアイテムはキャンペーン限定のオリジナル商品です。 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

そして、夏休みのおすすめお出かけスポットでもある「東条湖おもちゃ王国」（兵庫県加東市）では、『こえだちゃん』プレ
イコーナーが７月２０日（金）に初登場し、こえだちゃんが登場しての記念イベント（２０１８年７月２０日（金）～２０１８年９月２日

（日）期間の特定日）を予定しています。その他、「おもちゃ王国」（岡山県玉野市）、「軽井沢おもちゃ王国」（群馬県吾妻郡）では、
こえだちゃんのおもちゃで遊ぶことができる常設パビリオンがあり、親子で楽しんでいただくことができます。 

 

 

シリーズ史上最高の高さ！おうち伸縮＋エレベーターギミックで特許出願中！ 

エレベーターギミックで屋上から“ひょっこり”顔出すキュートなこえだちゃん！ 

 ９代目「こえだちゃんの木のおうち」 ７月１４日（土）新発売！ 
 

「明星 チャルメラ」とコラボ！ すずネコちゃんがかわいいミニドールに！ 

明星 チャルメラ「すずネコ こえだちゃん くろネコのラーメン屋さん プレゼントキャンペーン」 
２０１８年８月２０日（月）～２０１８年１２月３１日（月）まで実施！ 

 

９代目「こえだちゃんの木のおうち」 
すずネコちゃん（左上）、チャルメラ こえだちゃん（左下）、 

くろネコのラーメン屋さん（右） 

★ 新 商 品 ★ ★ キャンペーン商品 ★ 

（※１） WEB 調査 実際に購入した３～５歳女の子に調査すると８０％以上が「エレベーター遊びを楽しんでいる」結果となりました。 Ｎ＝２，０１５名（２０１７年７月） 

 

takaratomymall.jp


■シリーズ史上最高の高さ！ 

閉じた状態から開くとぐぐんと３階立てになり、さらに屋上までついて、シリーズ史上最高の高さ 

（約４０ｃｍ）になります。 

■特許出願中のギミック！＆好きな遊びの要素１番の「エレベーター」がパワーアップ！ 

子どもに一番人気の遊びである「エレベーター遊び」をより楽しめるように、「こえだちゃんの木のおうち」 

シリーズとして初めて、屋上までエレベーターをつなげました。屋上に到着すると“ひょっこり”顔を出

すこえだちゃんは、子ども心をくすぐる今までにない新ギミックです。おうちの伸縮と、屋上までのエ

レベーターを両立するためのギミックは特許出願中です。 

■エコの工夫をしている「エコトイ」認定商品！ 

９代目「こえだちゃんの木のおうち」は、タカラトミーで提案している「おもちゃを作る

ときや遊ぶときなどのことを考え、エコの工夫をしているオモチャ」である「エコトイ」

に認定されています。「電池不要の遊び方にし、電池を必要とせず繰り返し遊べる

点」が認定ポイントです。 

 
商 品 概 要 

商   品   名 ： 「こえだちゃんの木のおうち」 
希望小売価格 ： ５，９８０円（税抜き） ＊人形、お部屋、家具は別売りです。 

発 売 日 ： ７月１４日（土）   
対 象 年 齢 ： ３歳以上 
商 品 内 容 ： 木のおうち本体×１、シール×1、とりさんパーツ×１ 

商 品 サイズ ： 開いたとき W約２７×H４２×D２７ｃｍ   

閉じたとき W約２７×H３２×D２７ｃｍ 

取り扱い場所 ： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、 
インターネットショップ、タカラトミーモール（takaratomymall.jp）等 

著 作 権 表 記 ： © ＴＯＭＹ © ＴＯＭＹ / designed by Suzuka Yoshida. 
販 売 目 標 ： １０万個 
ホームページ ： www.takaratomy.co.jp/products/koedachan/ 

 

＜その他ラインナップ＞ 

こえだちゃんとその家族などをセットにした「人形セット」（別売り）や「こえだちゃんの木のおうち」に置くことができる「おへやセット」

（別売り）と合わせていただくと、さらに遊びの幅が広がります。親世代にはどこか懐かしく、子ども世代には心くすぐる可愛いアイテ

ムをラインナップしています。 

●人形セット 
こえだちゃんとその家族やリスちゃんなどの人形セットを３種展開します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

●おへやセット 
「こえだちゃんの木のおうち」に置くことができる、お部屋と家具、こえだちゃんがセットになった「こえだちゃんとはじめてのおへやセ

ット」の他、お部屋と家具をセットにした「おへやセット」を４種展開します。小さなお子様でも遊びやすいように既に備え付けられて

いる家具と場所を変えて固定できる家具を付属しています。どのお部屋もお花、フルーツ、ひよこ、空など子どもになじみのあるモ

チーフを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「こえだちゃんの木のおうち」 商品のポイント 

屋上 

 

１F 

 

２F 

 

３F 

 

こえだちゃんとリスちゃん 

希望小売価格：７００円（税抜き） 

なかよしパパとママ 

希望小売価格：１，２００円（税抜き） 

ふたごのあかちゃん 

希望小売価格：１，２００円（税抜き） 

こえだちゃんとはじめてのおへやセット 

（こえだちゃん付） 

希望小売価格：１，８００円（税抜き） 

おそらのバスルーム 

 

フルーツのキッチンルーム 

 

たんぽぽのリビングルーム 

 

ひよこのベビールーム 

 
希望小売価格：各１，２００円（税抜き） 

 

２F と３F におへやがセットできます 

ひょっこり！ 

file:///C:/Users/0198224/Desktop/こえだちゃん/リリース/takaratomymall.jp
www.takaratomy.co.jp/products/koedachan/


 

明星食品株式会社の「明星 チャルメラ」と「こえだちゃん」とのコラボレートが実現！ 

「明星 チャルメラ」のTVCMに出演中の広瀬すずさん演じる「すずネコ」をモデルとした 

“すずネコちゃん”、チャルメラおじさんに扮した“チャルメラ こえだちゃん”、くろネコの形

をしたハウス玩具“くろネコのラーメン屋さん”のキャンペーン限定オリジナルセットが、 

抽選で３，０００名様に当たります！ 

 

 

■キャンペーンタイトル： 
明星 チャルメラ「すずネコ こえだちゃん くろネコのラーメン屋さん プレゼントキャンペーン」 

 

■応募期間： 
２０１８年８月２０日（月）～２０１８年１２月３１日（月） 当日消印有効 

 

■キャンペーン内容： 
対象商品（袋めん５食パック、どんぶり型カップめん、タテ型カップめん）のバーコード（袋めん５食パック外装は１枚

を１口、カップめんは３枚を１口）を専用応募ハガキまたは市販のハガキに貼り、必要事項をご記入の上応

募すると“すずネコちゃん”、“チャルメラ こえだちゃん”ミニドールと、くろネコの形をしたハウス玩具“くろ

ネコのラーメン屋さん”セットを抽選でプレゼントいたします。 

詳しくは、明星食品ホームページ内キャンペーンサイトをご覧ください。 

http://www.myojofoods.co.jp/campaign/koedachan/ 

 

■賞品： 
抽選で３、０００名様に以下賞品を３つセットにしてプレゼント 

・すずネコちゃん   １体 

・チャルメラ こえだちゃん  １体 

・くろネコのラーメン屋さん  １個 

 

 

 

★ 「東条湖おもちゃ王国」（兵庫県加東市）に『こえだちゃん』プレイコーナー初登場！ 
お土産ショップ「トイズスタジアム」内に、こえだちゃんプレイコーナーが登場し、商品購入だけでなく、 

こえだちゃんのおもちゃで遊ぶことができます。 

期間：２０１８年７月２０日（金）～     場所：トイズスタジアム内（売場） 

＜記念イベント＞ 
みんなが大好きなこえだちゃんがやってくるよ♪握手や記念撮影で仲良しになろう！ 

日時：２０１８年７月２０日（金）〜２０１８年９月２日（日）の土曜限定 （※８月１１日を除く）  

各回 １１：００〜 

場所：トイズスタジアム 

★ 「おもちゃ王国」（岡山県玉野市）には常設の『こえだちゃん』パビリオンと 

フォトスポットが！ 
常設パビリオンでは、歴代のこえだちゃんの展示やごっこ遊びができるコーナーも 

あるので、子供達もお母さんも大満足！建物外には、こえだちゃんのフォスポット 

があり、来場の記念に写真を撮ることができます。 

★ 「軽井沢おもちゃ王国」（群馬県吾妻郡）には、常設の『こえだちゃん』パビリオンに 

パネルや展示コーナーも！ 
自然や緑を舞台にしたこえだちゃんの世界が広がる常設パビリオンでは、こえだちゃんのおもちゃ 

で遊べるのはもちろん、こえだちゃんの家族やお友達を紹介するパネルや展示コーナーもあります。 

 

 

 

明星 チャルメラ「すずネコ こえだちゃん くろネコのラーメン屋さん プレゼントキャンペーン」 実施概要  

すずネコちゃん   チャルメラ こえだちゃん    くろネコのラーメン屋さん 

 

★ TOPICS ★  夏休みは「おもちゃ王国」へ『こえだちゃん』に会いに行こう！！ 

 

「東条湖おもちゃ王国」での 

記念イベントに登場予定のこえだちゃん 

「おもちゃ王国」の『こえだちゃん』パビリオンとフォトスポット 

 

「軽井沢おもちゃ王国」の 

『こえだちゃん』パビリオン 

 



◆『こえだちゃんと木のおうち』について 

『こえだちゃん』は、１９７７年７月に誕生したミニドールつきハウス玩具シリーズです。最初に発売された商品は、シンボル商品

となる、木の形をしたハウス玩具「こえだちゃんと木のおうち」でした。本商品の絵本の世界から飛び出してきたようなかわいらしい

見た目と、エレベーターなどの楽しいしかけが当時の女の子たちの間で大ヒットし、絵本や文房具などの周辺商品も多数登場しま

した。その後も、発売当初の「自然」というテーマはそのままに、数回のリニューアルやお休み期間を経ながら、時代に合わせ、

様々な玩具が登場しています。今では、メインユーザーである３～５歳の女の子たちに親しんでいただいていることに加えて、３０

～４０代の母親層の認知率も７５％を超えており（※２）、親子２世代に愛されるロングセラー商品となっています。 

 
 

＜「こえだちゃん」プロフィール＞ 
 あかるく元気で、みんなの人気者。 

 ちょっぴりドジであわてんぼうなところも。くちぐせは「おはやっほー♪」。 

 

 

 

 

 

＜シンボル商品「こえだちゃんの木のおうち」の歴史＞ 
シンボル商品「こえだちゃんの木のおうち」はこれまでに９種類が発売されています。木のモチーフやエレベーターのしかけなどは

そのままに、時代に合わせて様々な進化を遂げてきました。最新の９代目はシリーズ史上最高の高さです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

お誕生日：３月３日 

身長：どんぐり３こぶん 

体重：さくらんぼ２こぶん 

とくいなこと：きのぼり 

 

【８代目】２０１６年～ 
シリーズ初の電動アクション
ギミックを搭載した木のおう

ちになりました。「まほうのカ
ギ」を使うと、エレベーターが
電動で動きます。  

【初代 】１９７７年～ 
屋根のボタンを押すと、上

に開いておうちになるとい
うギミックが、当時の子ども
たちに大人気でした。  

 

【２代目】１９７９年～ 
木のおうちにお庭とテラス

が追加されました。  
 
 

【３代目】１９８３年～ 
お庭はなくなり、遊びやす
さと持ち運びやすさを追求

したものでした。 
 

【４代目】１９９０年～ 
ハウス部分が開くと同時に
まゆげから目玉が出てくる

というギミックでした。すべ
り台も追加されました。 
 

【５代目】２００４年～ 
お部屋がいっぱいで、屋根
を回すと、１０個のお部屋

が一気に飛び出す、という
ギミックで大人気でした。 
 

【６代目】２０１１年～ 
３階建ての木のおうちにな

り、３階は観音開きの形に
なりました。 
 

【７代目】２０１３年～ 
おしゃべり機能を搭載した

木のおうちになりました。
家族やお友達、それぞれ
の人形の音声が流れるよ

うになりました。 
 

【９代目】２０１８年～ 

シリーズ史上最高に高い
木のおうちです。屋上まで
エレベーターで上がること

ができるようになりました。 
 

＜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） 

 

（※２） WEB 調査 お子さまがいらっしゃる３０～４０代のお母様、Ｎ＝６１７名（２０１５年９月） 


