
 

 

報道関係各位                                   ２０２０年２月２６日【改訂版：イベント情報変更】 
２０２０年３月１９日【改訂第２版：イベント情報変更】 

２０２０年３月２７日【改訂第３版：イベント情報変更】 

２０２０年５月１５日【改訂第４版：イベント情報変更】 

２０２０年７月３日【改訂第５版：イベント情報変更】 

 

２０２０年１月１５日 

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１９７０年から 

発売しているダイキャスト製ミニカー「トミカ」は、今年２０２０年に発売５０周年を迎えます。 

５０周年のキーメッセージは、「いつだって、カッコイイ。」です。いつの時代も色あせない「トミカ」 

がもつ「カッコよさ」を、「トミカ」で遊んでくださったすべての方に感謝の気持ちとともに発信してま

いります。５０周年となる今年は、ユーザー参加型イベントの実施、記念商品の発売、アニメ化に

ともなうメディアミックス、様々な他業種とのコラボレーションなどを展開し、ますます「トミカ」を盛り

上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「トミカ」５０周年事業 

【１】記念プロジェクト  「トミカ５０周年自動車メーカーコラボプロジェクト」 

【２】イベント ①「トミカ５０周年ファン感謝祭」 ②展示・物販イベント｢トミカ５０th サンクスフェス｣ 

【３】５０周年関連商品 

①「トミカ５０周年記念コレクション」 ②「トミカ５０周年ヒストリーセレクション」 

③「トミカプレミアム RS トヨタ 2000GT」 ④「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ」シリーズ 

【４】アニメ  ５０周年記念 「トミカ」アニメ化 

【５】コラボレーション  様々な企業・ブランドとのコラボレーション 

 

 
２０２０年「トミカ」５０周年のご案内 

累計販売台数６億７,０００万台以上！ 
２秒に１台売れているミニカー！(※１)  

■記念プロジェクト  自動車メーカーコラボプロジェクト 

■イベント トミカ５０周年ファン感謝祭 

■アニメ           トミカ アニメ化決定！ 

「トミカ」５０周年 

キービジュアル 

※１ １９７０年の発売から約５０年で６億７,０００万台達成となり、およそ２秒に１台売れている計算です。 



 

 

【トミカについて】 

「日本の子どもたちに国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という想いのもと誕生した「トミカ」

は、１９７０年（昭和４５年）８月１８日に発売されました。実際に街を走っている車をモデルとし、新

型車の登場や自動車のトレンドの変化にも合わせて時代とともに歩んできました。これまでに   

１,０５０以上の車種を発売、累計販売台数は６億７,０００万台を超えています（２０２０年１月現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「トミカ」の特徴 

 

①品質 
クルマらしい重量感や金属感を感じてもらうためにダイキャスト製にし、塗装は実車と同じ静電  
塗装を施しています。 
 
②安全性 
サイドミラーをつけていなかったり、尖った箇所は先端を丸めるなど、小さなボディの中にも安全へ
の配慮と工夫をこらしています。 
 
③走行性 
手で軽く転がすだけでよく走る、走行性能を実現しています。 
 
④サイズ 
パッケージの横幅（７８mm）は誕生以来変わっておらず、箱に入るサイズ（子どもの手のひらサイ
ズ）に縮尺するため、車によってスケールが異なります。実際の車をそのままスケールモデルに 
するのではなく、独特のデフォルメをほどこし、限りなく本物に見えるようにデザインしています。 
 
⑤アクション 
サスペンションやドアの開閉など、車種に合ったアクションをつけ、眺めるだけでなく、触って    
楽しいミニカーを目指しています。 
 
⑥豊富なラインナップ 
常に定番計１４０種をラインナップし（ロングタイプ２０種含む）、毎月第３土曜日に２車種ずつ発売
しながら、ラインナップを入れ替えています。「トミカ」と一緒に遊べる情景セット「トミカワールド」は
高速道路やビルなどの商品を展開しています。近年では定番商品に加えて、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、幅広いターゲットに向けて様々なシリーズ 
展開を行っています。 
 
⑦共遊玩具 

目の不自由な方も一緒に楽しめる「共遊玩具」（※２）に認定されています。 

普段なかなか触ることのできない車の形を手で触ることで知ることができます。 

 

 ※２  「共遊玩具」は一般市場向けに造られ販売されている、目または耳の不自由な子どもたちにも 

楽しく遊べるおもちゃのことです。日本玩具協会「共遊玩具推進部会」のモニター審査に合格したおもちゃだけが

「共遊玩具」として認定されます。本商品は目の不自由な方も一緒に楽しめる「盲導犬マーク」の「共遊玩具」です。 

↑ 初代「トミカ」とパッケージ （当時の価格：１８０円） 

← 初代「トミカ」６車種ラインナップ 

 



 

 

また、大人向けブランド「tomica」のライセンス展開や（２０１６年４月～）、「トミカ」最大級のイベ

ント「トミカ博」（２０００年～ 毎年全国７～９ヶ所で開催）の実施、さらに「トミカ」専門店「トミカ  

ショップ」（２００５年～ 現在全国で４店舗：東京店、横浜店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、

大阪店）などを通じて、より多くの方に「トミカ」と接していただける場を提案しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【トミカ誕生の話】 

 
私がトミカを作った訳をお話しします。昭和三十年代中頃から、国内の

デパートやオモチャ屋さんでは海外のダイキャスト製ミニカーが売られ、 

たいへん良く売れていました。しかしそのほとんどが外国車という状況に、

何とか国産車を作りたい。これが夢でした。 

戦後の復興とともに、日本のオモチャの技術もだんだんに向上して、  

いろいろおもしろいオモチャが出来るようになりましたが、ダイキャスト玩具

だけは、どうして作ったら良いかわかりませんでした。当時ダイキャスト  

成型は、バリを出さなければ本体（製品）がきれいに仕上がらないのが  

常識でした。そしてヤスリをかけて品物にする。これではとても安くは出来

ない。と云う訳で中々手が出せませんでした。 

そうしているうちに、昭和四十年頃、海外のダイキャスト製ミニカーの製造行程を見学するチャ

ンスを与えていただきました。大変参考になり、そのノウハウを勉強することができました。それが

国産車トミカを小売り売価百八十円で、できるきっかけとなったのでした。そして六車種で発売に 

こぎつけました。昭和四十五年のことでした。ネーミングも「トミー」の「カー」だから「トミカ」にしよう

と決定したのです。 

「トミカ」で一番大事なことは品質です。ちょっと引っぱって車輪が取れたり、ドアが外れたり、 

塗装がキズだらけだったり等の無い様にするのは当然の事です。あとは車体のボディラインの 

美しさが大事です。そしてもう一つ大事なことは車種の選定にあります。店頭に並び、お客様の目

にふれたときに、私達が見かける色々な自動車類がバラエティに富んでおり、豊富感を感じてい

ただき、つい手に取って見たくなり、手のひらに乗せてあらゆる角度から見て、カッコイイと感じて

いただける様な、珠玉の様な「トミカ」を造ることを開発の基本方針として参りました。 

これからも二〇〇〇年代に向って造りつづける努力をしてゆかなければなりません。また世界

最高の品質のトミカ造りに邁進してゆかねばならないと考えて居ります。 

トミカ  
希望小売価格：４５０円（税抜き） 
※ロングタイプは９００円（税抜き） 

対象年齢：３歳～ 

トミカプレミアム 

希望小売価格：８００円～（税抜き） 

対象年齢：６歳～ 

 

ドリームトミカ 

希望小売価格：６００円～（税抜き） 

対象年齢：３歳～ 

 

富山 允就（まさなり） （株式会社タカラトミー２代目社長） 

～「トミカ誕生の話」（1998 年）より抜粋～ 

 



 

 

「トミカ」５０周年事業について 

【１】 記念プロジェクト 

■「トミカ５０周年自動車メーカーコラボプロジェクト」 

「トミカ５０周年自動車メーカーコラボプロジェクト」は、株式会社本田技術研究所、トヨタ自動車

株式会社、日産自動車株式会社の自動車メーカー３社にご協力いただき、普段は実車のデザイ

ンを担当している各社のデザイナーに「トミカ」のためだけの特別な５０周年デザインを考えていた

だく夢の企画です。 

「トミカ」の中でも人気で、子どもたちの憧れである各社のスポーツカーをベースに、それぞれの

車両に合うデザインを各社の社内コンペで決定していただきました。それぞれのデザインで装飾 

された実車両も様々なイベントで登場します。 

 

◇第一弾 

「Honda シビック TYPE R トミカ５０周年記念仕様 designed by Honda」 

発 売 日： ２０２０年４月 
 

※オリジナルデザインの「トミカ」、装飾された実車両は 

２０２０年４月の「トミカ博 in OSAKA」で公開予定 

→ 「トミカ博 in OSAKA」は中止となりました。 

詳細は「トミカ」公式ホームページ等でご確認ください。 

装飾された実車両の公開に関しては、詳細が決まり次第、 

「トミカ」公式ホームページ等でご案内させていただきます。 

 

◇第二弾 

「トヨタ GR スープラ トミカ５０周年記念仕様 designed by Toyota」 

発 売 日： ２０２０年６月 
 

※オリジナルデザインの「トミカ」、装飾された実車両は 

２０２０年６月の「東京おもちゃショー２０２０」で公開予定 

→東京おもちゃショー２０２０」は中止となりました。 

詳細は「東京おもちゃショー２０２０」公式ホームページ等でご確認ください。 

装飾された実車両の公開に関しては、詳細が決まり次第、 

「トミカ」公式ホームページ等でご案内させていただきます。 

 

◇第三弾 

「日産 GT-R トミカ５０周年記念仕様 designed by NISSAN」 
発 売 日： ２０２０年８月 
 

※オリジナルデザインの「トミカ」、装飾された実車両 

は２０２０年８月の「トミカ博 in YOKOHAMA」で公開予定 

→ 「トミカ博 in YOKOHAMA」は中止となりました。 

詳細は「トミカ」公式ホームページ等でご確認ください。 

装飾された実車両の公開に関しては、詳細が決まり次第、 

「トミカ」公式ホームページ等でご案内させていただきます。 

 

＜共通＞ 
予 価        ： ８００円（税抜き） 
対象年齢        ： ３歳～ 

取り扱い場所（共通） ： 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) 等 

デザイン画像 

デザイン画像 

デザイン画像 

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx


 

 

【２】 イベント 

■①「トミカ５０周年ファン感謝祭」   

２０２０年１０月に「トミカ５０周年ファン感謝祭」を開催する予定です。事前に投稿形式のフォト

キャンペーン「TOMICA FAN AWARDS」を実施し、入賞者の方を「トミカ５０周年ファン感謝祭」の 

ステージイベントにご招待いたします。ステージイベントでは、「TOMICA FAN AWARDS」授賞式や

特別なステージショーを実施します。どなたでもご参加いただける「TOMICA FAN MUSEUM」を

同時開催し、「TOMICA FAN AWARDS」の作品や、５０周年記念の実車展示、特別フォトスポット 

などを通して、「トミカ」５０周年の歴史を振り返ることができます。 

◇フォトキャンペーン「TOMICA FAN AWARDS」ご応募期間： 

２０２０年４月～開始予定 

※開催日時などの詳細は「トミカ」HP にて改めてご案内いたします。 
→「TOMICA FAN AWARDS」は中止、「トミカ 50 周年ファン感謝祭」は 

開催内容を見直し、詳細が決まり次第「トミカ」公式ホームページ等でご案内させていただきます。 

 

■②｢トミカ５０th サンクスフェス｣ 

「トミカ」５０周年の展示・物販イベント｢トミカ５０th サンクスフェス｣を以下の商業施設にて開催

いたします。「トミカ」の歴史展示、巨大ジオラマ、「トミカ」５０周年フォトスポットなどをご用意する

ほか、親子で楽しめるステージショーを実施いたします。 

※会場ごとに内容が異なる場合がございます。 ※参加料は無料です。 

※今後の状況によって、開催を延期、中止する可能性がございます。詳細は「トミカ」公式ホーム

ページ等でご確認ください。 
・【中止】 ２０２０年２月２９日（土）  ：イオンレイクタウン kaze 
・【中止】 ２０２０年３月７日（土）、８日（日） ：イオンモール伊丹 
・【延期】 ２０２０年３月２０日（金・祝日）～４月５日（日） ：三井アウトレットパーク 木更津 
・【中止】 ２０２０年３月２１日（土）  ：池袋サンシャインシティ 展示ホールＣ  

（小学館こどもフェスティバル内にて）  
※事前応募が必要となります。 

・【延期】２０２０年３月下旬～４月中旬        ：東京スカイツリータウン・ソラマチ 
・【中止】２０２０年４月２５日（土）～５月２５日（月）：横浜ランドマークタワー６９階展望フロアスカイガーデン 

 

 

【３】 ５０周年関連商品 

■①トミカ５０周年記念コレクション 

「トミカ」発売５０周年を記念して企画した商品で、１９７０年 

に発売した初代のトミカ６車種を、現在の「トミカ」に合わせた 

仕様・金型で再現したものです。 
 
商 品 名： 「トミカ５０周年記念コレクション」 
商 品 内 容 ： トミカ本体×１ 
希望小売価格： 各７００円（税抜き） 
発 売 日： ２０１９年１２月２６日 （発売中） 
対 象 年 齢 ： ３歳～ 
商 品 サ イ ズ： （Ｗ）７８×（Ｈ）７８×（Ｄ）２７mm（パッケージ） 
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)等 

著作権表記 ： © ＴＯＭＹ  

左から、01 ブルーバード SSS クーペ／02 コロナマークⅡ

ハ ー ド ト ッ プ ／ 03 ク ラウ ン  ス ー パ ー デ ラ ッ クス ／     

04 クラウン  パトロールカー／05 トヨタ２０００GT／    

06 フェア  レディ Z 432 

 

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx


 

 

■②トミカ５０周年ヒストリーセレクション （企画協力： 株式会社トーハン / 発売元： 株式会社タカラトミー） 

「トミカ」誕生５０周年を記念したシリーズ「トミカ５０周年ヒストリーセレクション」を、トーハン独占

販売の MVP ブランド（※）として、書店で発売します。 

本商品ではこの半世紀の「トミカ」の軌跡をたどり、１０年ごとに“今でも印象的な一台”をセレク

トしました。その時代と車種についての解説を「トミカ」とともに楽しめる、本のように表紙が開く箱

入り仕様です。書店でしか手に入らないオリジナルモデルとして、２０２０年２月発売の「1970 – 

1979 Vol.1」から、２０２０年１２月発売の「2020 Vol.6」まで、年間全６台を、偶数月ごとに発売しま

す。第一弾として、「トミカ５０周年ヒストリーセレクション 1970-1979 Vol.1 トヨタ 2000GT」を２月

に発売します。 

  

◇今後の予定 

1970-1979 Vol.1  ２月発売予定  

1980-1989 Vol.2  ４月発売予定 （車種は３月発表） 

1990-1999 Vol.3  ６月発売予定 （車種は５月発表） 

2000-2009 Vol.4  ８月発売予定 （車種は７月発表） 

2010-2019 Vol.5 １０月発売予定 （車種は９月発表） 

2020     Vol.6 １２月発売予定 （車種は１１月発表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※トーハン MVP ブランド： 

MVP は、More（より多くの） Value（価値を） Produce（創造する）の意味で、読者の要求に適う商品を適正な場所、

時期、数量、価格について、出版社やメーカーと生産計画段階から打ち合せ、セールスプロモーションについても

バックアップする販売モデルの総称。２０１５年から、書店向けトミカシリーズを展開しています。 

 

商 品 名： 「トミカ５０周年ヒストリーセレクション 1970-1979 Vol.1 トヨタ 2000GT」 

商 品 内 容 ： トミカ本体×１、ヒストリー付きパッケージ 

希望小売価格： 各１,０００円（税抜き） 

発 売 日： ２０２０年２月 

対 象 年 齢 ： ３歳～ 

商 品 サ イ ズ： （Ｗ）７８×（Ｈ）１６４×（Ｄ）４１mm（パッケージ） 

取 扱 い場 所： 詳細は以下に掲載 

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/info/2002/tohan.htm 

著作権表記 ： © ＴＯＭＹ 

 

  

商品画像（Vol.1 トヨタ 2000GT） パッケージイメージ 

http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/info/2002/tohan.htm
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/info/2002/tohan.htm


 

 

■③「トミカプレミアム RS トヨタ 2000GT」      

「トミカ」の１/４３スケールシリーズ「トミカプレミアムＲＳ」シリーズの第３弾商品として、「トミカ  

プレミアム RS トヨタ 2000GT（白）」、「トミカプレミアム RS トヨタ 2000GT（赤）」を発売いたします。 

本商品は観賞するだけではなく、触って楽しめることが特徴で、サスペンション、左右ドア開閉

のアクションがついています。「トミカ」５０周年に合わせ、「トミカ」の発売開始時のラインナップから

「トヨタ 2000GT」を選び、より多くの方に楽しんでいただくために「白」「赤」の２カラーを用意しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 品 名： 「トミカプレミアム RS トヨタ 2000GT（白）」  

「トミカプレミアム RS トヨタ 2000GT（赤）」 

商 品 内 容 ： トミカプレミアムＲＳ本体×１ 

希望小売価格： 各３,５００円（税抜き） 

発 売 日： ２０２０年１月１８日（土） 

対 象 年 齢 ： １４歳～ 

商 品 サ イ ズ： （Ｗ）３８×（Ｈ）２７×（Ｄ）９７mm  

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)等 

著作権表記： © ＴＯＭＹ  

 

■④「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ」シリーズ （発売元：株式会社トミーテック） 

１／６４スケールミニカーブランド「トミカリミテッド ヴィンテージ」より、記念商品「トミカリミテッド 

ヴィンテージ ネオ ＬＶ-Ｎ２０５ａ 日産セドリック２０００ＧＬ（茶・黒の２種）」「トミカリミテッド ヴィン

テージ ネオ ＬＶ-Ｎ２０４ａ 三菱コルト ギャランＧＴＯ ＭＲ（橙）」「トミカリミテッド ヴィンテージ  

ネオ ＬＶ-Ｎ２０４ｂ 三菱ギャランＧＴＯ ＭＲ（青）」を発売いたします。   

トミカ誕生初期、１９７２年に発売された２車種を、トミーテックの精密技術でよりハイクオリティに

再構成した大人向けのトミカです。「トミカリミテッド ヴィンテージ」は金属製のボディとシャーシ、

細部まで細かく入った彩色、サスペンション機構、プラスチック製の細部部品、軟質素材のタイヤ

（一部例外あり）などが特徴です。 

 

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx


 

 

【日産セドリック２０００ＧＬ】 

１９７２年当時に発売した「トミカ」での商品名は「トミカＮｏ．３３ ニッサン セドリック」です。実車

の高級感を再現するため、内外装にも細やかな彩色を施しました。当時の製品をイメージさせる

茶色メタリックのほか、実車の人気色だった黒をラインナップします。 

 

【三菱ギャランＧＴＯ ＭＲ】 

１９７２年当時に発売した「トミカ」での商品名は「トミカＮｏ．３０ コルト ギャランGTO」です。当時

の製品の箱絵に描かれていたオレンジ色の MR を再現します。オレンジ色は実車初期の１９７０年

式、青は１９７２年式を再現しており、車名と細部の彩色がそれぞれ異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商 品 名： 「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ ＬＶ-Ｎ２０５ａ 日産セドリック２０００ＧＬ（茶）」 

            「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ ＬＶ-Ｎ２０５ｂ 日産セドリック２０００ＧＬ（黒）」 

「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ  ＬＶ-Ｎ２０４ａ 三菱コルト ギャランＧＴＯ ＭＲ（橙）」 

「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ ＬＶ-Ｎ２０４ｂ  三菱ギャランＧＴＯ ＭＲ（青）」 

商 品 内 容： トミカ本体×１ 

希望小売価格： セドリック ２０００GL（２種） 各２,７００円（税抜き）  

ギャラン GTO MR（２種）  各２,５００円（税抜き） 

発 売 日： セドリック ２０２０年６月予定 ／ ギャラン  ２０２０年８月予定 

対 象 年 齢： １５歳～ 

サ イ ズ： １/６４スケール 

商品サイズ： セドリック （Ｗ）７４×（Ｈ）２４×（Ｄ）２６mm 

ギャラン GTO （Ｗ）６７×（Ｈ）２３×（Ｄ）２５mm 

公 式 H P ： minicar.tomytec.co.jp/ 

取扱い場所： 全国の量販店ホビー売場・鉄道模型店・ホビー系通販サイト等 

著作権表記： 版権元商品化許諾申請済 ⒸＴＯＭＹＴＥＣ  

 

 

【４】 アニメ 

 

■５０周年記念 「トミカ」アニメ化 

２０２０年４月に「トミカ」がテーマのテレビアニメを放送開始いたします。「トミカ」のテレビアニメ

化は２０１７年に放送された「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察」以来約２年

半ぶりになります。アニメ放送のほか、周辺玩具商品、キッズアミューズメントゲーム、雑誌連載 

など各方面でメディアミックス展開を行ってまいります。 

セドリック２０００ＧＬ 商品画像 ギャランＧＴＯ ＭＲ 商品画像 

https://minicar.tomytec.co.jp/
https://minicar.tomytec.co.jp/


 

 

【５】 コラボレーション 

５０周年を記念して、年間を通じて様々なコラボレーションを行います。今後も多様な企業・ブラ

ンドとのコラボレーションの発表を予定しています。 

 

■「はとバス」 

展開内容：「トミカ」５０周年を記念した特別ラッピングの「リアルトミカ号」が運行します。１台限定

の「トミカ」デザインのバスで、都内の名所を巡ります。乗車された方には、オリジナル

の「トミカ」（非売品）をプレゼントいたします。 

展開時期：２０２０年３月２０日（金）～２０２０年５月６日（水） 

コースの詳細確認・予約先： www.hatobus.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ロッテ」（チョコパイ） 

展開内容：「チョコパイ」のパッケージを使って、箱の裏面の絵柄を切り取り、組み立てると紙製の

「トミカ」を作ることができます。また、２０２０年春からオリジナルの「トミカ」などが当た

るキャンペーンを展開いたします。 

展開時期：２０２０年春～夏 

 

■「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」 

展開内容：「トミカ」５０周年を記念したデコレーションルーム「トミカルーム」宿泊プランを展開します。  

・「トミカ」でデコレーションしたお部屋をご用意（１日２室限定） 

・客室内の壁やベッドカバー、クッション等には、「トミカ」に 

ラインナップされた人気車種をデザイン 

・客室内には様々な「トミカ」をディスプレイ 

・チェックイン時に「かんたんおかたづけ！にぎやかサウンド 

タウン」＆「トミカ１０台」を無料で貸し出し 

展開時期：２０２０年１月７日（火）～２０２１年６月３０日（水）  ＊除外日：２０２０年１月２０日（月） 

公式 HP： www.maihamahotel-firstresort.jp/stay/tomica.html 

 

■「ユナイテッドアローズ グリーン レーベル リラクシング」 

展開商品：キッズ向けトレーナー２種 

展開時期：２０１９年１２月～ 

取扱い場所：全国８４店舗での販売 

＊キッズ商品を取り扱いしていない店舗もあります。 

「リアルトミカ号」デザインイメージ オリジナルの「トミカ」画像 

https://www.hatobus.co.jp/
https://www.hatobus.co.jp/
https://www.maihamahotel-firstresort.jp/stay/tomica.html
https://www.maihamahotel-firstresort.jp/stay/tomica.html


 

 

■「㈱ナルミヤ・インタナショナル」 

展開商品：キッズ向け T シャツ４種 

展開時期：２０２０年２月～予定 

取扱い場所：全国百貨店、専門店での販売 

 

■「TAKEO KIKUCHI」 

展開商品： 大人向けアパレル、服飾雑貨 

展開時期： ２０２０年５月下旬予定 

取扱い場所： 全国 TAKEO KIKUCHI １１３店舗、公式 ONLINE STORE、台湾国内 TAKEO KIKUCHI 

５店舗、タイ国内 TAKEO KIKUCHI ７店舗 

 

■「BEAMS」 

展開商品： アパレル、雑貨、特注トミカ 

展開時期： ２０２０年１０～１１月予定  

取扱い場所： BeamsT 全店（１３店舗）及びオンラインストアなど 

 

■「おやつカンパニー」 （ポテト丸） 

展開商品： 「ポテト丸」を「トミカ」コラボパッケージにて展開 

実施時期： ２０２０年３月～ 

取扱い場所： 全国のＧＭＳ、スーパー、ドラッグストア 

 

 

＜「トミカ」公式サイトはこちら＞  

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/ 

 

<トミカ５０周年特設サイトはこちら＞ 

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/50th 
 

 

 ＜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） 

http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/50th
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/50th

