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タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締
ニー作品の
における玩具商品化権を取得
売いたします

タカラトミー
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月
１２日）に続き、第３作目になります。

北米、欧州、オセアニア等
から商品を展開

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『ズートピア

の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に
「ジュディ」、行動をともにするキツネの詐欺師「ニック」など、
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー
氏、監督を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
ガー・ラッシュ』のリッチ・ムーア

 
タカラトミーでは、

ぬいぐるみ、ミニカー
種以上、ターゲットに合わせ幅広く展開いたします。

ディズニー

ジョン・ラセター

報道関係各位 

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締
の最新作映画『
玩具商品化権を取得

いたします。 
タカラトミーグループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は

た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月
１２日）に続き、第３作目になります。

北米、欧州、オセアニア等
展開してまいり

ズートピア』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に
「ジュディ」、行動をともにするキツネの詐欺師「ニック」など、
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
ガー・ラッシュ』のリッチ・ムーア

タカラトミーでは、作品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
ぬいぐるみ、ミニカー「トミカ」、ガチャ（カプセルトイ）

以上、ターゲットに合わせ幅広く展開いたします。

ディズニー最新作映画

ジョン・ラセター

アナとエルサに続く

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締
『ズートピア』

玩具商品化権を取得し、全世界

グループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月
１２日）に続き、第３作目になります。

北米、欧州、オセアニア等では２０１６年２月上旬から順次
してまいります。（※北米では一部店舗で１月から先行販売。）

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に
「ジュディ」、行動をともにするキツネの詐欺師「ニック」など、
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
ガー・ラッシュ』のリッチ・ムーア氏がつとめていることでも注目が集まっています。

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
「トミカ」、ガチャ（カプセルトイ）

以上、ターゲットに合わせ幅広く展開いたします。

最新作映画『ズートピア
ジョン・ラセター氏製作総指揮の最新作

アナとエルサに続く

「ズートピア

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締
』【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

全世界３０以上の国と地域で

グループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月
１２日）に続き、第３作目になります。 

２０１６年２月上旬から順次
（※北米では一部店舗で１月から先行販売。）

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に
「ジュディ」、行動をともにするキツネの詐欺師「ニック」など、
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
がつとめていることでも注目が集まっています。

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
「トミカ」、ガチャ（カプセルトイ）

以上、ターゲットに合わせ幅広く展開いたします。

ズートピア
指揮の最新作

アナとエルサに続くニューヒロイン

©Disney

「ズートピア 

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

以上の国と地域で

グループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

２０１６年２月上旬から順次
（※北米では一部店舗で１月から先行販売。）

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に
「ジュディ」、行動をともにするキツネの詐欺師「ニック」など、人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
がつとめていることでも注目が集まっています。

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
「トミカ」、ガチャ（カプセルトイ）など、映画のシーンを再現して遊ぶことができる

以上、ターゲットに合わせ幅広く展開いたします。（※地域により展開商品は異なります

ズートピア／Zootopia
指揮の最新作 個性的な動物キャラクターたちの世界観を再現

ニューヒロイン「ジュディ

Disney ※ズートピアは（有）

 なかよしコレクション（ビークル）

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締役社長：Ｈ．Ｇ．メイ／東京都葛飾区）は、
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

以上の国と地域で『ズートピア』の世界観を再現した関連玩具を

グループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

２０１６年２月上旬から順次商品を展開しており
（※北米では一部店舗で１月から先行販売。） 

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に

人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
がつとめていることでも注目が集まっています。

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
、映画のシーンを再現して遊ぶことができる

（※地域により展開商品は異なります

Zootopia』
個性的な動物キャラクターたちの世界観を再現

ジュディ」の玩具も続々登場

※ズートピアは（有）

なかよしコレクション（ビークル）

役社長：Ｈ．Ｇ．メイ／東京都葛飾区）は、
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

『ズートピア』の世界観を再現した関連玩具を

グループでの世界玩具商品化権取得および全世界での商品展開は、昨年夏に世界で公開され
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

しており、日本では２０１６年３月下旬
 

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
の最新作で、動物たちがハイテクな文明社会で暮らす世界「ズートピア」を舞台に、警察官になりたいウサギの

人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード
がつとめていることでも注目が集まっています。 

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
、映画のシーンを再現して遊ぶことができる

（※地域により展開商品は異なります。）

』関連玩具

個性的な動物キャラクターたちの世界観を再現

の玩具も続々登場

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

なかよしコレクション（ビークル）」シリーズから

２０１６年

株式会社タカラトミー

役社長：Ｈ．Ｇ．メイ／東京都葛飾区）は、
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

『ズートピア』の世界観を再現した関連玩具を

、昨年夏に世界で公開され
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

、日本では２０１６年３月下旬

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
、警察官になりたいウサギの

人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの
真っ直ぐなひたむきさなどが話題となっており、製作総指揮をディズニー作品のヒットメーカー、ジョン・ラセター

を今なお根強い人気を誇る『塔の上のラプンツェル』を手掛けたバイロン・ハワード氏と大ヒット作『シュ

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
、映画のシーンを再現して遊ぶことができる

） 

関連玩具を世界展開
個性的な動物キャラクターたちの世界観を再現

の玩具も続々登場 

遊プラン登録商標（第 5572347

」シリーズから 

年２月１２日

株式会社タカラトミー

役社長：Ｈ．Ｇ．メイ／東京都葛飾区）は、ディズ
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

『ズートピア』の世界観を再現した関連玩具を販

、昨年夏に世界で公開され
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

、日本では２０１６年３月下旬

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
、警察官になりたいウサギの

人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの

ジョン・ラセター
と大ヒット作『シュ

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
、映画のシーンを再現して遊ぶことができる商品を１５

展開 

個性的な動物キャラクターたちの世界観を再現 

5572347 号）です。

 

 

日 

株式会社タカラトミー 

ディズ
【公開予定：２０１６年３月４日（米）／２０１６年４月２３日（日本）】の全世界

販

、昨年夏に世界で公開され
た『インサイド・ヘッド』、昨年から今年にかけて世界で公開される『アーロと少年』（日本公開予定：２０１６年３月

、日本では２０１６年３月下旬

』は、『アナと雪の女王』や『ベイマックス』で世界的ヒットを生み出したディズニー・アニメーション
、警察官になりたいウサギの

人間顔負けの個性的なキャラクターたちが活躍す
るファンタジー・アドベンチャーです。すでに予告動画での動物たちの細かい描写や愛らしいしぐさ、ヒロインの

ジョン・ラセター
と大ヒット作『シュ

品内で活躍するビークル玩具や、キャラクターたちの魅力を表現した可動式のフィギュア、
商品を１５

号）です。 



タカラトミーグループはこれま
を強みとして
ンナップや各作品の世界観
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。
 タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中
展開してまいります。
 
■ 商品一例
「ズートピア
作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。
（ジュディのミニパトロールカー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ズートピア
作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので

ポーズを変化させながら楽しめるほか、「ズートピア
各 1,200 円）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「録音再生！ジュディのニンジン型レコーダーペン」
 作品内でヒロイン「ジュディ」が使用するニンジン型の
レコーダーペンです。ストーリー中にもキーアイテムと
して登場します。
「ジュディ」のポリスバッチも付属しています。
（税抜き 2,500
 
 
「おしゃべりぬいぐるみ」
 作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。
「ジュディ」と「ニック」それぞれの個性的なおしゃべりが楽しめ、
映画を見るとより愛着のわく商品です。
（税抜き 各
 
 
 
 
 
 

「ジュディのミニパトカー」

©Disney ※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

タカラトミーグループはこれま
を強みとして、ディズニー
ンナップや各作品の世界観
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中
展開してまいります。 

商品一例  
「ズートピア なかよしコレクション
作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。
（ジュディのミニパトロールカー

「ズートピア なかよしコレクション
作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので

ポーズを変化させながら楽しめるほか、「ズートピア
円） 

「録音再生！ジュディのニンジン型レコーダーペン」
でヒロイン「ジュディ」が使用するニンジン型の

レコーダーペンです。ストーリー中にもキーアイテムと
して登場します。劇中同様に音声の録音と再生ができ、
「ジュディ」のポリスバッチも付属しています。

2,500 円） 

「おしゃべりぬいぐるみ」
作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。

「ジュディ」と「ニック」それぞれの個性的なおしゃべりが楽しめ、
映画を見るとより愛着のわく商品です。

各 3,600 円） ※セリフは英語です。

「ジュディのミニパトカー」

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

タカラトミーグループはこれまでにも、
、ディズニー映画作品の

ンナップや各作品の世界観の再現性なども評価
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中

なかよしコレクション （ビークル）」
作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。
（ジュディのミニパトロールカー/ニックのコンパーチブル

なかよしコレクション （フィギュア）」
作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので

ポーズを変化させながら楽しめるほか、「ズートピア

「録音再生！ジュディのニンジン型レコーダーペン」
でヒロイン「ジュディ」が使用するニンジン型の

レコーダーペンです。ストーリー中にもキーアイテムと
劇中同様に音声の録音と再生ができ、

「ジュディ」のポリスバッチも付属しています。

「おしゃべりぬいぐるみ」  
作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。

「ジュディ」と「ニック」それぞれの個性的なおしゃべりが楽しめ、
映画を見るとより愛着のわく商品です。

※セリフは英語です。

「ジュディのミニパトカー」 

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

でにも、イノベイティブな商品企画力やハイクオリティ、
の関連玩具を数々展開、

再現性なども評価
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中

（ビークル）」 
作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。
ニックのコンパーチブル

（フィギュア）」
作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので

ポーズを変化させながら楽しめるほか、「ズートピア

「録音再生！ジュディのニンジン型レコーダーペン」
でヒロイン「ジュディ」が使用するニンジン型の

レコーダーペンです。ストーリー中にもキーアイテムと
劇中同様に音声の録音と再生ができ、

「ジュディ」のポリスバッチも付属しています。 

作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。
「ジュディ」と「ニック」それぞれの個性的なおしゃべりが楽しめ、
映画を見るとより愛着のわく商品です。 

※セリフは英語です。 

「ニックのオープンカー

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第 5572347 号）です。

イノベイティブな商品企画力やハイクオリティ、
を数々展開、それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

再現性なども評価いただいています。
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中

  
作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。
ニックのコンパーチブル/DX ジュディのポリスクルーザー

（フィギュア）」  
作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので

ポーズを変化させながら楽しめるほか、「ズートピア なかよしコレクション

「録音再生！ジュディのニンジン型レコーダーペン」  
でヒロイン「ジュディ」が使用するニンジン型の 

レコーダーペンです。ストーリー中にもキーアイテムと 
劇中同様に音声の録音と再生ができ、 

作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。
「ジュディ」と「ニック」それぞれの個性的なおしゃべりが楽しめ、 

ニックのオープンカー

号）です。 

イノベイティブな商品企画力やハイクオリティ、
それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

いただいています。本作において
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中

作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と
組みあわせてそれぞれ映画の１シーンを再現しながら遊ぶことができます。 

ジュディのポリスクルーザー

作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので
なかよしコレクション （ビークル）」と一緒に遊べます。（税抜き

作品中のセリフと同様のおしゃべりを収録したぬいぐるみです。 
 

ニックのオープンカー」 

イノベイティブな商品企画力やハイクオリティ、
それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

本作においても既存流通チャンネルに加
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
という全世界の“共通言語”ともいえる玩具の特性を活かし、今後も世界中の幅広いターゲットに向けて商品を

作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と
 

ジュディのポリスクルーザー 

作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので
（ビークル）」と一緒に遊べます。（税抜き

「ジュディの

イノベイティブな商品企画力やハイクオリティ、全世界での販売網など
それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

既存流通チャンネルに加
えて、新たな販売チャンネルの拡大を進めるなど世界での商品配給網の拡大を狙います。 

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
の幅広いターゲットに向けて商品を

作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

税抜き：2,500

作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので
（ビークル）」と一緒に遊べます。（税抜き

「ジュディのポリスクルーザー

の販売網など
それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

既存流通チャンネルに加

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
の幅広いターゲットに向けて商品を

作品内で活躍するビークルとフィギュア、小物がセットになった商品です。フィギュアをビークルに乗せたり、小物と

2,500 円～） 

作品に登場する個性豊かなキャラクターたちのフィギュアが２体ずつセットになっています。手足が可動するので
（ビークル）」と一緒に遊べます。（税抜き 

ポリスクルーザー」 

の販売網など
それぞれのターゲットに合わせた幅広い商品ライ

既存流通チャンネルに加

タカラトミーグループは、映画の感動を手元で体験できるような再現性の高い玩具を提案するとともに、「遊び」
の幅広いターゲットに向けて商品を

 

 



「ズートピア
作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ
わったデザインと精巧な造りが特徴です。（税抜き
 
 
 
 
「ビーンズコレクション
（発売元：タカラトミーアーツ）

手 の ひ ら サ イ ズ の ぬ い ぐ る み シ リ ー ズ で す 。 デ フ ォ ル メ
デザインを起用し、より可愛いぬいぐるみに仕上げました。
（税抜き 各
 
 
 
ガチャ（カプセルトイ）
（発売元：タカラトミーアーツ）
メインキャラクターたち

れたフル彩色のフィギュアマスコットです。全５種。
フィギュアサイズ：約３５～５５ｍｍ
（税込み 各１回３００円
 
 
 
 

 

「アナと雪

動物たちが
そこは、

 
動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

 
 
 
 
 

※IP 

「ズートピア トミカ」  
作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、

ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ
わったデザインと精巧な造りが特徴です。（税抜き

ビーンズコレクション」シリーズ
（発売元：タカラトミーアーツ）

手 の ひ ら サ イ ズ の ぬ い ぐ る み シ リ ー ズ で す 。 デ フ ォ ル メ
デザインを起用し、より可愛いぬいぐるみに仕上げました。

各 1,380 円） 

ガチャ（カプセルトイ） 「ズートピア
（発売元：タカラトミーアーツ）
メインキャラクターたち
フル彩色のフィギュアマスコットです。全５種。

フィギュアサイズ：約３５～５５ｍｍ
各１回３００円 

雪の女王」「ベイマックス

たちが人間のように
、誰もが夢を叶

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

株式会社タカラトミー

株式会社タカラトミーお客様相談室
IP 電話・一部携帯電話、

©Disney ※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ
わったデザインと精巧な造りが特徴です。（税抜き

」シリーズ   
（発売元：タカラトミーアーツ） 

手 の ひ ら サ イ ズ の ぬ い ぐ る み シ リ ー ズ で す 。 デ フ ォ ル メ
デザインを起用し、より可愛いぬいぐるみに仕上げました。

ズートピア フィギュアマスコット
（発売元：タカラトミーアーツ） 
メインキャラクターたちがアニメタッチにデザインさ
フル彩色のフィギュアマスコットです。全５種。

フィギュアサイズ：約３５～５５ｍｍ
 ４月発売予定）

ベイマックス」のディズニー

のように暮
叶えられる<

＜

楽園
ユ ー ト ピ ア

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

   監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

＜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

＜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

電話・一部携帯電話、

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ
わったデザインと精巧な造りが特徴です。（税抜き 

 

手 の ひ ら サ イ ズ の ぬ い ぐ る み シ リ ー ズ で す 。 デ フ ォ ル メ
デザインを起用し、より可愛いぬいぐるみに仕上げました。

フィギュアマスコット

アニメタッチにデザインさ
フル彩色のフィギュアマスコットです。全５種。

フィギュアサイズ：約３５～５５ｍｍ 
４月発売予定） 

のディズニー

暮らす、ズートピア
楽園
ユ ー ト ピ ア

>
＞

…のはずだった

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

全米公開：

＜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

＜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

電話・一部携帯電話、PHS 及び海外からのお電話は

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第

作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ

 各９５０円） 

手 の ひ ら サ イ ズ の ぬ い ぐ る み シ リ ー ズ で す 。 デ フ ォ ル メ  
デザインを起用し、より可愛いぬいぐるみに仕上げました。 

フィギュアマスコット」  

アニメタッチにデザインさ
フル彩色のフィギュアマスコットです。全５種。 

のディズニー映画最新作

ズートピア。 
のはずだった。 

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

製作総指揮：ジョン・ラセター

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

全米公開：2016 年 3

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
広報課 TEL 03-5654

 
＜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：
及び海外からのお電話は

 

※ズートピアは（有）遊プラン登録商標（第 5572347

作品内で活躍するビークルをタカラトミーのオリジナルブランド、
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」で再現したシリーズです。手のひら
サイズで扱いやすく金属製のずっしりとした重量感や細部までこだ

 

  

映画最新作 

 

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

製作総指揮：ジョン・ラセター

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

  配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

3 月 4 日 ©2016 

2016 年 4

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
5654-1280 FAX 03

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
： 0570-04-1031

及び海外からのお電話は 03-5650

5572347 号）です。 

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

製作総指揮：ジョン・ラセター  

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

6 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

4 月 23 日

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞ 
1280 FAX 03-5654-

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞ 
1031（ナビダイヤル）
5650-1031 をご利用ください。

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。

  製作：クラーク・スペンサー

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

日（土）GW ロードショー
Disney.jp/Zootopia

-1380 

（ナビダイヤル） 
をご利用ください。

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ
クス」のディズニーが“夢を信じる勇気”にエールを贈る、感動のファンタジー・アドベンチャー。 

製作：クラーク・スペンサー

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ロードショー
Disney.jp/Zootopia

をご利用ください。 

動物が人間のように暮らす大都会、ズートピア。誰もが夢を叶えられる人間も顔負けの超ハイテク文明社会
に、史上最大の危機が訪れていた。立ち上がったのは、立派な警察官になることを夢見るウサギのジュディ。
夢を忘れたサギ師のニックを相棒に、彼女は奇跡を起こすことができるのか…？「アナと雪の女王」「ベイマッ

製作：クラーク・スペンサー  

監督：バイロン・ハワード『塔の上のラプンツェル』／リッチ・ムーア『シュガー・ラッシュ』 

配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン  

Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 

ロードショー  
Disney.jp/Zootopia 


