
報道関係各位 

２０２１年４月２０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）が発売するダイキャスト製ミニ

カー「トミカ」は昨年２０２０年に５０周年を迎え、これからの５０年に向けて「トミカ」をさらに進化させるプロジェクト

“トミカ アドバンスプロジェクト”を始動いたします。本プロジェクトでは「テクノロジー×エンターテイメント」を軸に新時代

の遊びの価値を提案してまいります。 
 

プロジェクト第１弾の商品として、デジタルラップカウンターが白熱のレースバトルを盛り上げる「トミカスピードウェイ 

実況サウンド！デジタルアクセルサーキット」（希望小売価格：１２,１００円／税込）と、「トミカ」初ＮＦＣチッ

プを搭載し、専用アプリと走行データが連動する「スーパースピードトミカ」４種（希望小売価格：各１,３２０円／

税込）を、２０２１年６月１９日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、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）

等にて発売します。 
 

「トミカスピードウェイ 実況サウンド！デジタルアクセルサーキット」および「スーパースピードトミカ」は、専用アプリと連動

し、レースとリンクした音声や映像の演出が楽しめるほか、「スーパースピードトミカ」の走行記録がデータとして記録されま

す。さらにアプリ内には、「スーパースピードトミカ」と同じデザインにラッピングされたマシンのＣＧ映像が登場します。 

デジタルとアナログの融合により「トミカ」での遊びの可能性をさらに広げ、常に新鮮な「ドキドキ・わくわく・感動」をお届

けできるブランドを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５０周年のその先へ── “トミカ アドバンスプロジェクト” 始動 
 

「トミカ」史上初！ ＮＦＣチップ搭載で専用アプリとデータ連動 

「トミカスピードウェイ 実況サウンド！デジタルアクセルサーキット」 

「スーパースピードトミカ」 ６月１９日（土）発売 

▲ トミカスピードウェイ 実況サウンド！デジタルアクセルサーキット 

▲ スーパースピードトミカ 

「スーパースピードトミカ」はＮＦＣチップを搭載しており、専用アプリにサーキットの

走行データを記録できます。また、アプリを起動してデジタルラップカウンターにスマー

トフォンをセットすると、レースの状況と連動した迫力のＣＧ映像がレースバトルを

盛り上げます。  

※「トミカ」は別売り 

アプリ画面はイメージです 

https://takaratomymall.jp/
https://takaratomymall.jp/


【 商品の特徴 】 

ラップカウントや実況サウンドが 

白熱のレースを盛り上げる！ 

「デジタルアクセルサーキット」は、アクセルボタンを

連打することで「トミカ」が加速し、サーキットを高速で

駆け抜けます。超スピードで駆け抜ける「トミカ」の周

回やラップタイム、レースバトルの勝敗をデジタルラップ

カウンターが判定し、戦況に合わせたリアルタイムの実

況が白熱のレースをさらに盛り上げます。ラップカウン

ターには「レースバトル」「ラップタイムチャレンジ」など複数のモードを搭載し、２人でのバトルはも

ちろん、ひとりで遊び込むことも可能です。さらに専用アプリと連動し、ラップカウンターにスマート

フォンをセットすることで、レースの内容と連動したＣＧ映像が楽しめます。 

 
 

 

 

 

 

実車をモデルに「トミカ」をチューンナップ！ 

「スーパースピードトミカ」は、実在のスポーツカーをモデ

ルにサーキットをより早く走れるようチューンナップされた「トミカ」です。軽量化されたボディに専用ホイールを装着し、フロン

トとリアのガイドローラーがスムーズなコーナリングをサポートします。本物のレーシングカーさながらのペイントやチーム設定

など、通常の「トミカ」とは一味違うデザインも特徴です。さらに「トミカ」史上初ＮＦＣチップを搭載し、専用アプリと走行

データを連動させたり、レース中にマシン限定のアナウンスやＢＧＭを聴くことができます。 

 

専用アプリでレースバトルをもっと楽しむ！ 

専用アプリには、レースを楽しむ「デジタルラップカウンターモード」とＮＦ

Ｃチップでデータを連動させる「スーパースピードトミカモード」の大きくふたつ

のモードを搭載しています。 

「デジタルラップカウンターモード」ではデジタルアクセルサーキットの遊びと

連動した１対１の「レースバトル」に最大８人で遊べる「トーナメント」、Ｃ

ＰＵと対戦する「グランプリ」の３つのモードがあり、大～少人数の様々な

レースバトルを盛り上げます。 

「スーパースピードトミカモード」では、「ドライバーセッティング」でレースバ

トルで使用するアバターを設定したり「マイガレージ」でレース成績などのス

テータスの確認ができるほか、１９８３年に発売したダッシュボード型カー

レースゲーム「ドライビングターボ」を再現したミニゲームが体験できます。 

アプリの CG 映像が 

レース内容と連動 

ラップタイム計測 

アプリイメージ 

レースバトル（上）とドライビングターボ（下） 

デジタルラップカウンター ▼ 



【 商品概要 】 

■サーキット本体 

商 品 名：トミカスピードウェイ 実況サウンド！デジタルアクセルサーキット 

希望小売価格：１２,１００円（税込） 

レイアウトサイズ：Ｗ１０８０×Ｈ１２３×Ｄ５２３（ｍｍ） 

商 品 内 容： 

シューター本体、スターター、デジタルラップカウンター、ゴールゲート、スマートフォンホルダー、レーンカバー、ストレートレー

ン×２、カーブレーンＡ（アップ）、カーブレーンＡ（ダウン）、カーブレーンＡ用橋げた×２、カーブレーンＢ（アップ）、

カーブレーンＢ（ダウン）、カーブレーンＢ用橋げた×２、ラベル×２、取扱説明書×２ ※「トミカ」は別売り 

使 用 電 源：単３型アルカリ乾電池×３（別売り） 

 

■スーパースピードトミカ ※画像左から順に記載 電池不要 

商 品 名：スーパースピードトミカ SST-01 TEAM TSR TOYOTA GR SUPRA[PROJECT-α] 

商 品 名：スーパースピードトミカ SST-02 TEAM SHINOBI NISSAN GT-R[翔 EDITION] 

商 品 名：スーパースピードトミカ SST-03 TEAM WING Honda CIVIC TYPE R[concept Eagle] 

商 品 名：スーパースピードトミカ SST-04 TEAM MONSTER SUBARU WRX STI[T-REX CUSTOM] 

希望小売価格：各 1,320 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

【共通項目】 

発 売 日：２０２１年６月１９日（土） 

対 象 年 齢：３歳以上 

取 扱 場 所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、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）など 

版 権 表 記：© ＴＯＭＹ 

商 品 サ イ ト：www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/speedway 

商 品 動 画：www.youtube.com/watch?v=Oxt-VanUDRI 

 

専用アプリの詳細は商品サイトにて順次ご案内いたします 

 

 

発売中の「GO!GO!アクセルサーキット」をデジタル仕様に！ 

タカラトミーモールオリジナル「デジタルラップカウンター」を発売 

 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」オリジナル「デジタルラップ

カウンター」を単品で発売いたします。２０１９年に発売した「トミカスピードウェ

イ GO!GO!アクセルサーキット」（希望小売価格：８,５８０／税込）をお

持ちの方は、「デジタルラップカウンター」と組み合わせることで専用アプリと連動し

た「トミカスピードウェイ 実況サウンド！デジタルアクセルサーキット」同様の遊び

をお楽しみいただけます。 

「トミカスピードウェイ 実況サウンド！ 

デジタルラップカウンター」 

（４,９５０円／税込） 

https://takaratomymall.jp/
https://takaratomymall.jp/
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http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/speedway
http://www.youtube.com/watch?v=Oxt-VanUDRI
http://www.youtube.com/watch?v=Oxt-VanUDRI
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/speedway
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/speedway
https://takaratomymall.jp/
https://takaratomymall.jp/


■トミカ５０周年記念 新商品情報 

ランボルギーニが「トミカ」のためだけにデザインした特別な商品が登場！ 

 普段は実車のデザインを担当しているデザイナーに、「トミカ」の中でも人気で子どもたちの憧れであるスポーツカーを

ベースに、「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きました。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に続き、２０２１年６月には「ランボルギーニ ウラカン ペルフォルマンテ トミ

カ５０周年記念仕様 designed by Automobili Lamborghini」（希望小売価格：８８０円／税込）を発

売します。 
 

ランボルギーニ ウラカン ペルフォルマンテ トミカ５０周年記念仕様 

designed by Automobili Lamborghini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
デザイナーメッセージ ： Mitja Borkert ＆ Nelson Simōes 

This special Lamborghini Huracán Performante scale model dedicated to TOMICA 50th is inspired by the 

exciting world of Lamborghini colors and motorsport.  You instantly know it’s a Lamborghini: it follows our 

design DNA entirely.  

The fading-effect livery is inspired by our Ad Personam customization department using the hexagon symbol. 

 The colors and livery highlight the features of the Huracán Performante and its amazing performance, for 

example the front and rear ALA® components, which is Lamborghini’s patented active aerodynamics system.  

The sporty, colored blades in the bumper and matching wheels make them stand out even more. It’s a Tomica 

that’s just calling out to be raced and played with! 
 

【意訳】  

「トミカ」５０周年を記念してデザインしたこの特別な「ランボルギーニ ウラカン ベルフォルマンテ」の「トミカ」は、ランボルギーニの特徴や

モータースポーツのエキサイティングな世界観をベースに構成されています。ランボルギーニのＤＮＡに基づいた全体のデザインから、見ればす

ぐに「ランボルギーニ」ということが分かると思います。 

フェージングエフェクトが施された車体のデザインは、「アドベルソナム」のカスタム部門が使用している六角形のシンボルがベースになっていま

す。他にも、本車両を構成する色やデザインは、ウラカン ベルフォルマンテの特徴と驚異的なパフォーマンス（例えば、ランボルギーニが特許

権を有するフロントとリアに搭載している空力システムであるＡＬＡ®の構成要素）を引き立たせています。 

また、バンパーのスポーティーなブレードと調和しているホイールは、これらをより一層際立たせています。これがレースのためだけでなく、遊び、

楽しめるようデザインされた「トミカ」です！ 

 

【商品概要】 

希 望 小 売 価 格：８８０円（税込）   

発 売 日：２０２１年６月１９日（土） 

対 象 年 齢：３歳以上    

取 扱 場 所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、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）など 

版 権 表 記：© ＴＯＭＹ 

参考資料 

https://takaratomymall.jp/
https://takaratomymall.jp/


■「トミカ」について 

 １９７０年、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た「トミカ」は、２０２０年に発売５０周

年を迎えました。外国製のミニカーが全盛だった当時、「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

想いのもと誕生、今では親子３世代にわたって愛されています。現在

までに累計１,０８０種以上の車種が発売され、累計販売台数は

６億９,０００万台を超えます（２０２１年４月時点）。 

近年では定番商品に加え、人気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、年齢・性別に関わらず

幅広い方に興味を持っていただけるブランドを目指し、アパレルや、文房具、日用品などにもライセンスを展開していま

す。 

トミカ５０周年特設サイト：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/sp/50th
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/50th

