報道関係各位
２０１９年３月２６日

“大人のためのトミカ”シリーズ

「トミカプレミアム」５周年のご案内
■４月新商品：

トミカブランドで初製品化「ランボルギーニ
８０年代当時の〝憧れのクルマ″「日産

■「トミカプレミアム」

歴代車種ランキング

ディアブロ ＳＶ」
シルビア」

一挙初公開！

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：小島一洋／所在地：東京都葛飾区）が発売する
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けシリーズ「トミカプレミアム」は、今年５周年を迎えます。

「トミカプレミアム」シリーズラインナップ画像（２０１９年４月発売商品まで）

５周年を迎える最初の商品として、「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ ディアブロ ＳＶ」
「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ ディアブロ SV (トミカプレミアム発売記念仕様 )」
「トミカプレミア ０８ 日産 シルビア」（希望小売価格：各８００円／税抜き）の３商品を、２０１９年
４月２０日（土）から全国の玩具 専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、トミカ専門店「トミカ
ショップ」、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/shop/) 等で発売いたします。
また、これまでに発売してきた「トミカプレミアム」シリーズ全５９種（２０１９年３月２６日現在）の
人気ランキングを初公開いたします。

■トミカプレミアムについて
「トミカプレミアム」は、クルマのフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザインなど、細部に
至るまで専用の金型を用いて、可能な限りリアリティを再現した“大人のためのトミカ”シリーズで
す。通常のトミカは、原則として現行の車種を選んでいるのに対し、「トミカプレミアム」のラインナッ
プは旧車、現行車問わず、往年の名車を中心に、大人が憧れる車種を選んでいます。また、「トミ
カプレミアム」では、車だけに限らず、戦車や航空機など幅広いラインナップで商品化しています。
２０１５年４月に「トミカプレミアム」の第一弾商品の発売を開始し、これまでに５９種の商品を
展開してまいりました（２０１９年３月２６日現在）。通常の「トミカ」シリーズに対して、「トミカプレミア
ム」シリーズの大人のユーザーは２倍以上を占め、大人向けシリーズとして定着してきています。
■４月の新商品について
「トミカ」シリーズ全体で、初商品化となる「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ ディアブロ
ＳＶ」と、１９８０年代当時の“憧れのクルマ”の１台でもある「トミカプレミアム ０８ 日産 シルビア」
を発売いたします。
また、これから各「トミカプレミアム」の発売時には、発売する商品から１車種に「発売記念仕様」
が登場することとし、４月には「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ ディアブロ SV (トミカプレミ
アム発売記念仕様)」を発売いたします。

「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ ディアブロ SV」
アクション：左右ドア（シザードア）開閉／ライト（リトラクタブルライト）展開・収納

「トミカプレミアム １５ ランボルギーニ
ディアブロ SV (トミカプレミアム発売記念仕様)」
アクション：「ランボルギーニ ディアブロ SV」同様

「トミカプレミアム ０８ 日産 シルビア」
アクション：サスペンション／左右ドア開閉

商 品 内 容：
希望小売価格：
発 売 日：
対 象 年 齢：
商 品 サ イ ズ：

トミカプレミアム本体×１
各８００円（税抜き）
２０１９年４月２０日（土）
６歳～
３５（Ｗ）×１９（Ｈ）×７３（Ｄ）mm
（１５ ランボルギーニ ディアブロ ＳＶ、同トミカプレミアム発売記念仕様）
３０（Ｗ）×２２（Ｈ）×７４（Ｄ）mm （０８ 日産 シルビア）
取 扱 い場 所 ： 全 国 の 玩 具 専 門 店 、百 貨 店 ・ 量 販 店 等 の 玩 具 売 り 場 、ト ミ カ 専 門 店
「トミカショップ」、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/shop/
著 作 権 表 記 ： © ＴＯＭＹ （０８ 日産 シルビア）
© ＴＯＭＹ
The trademarks, copyrights and design rights in and associated with Lamborghini,
Lamborghini with Bull and Shield Device and the following Lamborghini vehicle
Diablo SV are used under license from Automobili Lamborghini S.p.A., Italy
（１５ ランボルギーニ ディアブロ ＳＶ、同トミカプレミアム発売記念仕様）
■「トミカプレミアム」シリーズ全５９種ランキング
これまで発売してきた「トミカプレミアム」シリーズ全５９種（２０１９年３月２６日現在）の商品の
２種類のランキングを発表いたします。「①累計販売数ランキング」は、これまでに販売してきた
各商品 の累計の販売 数の集計 で、商品によっ て 発売年 数は異なり ます。「 ②年間販売数
ランキング」は、各商品の発売から１年間の販売数を集計しています。
＜①累計販売数ランキング ベスト５＞
２位
１位
「１０ ランボルギーニ
「０１ ＮＩＳＭＯ Ｒ３４
カウンタック ＬＰ ５００ Ｓ」
ＧＴ-Ｒ Ｚ-ｔｕｎｅ」
発売：２０１５年４月

発売：２０１５年１０月

３位
「０３ 自衛隊
９０式戦車」

４位
「０８ レクサス
ＲＣ Ｆ ＧＴ５００」

発売：２０１５年４月

発売：２０１５年７月

５位
「１１ 日産 スカイライン
ＧＴ-Ｒ Ｖ－ＳＰＥＣⅡNür」
発売：２０１６年２月

＜②年間販売数ランキング ベスト５＞
１位

２位

「２４ SUBARU WRX
「０６ テスタロッサ」
STI NBR CHALLENGE」
発売：２０１８年８月
発売：２０１７年１０月

３位
４位
「０５ ランボルギーニ 「２７ トヨタ２０００ＧＴ」
イオタ SVR」
発売：２０１８年４月
発売：２０１７年１０月

５位
「１１ 日産 スカイライン
ＧＴ-Ｒ Ｖ－ＳＰＥＣⅡNür」
発売：２０１６年２月

「トミカプレミアム」のラインナップは、様々な層に向けて「憧れのモデル」を商品化しているため、
スーパーカー、過去の名車、現行のレーシングカー等、幅広いジャンルの車種がランクインしてい
ます。また、「０３ 自衛隊 ９０式戦車」のような特殊な車両もランクインしました。

＜「トミカ」について：公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/＞
「トミカ」（発売元：タカラトミー）は、外国製のミニカーが全盛で国産車ミニカー
を求めるお客様の声が高まっていた当時、「日本の子どもたちに、もっと身
近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと、１９７０年
に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして
発売されました。現在までに累計１,０００種以上の車種が発売され、累計
販売台数は６億４０００万台を超え、３世代にわたり愛されています（２０１８
年７月現在）。近年では、定番商品に加えて、女性や男性にも人気のキャラ
クターやコンテンツとコラボレーションした「ドリームトミカ」シリーズや、ハイディテールコレクションモデル「トミカプレ
ミアム」シリーズなどラインナップを拡大しています。また、２０１６年４月から大人向けブランド「tomica」のライセン
ス展開を本格始動しています。従来のトミカユーザー（３～５歳男児）だけでなく、年齢・性別に関わらず幅広い方
に興味を持ってもらえるようアパレル、服飾雑貨のほか、文房具、日用品などへのライセンス展開を実施し、さらな
るブランドの強化を目指してまいります。

タカラトミーは２０１９年２月２日に創業９５周年を迎えました

＜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：０５７０－０４１０３１（ナビダイヤル）

