
 

＜報道関係各位＞                                              

２００４年２月１７日 

         

弾けなかった人も、弾けてる人も、指一本でギタリスト！！ 

お手軽本格エンタテインメントギター「WE
ウ ィ

 LOVE
ラ ブ

 GUITAR
ギ タ ー

」 新発売のご案内 

“デモプレイ”でらくらく自動演奏（全２４曲）！“ノーマルプレイ”はコードボタンで好きな曲も自由自在！

目的別４モードで“弾き語り”や“ギターテクニック“も簡単本格派！！ 

 

                                                 株式会社タカラ 

     

株式会社タカラ（代表取締役社長：佐藤慶太／所在地：東京都葛飾区）は、全くギターに触れた

ことがない初心者から巧みな演奏技術を持つ上級者まで、誰でもどこでも、気軽に本格的な演奏

ができる、お手軽本格エンタテインメントギター「WE LOVE GUITAR（ウィ ラブ ギター）」〈希望

小売価格：１０，２９０円/税込（本体：９，８００円 税：４９０円）〉を２００４年３月末から有名玩具専

門店、百貨店、雑貨専門店等で全国一斉発売致します。 

 

「WE LOVE GUITAR」は、見た目と機能の両方で“手軽さ”と“本格感”を兼ね備え、青春時代

にギターの弾き語りに憧れた３０代以上の男性や、親子で一緒に演奏してみたい人など幅広い層

をターゲットにした商品です。 

演奏方法は、演奏者の目的やレベルに応じて４つのモードを選択することができます。まず、あ

らかじめ本体に内蔵されている曲（全２４種類）が自動的に流れる「デモプレイ」か、ギターのネック

部分に配置されているコードボタンやセブンスバーを押して（合計４８コード）自由に曲を演奏する

「ノーマルプレイ」を選択することができます。さらにそれぞれ“オートモード”か“マニュアルモード”

を設定します。（※それぞれのモードの詳細は後述） 

初心者は「デモプレイ機能」を使って「結婚しようよ」（吉田拓郎）、「ホテルカリフォルニア」（イー

グルス）、「夏色」（ゆず）など全２４曲の中から好きな曲を選び、楽曲のリズムに合わせ右手を動

かすだけで、練習なしでも演奏でき、弾き語りも手軽にできます。また、上級者は「ノーマルプレイ

機能」を選択し、コードボタンを押すだけで、実際のギターと同様に様々な自分の好きなメロディを

演奏することが出来ます。さらに、「ノーマルプレイ機能」の“オートモード”を選択すれば、経験者

でも難しいギターテクニック“アルペジオ”や“３フィンガー”など全２４種類のリズムパターンも指先

ひとつで演奏することが可能です。 

また、本体（全長５４㎝・電池式・ストラップ付属）には、スピーカーを内蔵しているため、持

ち運びが簡単で、室内だけでなく、屋外でも利用することが出来ます。これからシーズンを迎

えるお花見や結婚式、友人とのパーティーなど、それぞれに応じて選曲、演奏したり、また、

それに合わせて歌ったりすることで、さらにその場を楽しく演出します。 

 



使用方法は、まず本体裏にあるメインスイッチで、“デモプレイ”か“ノーマルプレイ”を選択し、そ

の後、それぞれ“オートモード”か“マニュアルモード”を設定します。（計４モード） 

① 「デモプレイ・オートモード」は、２４個あるコードボタン（ギターのネック部分に配置）をひとつ押

すと、本体に予めプログラムされた２４曲のうちの１曲のリアルなギターメロディが自動で流れ

ます。後は、ギターを弾いているようなアクションをするだけで、まるで本当にギターを弾いて

いるようになります。 

② 「デモプレイ・マニュアルモード」は、コードボタンをひとつ押すと本体に予めプログラムされた２４

曲のうちの１曲のリアルな主旋律メロディが自動で流れます。演奏者は、曲のタイミングに合

わせてプレイスイッチ（本来ギターの弦がある部分）に触れるだけで、本当にギターを弾いて

いるようになります。 

③ 「ノーマルプレイ・マニュアルモード」は、コードボタンや、コードボタンとセブンスバーを同時に押

しながら、プレイスイッチに触れると、選んだコード音が鳴ります（全４８コード）。楽譜のコード

に合わせてボタンを押せば、自由に、様々な曲を演奏をすることができます。 

④ 「ノーマルプレイ・オートモード」は、“演奏パターンボタン”を押しながら、コードボタンのうちひと

つを押すと、それぞれのボタンに対応した「４ビート」、「８ビート」、「アルペジオ」など、２４種類

のリズムパターンが流れてきます。後は、楽譜のコードに合わせて各コードボタンを押すだけ

で、高度なプレイテクニックを駆使したかのような演奏をすることができます。また、このモー

ドでは、テンポ調整ボタンや、音程調整ボタンで音程や、テンポの調整ができます。 

  

数ある楽器のなかでギターの人気は高いものの、なかなか本物には挑戦できずにいたり、かつ

て練習はしたがうまくコードが押さえられず途中で諦めてしまっていた人が多いといわれています。

「WE LOVE GUITAR」は、こうした人たちにとって、“ギターをかっこよく弾いてみたい”という夢や

憧れへの挑戦や、自分のプライベートな時間を充実させる趣味を持つきっかけ、そしてまた、誰か

と一緒に演奏したり、誰かのために演奏するなど、音楽を通じたコミュニケーションの楽しさを提案

してまいります。尚、今後ギター以外にも、音楽をテーマにした商品開発を予定しています。 

「玩具を中核としたライフエンタテインメント企業」を目指す当社は、夢を持つことの楽しさや、夢

の価値を大切にし、人と人とのコミュニケーションを提案する商品開発を目指してまいります。 

 

尚、商品のイメージキャラクターには、メインターゲットである３０～４０代の男性と同世代で、か

つ、ギタリストとしての知名度が高い野村義男氏（※1）を起用し “ギター演奏の魅力”を強いイン

パクトで訴求してまいります。 

 

※1 野村義男氏プロフィール   

生年月日：１９６４年１０月２６日。東京都出身。ミュージシャン、ギタリスト。 

１９７５年姉の影響でフォークギターを手にし、１９７９年芸能界デビュー。１９８３年に結成したバン 

ド「The Good－Bye」での活動を経て、最近では世良公則さんや浜崎あゆみさんのツアーギタリス 

トとして活躍。他にも、TV・ラジオ番組への出演をはじめ、アーティストへの楽曲提供、CM 曲作曲 

CM ナレーションを担当するなど、活動の場を広げています。 

 



＜ 商品概要 ＞ 

 

●商品名  ：「WE LOVE GUITAR （ウィ・ラブ・ギター）」 

●希望小売価格     ：１０，２９０円/税込（本体：９，８００円 税：４９０円） 

●発売日       ：２００４年３月末 

●商品カラー          ：全２種 （ブルーサンバースト、ブラウンサンバースト） 

●商品内容  ：本体、歌本（楽譜付きソングブック/２４曲）、ストラップ 

●商品サイズ  ：H５４０×W１９０×D３５（mm） 

●商品重量  ：約６４０ｇ （乾電池別） 

●使用電池  ：単３×４本（別売り） 

●対象年齢  ：１５歳以上 （メインターゲット：３０代以上の男性） 

●販売ルート  ：有名玩具専門店、百貨店、雑貨専門店、等 

●販売目標  ：初年度１０万個 

●商品機能     ：【演奏方法／デモプレイ】 

初心者向けの機能で、本体内蔵（別紙参照）の２４曲の楽曲のリズ

ムに合わせて右手を動かすだけで手軽に演奏が出来ます。 

①「デモプレイ・オートモード」 （難易度 1） 

コードボタンを押すと、プログラムされた収録曲（全２４曲）のギ

ターメロディが自動で流れます。 

       ②「デモプレイ・マニュアルモード」 （難易度 2） 

コードボタンを押すと、プログラムされた収録曲（全２４曲）の主旋 

律が流れます。そのメロディに合わせてプレイスイッチをピッキン 

グすれば、自分のアレンジで演奏できます。 

【演奏方法／ノーマルプレイ】 

上級者向けの機能で、実際のギターと同様に様々な本格的な演奏

を楽しむことが出来ます。ネックに配列した２４個のコードボタンやセ

ブンスバーを押すことで、計４８種類のコード音が鳴り、また、“演奏

パターンボタン”を押しながらコードボタンの一つを押せば「スリーフィ

ンガー」や「アルペジオ」などのリズム演奏が自動的に流れます。（全

２４パターン） 

③「ノーマルプレイ・マニュアルモード」 （難易度 3） 

コードボタンを押しながらプレイスイッチをピッキングすると、その

コード音（全４８コード）が流れ、自由にメロディが演奏できます。 

④「ノーマルプレイ・オートモード」 （難易度 4） 

コードボタンを押すと、その番号に対応したリズム演奏が自動的に

流れます（全２４パターン）。その伴奏に合わせてコード番号を押し

ながら主旋律を自由に演奏します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収録曲一覧   

ボタン番号 曲名 アーティスト 

1 結婚しようよ 吉田 拓郎 

2 22 才の別れ 風 

3 サボテンの花 チューリップ 

4 なごり雪 イルカ 

5 夢の中へ 井上 陽水 

6 時代 中島 みゆき 

7 関白宣言 さだ まさし 

8 お嫁においで 加山 雄三 

9 ぼくたちの失敗 森田 童子 

10 長い夜 松山 千春 

11 酒と涙と男と女 河島 英五 

12 乾杯 長渕 剛 

13 TRUE LOVE 藤井 フミヤ 

14 夏色 ゆず 

15 ロビンソン スピッツ 

16 夜空ノムコウ ＳＭＡＰ 

17 桜坂 福山 雅治 

18 ＴＳＵＮＡＭＩ サザンオールスターズ 

19 大きな古時計 平井 賢 

20 スタンド バイ ミー ベン Ｅ・キング 

21 イエスタディ ビートルズ 

22 サウンド オブ サイレンス サイモン＆ガーファンクル 

23 ホテル カリフォルニア イーグルス 

24 イマジン ジョン レノン 



 

 

リズムパターン一覧   

ボタン番号 パターン 特徴 

1 
４ビート 

どんな曲にも対応できるベーシックなパターンで初心者におす

すめ。 

2 ８ビート① フォークソング・ポップスから演歌まで幅広く対応。 

3 ８ビート② ゆったりとしたフォークソング・ポップスに対応。 

4 
８ビート③ 

ゆったりとしたフォークソング・ポップスにメリハリをつけた曲に

おすすめ。 

5 ８ビート④ リズミカルなカッティングを付ける曲におすすめ。 

6 
８ビート⑤ 

バラード調のしっとりした曲から、ビートの効いた曲まで安定し

たカッティングをおすすめ。 

7 ８ビート⑥ シンプルな安定した曲におすすめ。 

8 １６ビート．1 カッティングを重視したスローから早弾きの曲まで幅広く対応。

9 
１６ビート．2 

乗りのよいリズミカルな曲、変化のついたストロークを楽しむ曲

におすすめ。 

10 １６ビート．3 細かなカッティングのなかに安定した流れの曲におすすめ。 

11 １６ビート．4 細かなカッティングと、独特なリズムのある曲におすすめ。 

12 １６ビート．5 乗りがよくて、細かなカッティングが活きる曲におすすめ。 

13 １６ビート．6 早弾きを生かしたリズムを重視する曲におすすめ。 

14 ８ビート⑦ 詰まったリズムを生かした曲におすすめ。 

15 ８ビート⑧ けだるい感じのゆったりとした曲におすすめ。 

16 ８ビート⑨ ゆっくりと落ち着いた感じの曲を中心におすすめ。 

17 １２ビート ムードのあるスローバラード系を弾くのにおすすめ。 

18 ワルツ① ベーシックなワルツ（３拍子）曲におすすめ。 

19 ワルツ② ワルツの変形でメリハリを付ける曲におすすめ。 

20 ワルツ③ ワルツの変形でメリハリと変化を付ける曲におすすめ。 

21 アルペジオ．1 シンプルなアルペジオで、幅広く対応。 

22 
アルペジオ．2 

より情緒のあるアルペジオで、心地よいメロディラインが欲しい

ときに使用。 

23 スリーフィンガー 早いテンポの曲によく合う、スムースな流れの曲におすすめ。 

24 カーターファミリー ゆったりした独特のリズムを刻みたい曲におすすめ。 

 

 

 

 



 

 

 

お手軽本格エンタテインメントギター 『WE
ウ ィ

 LOVE
ラ ブ

 GUITAR
ギ タ ー

』 

 ２００４年３月末発売／希望小売価格：１０，２９０円/税込 （本体：９，８００円 税：４９０円） 

 

 

 

この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 

株式会社タカラ 広報室  

〒125-8503 東京都葛飾区青戸 4-19-16 

TEL：03-5680-2041  FAX：03-5680-8627  

 

 

 

 




