
 

 

 

 

報道関係各位 

２０２０年７月７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）は、盤ゲーム「人生 

ゲーム」の新商品として、「人生ゲーム ジャンボドリーム」（希望小売価格：3,980 円／税抜き）を、

2020年7月９日（木）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、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)等にて発売いたします。 

 

「人生ゲーム ジャンボドリーム」は、歴代６

６作品目の商品で、“夢のある人生“がテーマと

なっています。 

各プレイヤーは通常の人生ゲーム同様、お

金を稼ぎゴールを目指しますが、今回は「夢」を

叶えていくことが、ゲームのポイントとなります。 

「夢カード」で、小さな夢から大きな夢まで

様々な夢を実現し、「ジャンボドリーム宝くじ」

で一攫千金のチャンス、終盤の「ドリームブリッ

ジ」で一発逆転のジャンボな夢が叶えられます。

ゲームの中にある様々な夢を叶え、自分の将

来の夢を想像しながら楽しめるゲームです。複

雑なルール設定はなく、よりシンプルに遊びやす

く、子どもから大人まで幅広い層の方が楽しんでいただけます。 

昨今、家で過ごす時間が増えたことで、「人生ゲーム」や「黒ひげ危機一発」などのアナログゲームを通じた時

間の過ごし方が改めて人気を集めています（※「人生ゲーム」の 4 月の売上は前年同月比 4 割増）。今後も

“新しい生活様式”が求められるなか、未来に希望をもって、“夢を実現すること”を応援する意味を込めて企画

しました。 

また、発売を記念して、7 月 7 日（火）から 8 つの大きな夢が叶う豪

華キャンペーン「人生ゲームジャンボなドリームを叶えようキャンペーン」を

開催します。キャンペーンは、『宝くじ 100 万円分がもらえる夢』や、『発

売中のトミカ全種がもらえる夢』、『オーダーメイドの寝具一式が作れる

夢』、『人生ゲームのマス目が作れる夢』など、どれもみんなが叶えてみた

い豪華な内容になっています。応募条件の詳細は、キャンペーンサイトを

ご覧ください。 

今こそ、でっかい夢を叶えよう！！ 

みんなの夢を叶える！発売記念豪華キャンペーン 

「人生ゲームジャンボなドリームを叶えようキャンペーン」開催！ 

宝くじ１００万円分がもらえる！発売中のトミカ全種がもらえる！など豪華商品で夢を叶えよう！ 

 

夢をもって人生を楽しむ「人生ゲーム ジャンボドリーム」 

2020 年７月９日（木）新発売 

 

キャンペーンサイトＵＲＬ： www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/event/2007_dream/index.html 

http://takaratomymall.jp/shop/
www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/event/2007_dream/index.html


 

 

◆遊びのポイント◆                                               

ポイント①一攫千金！「ジャンボドリーム宝くじ」 

宝くじが購入できるマスに止まると 1～１０の宝くじから、一度に最大 4 枚買うことができます。 

前後賞もあるので、一つの数字に固めるか、バランスよく選ぶか、まさに宝くじ！ 

数字が当たれば一攫千金です。もらった宝くじはルーレットで高額当せんのチャンスが！ 

 

 

ポイント②夢を叶えたら勝ち！「夢カード」 

夢カードがもらえるマスでランダムにもらうことができます。 

夢カードの種類は“ちっちゃい夢”、“まぁまぁな夢”、“ジャンボな夢”の 3 種類 

叶えた夢は最後に換金ができ、ジャンボな夢ほどお金が稼げます。 

 

例：●ちっちゃい夢・・・デジタル時計のゾロ目を見た ＄20,000／ 

ホールケーキを一人で食べる＄30,000 

 

●まぁまぁな夢・・・ホームランボールをゲット＄40,000／ 

遊園地を一日貸切る＄70,000 

 

●ジャンボな夢・・・映画で主演＄90,000／ 

宇宙旅行へ行く！＄250,000 

 

 

ポイント③一発逆転「ドリームブリッジ」 

ゲーム終盤には盤面を横断するインパクトあるジャンボな橋が登場します。 

この橋には、大逆転のチャンスが盛りだくさん。この橋でしか叶わない 

ジャンボな夢もあります。夢の架け橋を超えて、ゴールを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆マス目例 

時代の変化に沿った“新しい価値”を 

マス目に取り入れています。 

●キャッシュレス決済でポイント還元。＄50,000

もらう 

●ドライブレコーダーを買う。＄6,000 はらう 

●料理配達サービスの副業で大忙し。

＄60,000 もらう 

●発明品のクラウドファンディングに投資。

＄5,000 はらう 

●街の片隅で話題のスプレーアートを発見。

＄60,000 もらう 

 



 

 

「人生ゲームジャンボなドリームを叶えようキャンペーン」                                        
【応募期間】 2020 年 7 月７日（火）～2020 年 8 月 31 日（月）23 時 59 分 
【応募方法】 ・賞品ごとに設定されている応募フォームに必要事項を入力してご応募いただきます。 

 ・複数の夢にご応募いただくことも可能です。但し、重複当選はありません。 

 ・応募条件の詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。 

 キャンペーンサイト：www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/event/2007_dream/index.html 

【キャンペーン内容】 

① 宝くじ 100 万円分がもらえる夢！ 

「サマージャンボ宝くじ（第 848 回全国自治宝くじ）」100 万円分（3,334 枚）を東京都内の

指定場所にてお渡しします。当せん金額がいくらになるかは、あなたの運しだい！！ 

※お渡ししてから当せん結果を見るまでの様子を取材し、後日タカラトミー公式ＳＮＳにて公開

（配信）いたします。（会場までの交通費は 5 万円までタカラトミーが負担） 
 

② 西川のオーダー寝具で素敵な「夢」をみる夢！ 

創業 454 年の寝具メーカー西川株式会社協賛！！ 

眠りのプロ「スリープマスター」のアドバイスのもと、自分にぴったりのオーダー寝具一式（&Free など）

を作ることができます。（上限 50 万円、会場までの交通費は 5 万円までタカラトミーが負担） 

 
③ カルビーの「かっぱえびせん」1 年分が当たる夢！ 

カルビー株式会社協賛！！大人気スナック「かっぱえびせん」約 1 年分（365 袋）を 1 名様にプ

レゼントします。他にも豪華キャンペーンを予定しています。詳しくは改めてご案内いたします。 

 

④ 人生ゲームでゲーム実況者デビューの夢！ 

株式会社 KADOKAWA がお送りする子ども向けゲーム実況チャンネル「チャンネルクロス」

（https://www.youtube.com/ChCross）とのコラボレーション！ 

ご家族で人生ゲームを遊ぶ様子をプロのアナウンサーが実況を付けて、実況動画に仕上げます。さら

に当選者の顔写真入りの人生ゲーム用紙幣をセットにした「人生ゲームジャンボドリーム」をプレゼン

ト！※撮影の場所は東京都内（会場までの交通費は 5 万円までタカラトミーが負担） 

 

⑤ 内藤大助さんとボクシング玩具で対決する夢！ 

元 WBC 世界フライ級チャンピオンの内藤大助さんと「拳闘士ガチンコファイト」で対決！ 

さらに、対決の様子は内藤さんの公式 YouTube チャンネル「内藤大助ちゃんネル」

（https://www.youtube.com/channel/UC83KoweoLMehHk1tOc-BT1g）にて公開さ

れます。※対決／撮影の場所は東京都内（会場までの交通費は 5 万円までタカラトミーが負担）  

 

⑥ 「人生ゲーム」のマス目を１つ決められる夢！ 

来春以降発売予定の「人生ゲーム」新作に登場する 1 つのマス目を、タカラトミー「人生ゲーム」チー

ムとのウェブミーティングに参加し、一緒に考えていただきます。 

※ウェブミーティングに参加するための通信費等は、当選者様のご負担になります。 

 

⑦ 発売中の「トミカ」全種がもらえる夢！ 

今年 50 周年を迎えるダイキャスト製ミニカー「トミカ」の単品とロングトミカ・全 140 種（ロングタイプ

20 種含む、2020 年 6 月時点で発売中のもの）をセットにしてプレゼント！ 

 

⑧ 「リカちゃん」にプレゼントをお届けしてもらう夢！ 

「リカちゃん」があなたのおうちにプレゼントをお届け！ 

「リカちゃん」グッズの詰め合わせを当選者様のおうちで直接手渡ししてプレゼント！  

www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/event/2007_dream/index.html
https://www.youtube.com/ChCross
https://www.youtube.com/channel/UC83KoweoLMehHk1tOc-BT1g


 

 

 

【「人生ゲーム」について】 www.takaratomy.co.jp/products/jinsei 

「人生ゲーム」は、ルーレットを回してマス目を進み、就職・結婚や出産・家の購入など人生の様々な イベン
トを経て億万長者を目指す盤ゲームです。「人生山あり谷あり～」のコピーで始まるテレビコマーシャルと共に、
高度経済成長期の１９６８年９月に発売されました。 
初代「人生ゲーム」は、１９６０年にアメリカで発売された 『ＴＨＥ ＧＡＭＥ ＯＦ ＬＩＦＥ』の直訳版
に近いものでした。その後、１９８３年に発売した３代目から日本オリジナルの内容となり、時代の世相やト
レンドを反映させながら、常に話題性のあるゲームとして展開してきました。また、１９８９年には「人生ゲーム
平成版」を発売し、初の大人向け「人生ゲーム」として話題になり、「平成版」シリーズを計１２商品 発売し
ました。 
大きくわけて２つのカテゴリーで展開しており、①「スタンダード版」と、キャラクターコラボレーションや トレンドイベ
ントなどを取り入れた②「テーマライン版」があります。２０１６年４月には８年ぶりにフラッグシップ（スタンダー
ド）モデルをリニューアルし、「人生ゲーム」の歴代７代目として発売しました。また、２０１８年３月には「人
生ゲーム」５０周年を記念して「人生ゲームタイムスリップ」を発売するなど様々な施策を展開しました。２０
１９年４月には新元号を商品名に付した「人生ゲーム＋（プラス）令和版」を発売し、本商品「人生ゲーム 
ジャンボドリーム」が、歴代６６作目になります。 

 

〈商品概要〉 

 

商 品 名： 『人生ゲーム ジャンボドリーム』 
希望小売価格： ３,９８０円（税抜き） 

発 売 日： ２０２０年７月９日（木） 

対 象 年 齢： ６歳～ 

プレイ人 数 ： ２人～６人 

商 品 サイ ズ： ５０４（Ｗ）×２９７（Ｈ）×５５（Ｄ）mm 

商 品 内 容：ルーレット付きゲーム盤(1)、山パーツ（ゲーム盤についているもの以外に）(2)、ドリームブリ

ッジ(1)、家（ゲーム盤についているもの以外に）(3)、自動車コマ ６色各１個(6)、旗 

６色各１本(6)、人物ピン（水色 36 本、ピンク色 36 本）(72)、職業カード(16)、ユメ

カード(60)、ジャンボドリーム宝くじ(40)、お金（ドル紙幣）セット(1)、100 万ドル札(16)、

お札立てトレー(1)、お札立て用シート(3)、遊び方説明書(1) 

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、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 

著 作 権 表 記： ©1968,2020 Hasbro.All Rights Reserved. 

© ＴＯＭＹ 

商 品 サ イ ト： www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/jumbodream 

 

 

 

＜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） 

https://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/
http://takaratomymall.jp/shop/
https://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/jumbodream/

