
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：H.G.メイ／所在地：東京都葛飾区）は、着せ替え人形「リカち

ゃん」の大人向けブランド「ＬｉｃｃＡ（リカ）」（※１）のこだわりを追求した大人向けドール「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ 

Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ （リカ スタイリッシュドールコレクション）」シリーズ第４弾として、スタイリスト髙橋リタさん

をスタイリングアドバイザーに迎え、３商品（ドールセット１種、ウェアセット２種）を企画開発いたしました。 

商品は、ドールセット「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ボタニカルホリデー スタイル」（希望小

売価格：１２，０００円/税抜き）とウェアセット「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Wear Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ラヴァブルミリタリー 

スタイル」、「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Wear Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ヴェルヴェッティーソワール スタイル」（希望小売価

格：各６，５００円/税抜き）で、本日２０１６年８月２４日（水）から、全国５店舗【おもちゃのヨシダ（北海道・

旭川）、博品館 TOY PARK 銀座本店（東京・銀座）、キデイランド原宿店（東京・原宿）、キデイランド大阪梅

田店（大阪・梅田）、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」(http://takaratomymall.jp)】に

て予約受付を開始し、２０１６年１０月１５日（土）から同５店舗にて発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社タカラトミー 

報道関係各位 

大人気スタイリスト髙橋リタさんがリカちゃんをスタイリング！ 

２０１６年８月２４日 

「LiccA
リ カ

 Stylish
スタイリッシュ

 Doll
ドール

 Collection
コ レ ク シ ョ ン

s
ｓ

 botanical
ボ タ ニ カ ル

 holiday
ホ リ デ ー

 style
スタイル

」他 
ドールセット 1 種 ウェアセット 2 種  8 月 24 日予約開始のご案内 

ファッション誌「Oggi」誌上にリカちゃん、モデルとして登場!? 

ボタニカルホリデー スタイル ラヴァブルミリタリー スタイル 

＊人形別売 

＊スタイリッシュドール専用 

ヴェルヴェッティーソワール スタイル 

＊人形別売 

＊スタイリッシュドール専用 

http://takaratomymall.jp/


本商品は、２０１５年６月９日に初回生産１，０００体限定の予約受

付を開始してスタートから３日で上限数に達した第一弾「リカスタイリ

ッシュドールコレクション オリーブペプラム スタイル」に続く「リカスタ

イリッシュドールコレクション」のシリーズ第４弾となります。 

今作は人気スタイリスト「髙橋リタさん」をアドバイザーに迎えまし

た。リタさんの得意とされる「シンプル＆ベーシック」をリカちゃんのス

タイルに取り入れることで、より上質で洗練された「LiccA」を目指しま

した。 

リタさんからご提案いただいた、ヘアスタイル、洋服、靴やカメラな

どの小物、着回しが楽しめる洋服セットなど、数百種のデザインのな

かから絞り込み、さらに、小物の組み合わせ、色合いなど、デザイン

の極意を教えていただきながら試作を繰り返しました。企画開発には

約１年を要し、こだわりを追求した商品です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ」は、これまでの「リカちゃん」と顔、身長（サイズ）はそのままに

①ボディ②ヘアスタイル③メイク④ファッション⑤小物⑥パッケージといった６つのポイントを大人向けに

開発したシリーズです（※２）。 

タカラトミーが半世紀近くの間培ってきた人形づくりの経験と最新の技術を組み合わせ、新たに開発し

た新規型のボディ「スタイリッシュボディ」を採用しました。 

背中のくびれや足、腕の関節などで人間らしいボディラインを再現し、より自然な仕草がとれるようにし

ました。また、肩から腕のラインをなだらかにしてデコルテラインをきれいにみせ、美しくドレスを着こなせ

るようにしたり、ハイヒールを履きこなせるつま先立ちの足にするなど、美しいポージングが可能となりま

した。さらに、絶妙な色合いの髪色やバリエーション豊かな髪型、トレンドを取り入れたリアルクローズや

小物など、それぞれ細部にまでこだわりを追求しています。 

インテリア感覚で部屋に飾っていただいたり、モデルとして写真を撮ったり、オリジナルの洋服を作っ

ていただいたり、大人ならではの新しいリカちゃん人形の楽しみ方を提案しています。 

【ファッション雑誌「Oggi（オッジ）」誌面にリカちゃんモデルデビュー!?】  
 

モデルとして、リカちゃんを撮影し

ていただきました。小学館が発行

する女性向けファッション雑誌

「Oggi（オッジ）」８月２７日発売の

１０月号に掲載される予定です。 

 

 

 

 

 

髙橋リタさんプロフィール 

シンプル＆ベーシックの中にさりげなく

大人のカジュアル感と品の良さ、旬の

香りを漂わせるスタイリングを中心に幅

広い年齢層の女性達に支持され、広告

や雑誌「Oggi」、「Precious」を中心に各

方面で活躍中の人気スタイリスト。その

ライフスタイルに憧れる、“リタマニア”な

るファンも多数！ 

髙橋リタさんからのコメント 

「私も少女の頃、リカちゃんに夢中になっていた思い出がありま

す。もしかしたら、遊びながらスタイリングを勉強していたのか

もしれません。大人になってまた、リカちゃんと触れ合える機会

をいただき光栄です」 

 



※１ リカちゃんについて 

「リカちゃん」は１９６７年（昭和４２年）に誕生し、常に時代や流行を反映しながら、少女たちの憧れや

夢の暮らしを形にしてまいりました。 

それから４９年、タカラトミーでは、小さなお子様のための人形としてだけでなく「リカちゃん」と共に時代

を歩み成長した大人にも愛されるブランドを目指し、大人向けブランド「ＬｉｃｃＡ（リカ）」を２０１５年６月から

展開し、人形のほかにも、雑貨、服飾などのライセンス展開を強化、ターゲットを拡大した新たな商品群

を展開しています。 

また、２０１６年６月からは子どもから大人まで楽しめる、少し大人っぽいリカちゃんの新シリーズ「リカ

ビジューシリーズ」を発売しました。 

ブランド化の一環として、リカちゃんが「今を生きる女の子」として話題のスポットを訪れたり、たくさん

の人との交流を楽しみながら、様々な情報を発信するツイッターやインスタグラムも大きな話題となって

います。★大人女性（２０～３０代）のリカちゃんの認知度は９８％以上。（２０１４年タカラトミー調べ n=3479）  

Twitter @bonjour_licca   https://twitter.com/bonjour_licca 

Instagram @bonjour_licca   https://instagram.com/bonjour_licca/ 

クックパッド リカちゃんのキッチン  http://cookpad.com/kitchen/12613701 

リカちゃんオフィシャル情報サイト  http://licca.takaratomy.co.jp/official/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※２ 「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ」６つのポイントについて 
①ボディ 

ハイヒールが美しく履ける、細身の服を着こなすなどスタイルの美しさを追求した新しいボディ「スタイリッ

シュボディ」です。 

 

②ヘアスタイル 

カールの数を今まで以上に増やしボリュームアップした裾カールなど、豪華な髪型とバリエーション豊か

な髪色で展開します。 

 

③メイク 

髪型やファッションに合わせてアイカラーやリップ、チークなど多彩なバリエーションで展開します。 

 

④ファッション 

大人の女性に向け、リアルクローズのトレンドを意識し、ボディラインに合わせたより自然なフィット感、ギ

ャザーを細かく寄せたり、ステッチを丁寧に入れたりと、細部にまでこだわったデザインです。 

 

⑤小物 

ハイヒール、バッグなど、ディテールに凝ったデザインの小物が付属します。 

 

⑥パッケージ 

ファッションブランドショップをイメージしたデザインで、そのまま飾っておきたくなるようなパッケージデザ

インです。ポージングをさせて、立ち姿を美しくみせることができるオリジナルのスタンドが付属します。 
 

 

 

https://twitter.com/bonjour_licca
https://twitter.com/bonjour_licca
https://instagram.com/bonjour_licca/
http://cookpad.com/kitchen/12613701
http://licca.takaratomy.co.jp/official/


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｄｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ボタニカルホリデー スタイル」 

【ドールセット／ヘアスタイル：ワンカールボブ 】 
コーディネートの主役は大人ガーリーな花柄スカート。旬なボーダートップスとコンパクトシルエットの

パーカーが色鮮やかな花柄を引き立てます。もちろんカメラもコーディネートの立派なスパイス。 

真っ白なニットキャップとスニーカーでこなれ感をプラスしたら、スペシャルな写真が撮れそうな予

感。                                                                                             

 

「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Wear Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ラヴァブルミリタリー スタイル」 

【ウェアセット】（トルソー付き・カラー：ブラック） 
リッチ感のあるツイードスカートはモードなミリタリージャケットでカジュアルダウン。小物はあえてクラシカ

ルにビッグフレームのサングラスやパールアクセをチョイスしてエレガントさをキープ。シックななかにも程

よいヌケ感のあるレディなハイセンスコーデです。 

「ＬｉｃｃＡ Ｓｔｙｌｉｓｈ Wear Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓ ヴェルヴェッティーソワール スタイル」 

【ウェアセット】（トルソー付き・カラー：ホワイト＆ブラウン） 
マニッシュなピンストライプスーツはタキシードを思わせる光沢のある襟がクール。インナーに合わ

せるのは高感度なヴェルヴェットのフリンジキャミソール。素材感の違いで様々な黒の表情をみせる

上級スタイルに、シルバーの小物を効かせて。ドレスアップの仕上げはスパイシーなハットでキマリ。  

リタさんのこだわりポイント 

 

「今回の企画でこだわったのは、リアルクロ

ーズであること。」スカートの柄、ボーダー

の幅やシルエットなどバランスを考えて細

部までつくりこみ、スニーカーやニット帽で

カジュアルなはずしをプラスしました！」 

リタさんのこだわりポイント 

 

「大人ならではの“カジュアルかつエレガン

ト”なスタイル。メンズライクでカジュアル

なミリタリージャケット×きれいめリッチ

なツイードスカートの組み合わせで表現し

ました」 

リタさんのこだわりポイント 

 

「ごくシンプルなピンストライプのパンツ

スーツに、ハットやフリンジキャミソールな

ど、ぐっと辛口でモードなエッセンスを投

入。好感度なドレスアップスタイルに仕上げ

ました。」 



＜ 商品概要 ＞ 
商品名  「リカ スタイリッシュドールコレクション ボタニカルホリデー スタイル」 

  「リカ スタイリッシュウェアコレクション ラヴァブルミリタリー スタイル」 

「リカ スタイリッシュウェアコレクション ヴェルヴェッティーソワール スタイル」 

 

発売日  ２０１６年１０月１５日 （予約開始：２０１６年８月２４日） 

 

希望小売価格 ■ドールセット：１２，０００円/税抜き 

「リカ スタイリッシュドールコレクション ボタニカルホリデー スタイル」 

人形（イヤリング、アクセサリー、下着着用）、衣装・小物一式、スタンド 

 

■ウェアセット：各６，５００円/税抜き 

「リカ スタイリッシュウェアコレクション ラヴァブルミリタリー スタイル」 

「リカ スタイリッシュウェアコレクション ヴェルヴェッティーソワール スタイル」 

ドレス・小物一式、トルソー ※人形別売 ※スタイリッシュドール専用 

 

著作権表記 Ⓒ ＴＯＭＹ 

 

発売場所 【実店舗】 

            「おもちゃのヨシダ」   北海道旭川市本町 3丁目 437-238 ℡ 0166-51-1519 

            「博品館 TOY PARK 銀座本店」 東京都中央区銀座 8-8-11     ℡  03-3571-8008 

            「キデイランド原宿店」      東京都渋谷区神宮前 6-1-9    ℡  03-3409-3431 

            「キデイランド大阪梅田店」  大阪府大阪市北区芝田 1-1-3阪急三番街北館   

℡  06-6372-7701 

【オンラインショップ】 

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」(http://takaratomymall.jp) 
 

対象年齢 １５歳以上 

 

公式サイト        http://licca.takaratomy.co.jp/stylishlicca/ 

 

 

 

 

 
 

＜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： ０５７０－０４－１０３１（ナビダイヤル） 

※IP 電話・一部携帯電話、PHS 及び海外からのお電話は０３－５６５０－１０３１をご利用ください。 

 

http://takaratomymall.jp/
http://licca.takaratomy.co.jp/stylishlicca/

