
1 
 

 

 

報道関係各位 

                                 

                                 

                                 

                                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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）と、サンエックス株式会社

（代表取締役社長：千田昌男／所在地：東京都千代田区）は、「リカちゃん」（※１）と「リラックマ」（※２）が

コラボレーションした着せ替え人形２種を企画、開発いたしました。 

①着せ替え人形「LD-１５ リラックマ×リカちゃん」（希望小売価格：３，８００円/税抜き）は、全国の玩具

専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、「タカラトミーモール」等にて、②着せ替

え人形「リラックマ×リカちゃん おでかけスタイル」（希望小売価格：６，０００円/税抜き）は、２，０００体

限定で全国の「リラックマストア」（※３）１３店舗、「タカラトミーモール」、「Loppi（ロッピー）」の販路限定に

て、２０１６年８月３１日（水）から予約受付を開始し、１１月５日（土）から発売いたします。 

また、株式会社キデイランド（代表取締役社長：間宵 薫／所在地：東京都千代田区）は、上記「リカち

ゃん」２商品と共に「リラックマ×リカちゃん  おでかけスタイル」と同じデザインのリュックサック      

③「リラックマ リュック」を、「リラックマストア」にて１１月上旬から発売いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ リュックサック 「リラックマ リュック」 リカちゃんとお揃いデザイン！ 

 

 「リカちゃん」と「リラックマ」が初のコラボレーション！ 

人形２種＆「リカちゃん」とおそろいのリュックが登場！ 

 

×                      

「LD-１５ リラックマ×リカちゃん」 「リラックマ×リカちゃん  

おでかけスタイル」 

８月３１日予約開始、１１月新発売のご案内 

２，０００体

限定！ 

 

「リラックマ リュック」  

※ぬいぐるみは付属しません 

①  着せ替え人形「リラックマ×リカちゃん」 

② 着せ替え人形「リラックマ×リカちゃん おでかけスタイル」  

 

２０１６年８月３１日 

サンエックス株式会社 

株式会社タカラトミー 

株式会社キデイランド 

 

Ⓒ ＴＯＭＹ  

Ⓒ2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. 
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「リラックマ」は２００３年に登場、２０１３年に１０周年を迎えました。そして１９６７年に誕生した「リカちゃ

ん」は来年５０周年を迎えます。今回、それぞれ二世代、三世代にわたって幅広く人気の高い両者がコラ

ボレーションすることで、子どもと大人それぞれに向けて「リカちゃん」と「リラックマ」の魅力を楽しんでい

ただける商品を目指しました。（※４） 

「LD-１５ リラックマ×リカちゃん」は小さいお子さまをメインターゲットとし、ドレスの全面に「リラック

マ」のオリジナルプリントを施したかわいらしいデザイン、一方 「リラックマ×リカちゃん おでかけスタイ

ル」は大人にも楽しんでいただけるよう“リアルコーデ“をテーマに企画しました。両商品共に、パッケージ

もリラックマのイラストが入った特別仕様です。 

 

①「LD-１５ リラックマ×リカちゃん」（希望小売価格：３，８００円/税抜き） 

「リラックマ×リカちゃん」オリジナル、ピンクのリラックマプリントがかわいいワ

ンピーススタイルのリカちゃんです。ストレートのロングヘアに「リラックマ」の耳付

きカチューシャを付けています。 

「リラックマ」のぬいぐるみ風ミニフィギュアが付属しています。 

 

 

 

②「リラックマ×リカちゃん おでかけスタイル」（希望小売価格：６，０００円/税抜き） 【２，０００体限定】 

２０００体の数量限定ドールです。リカちゃんのヘアアレンジは、リラックマの耳を

イメージした大きな２つのお団子ヘアで、さらにリラックマの耳付カチューシャをプ

ラスしました。リカちゃんサイズのピンクのリュックは、リラックマストアで人気の耳

付きリュックの新作デザインです。ポケットに「リラックマ」のぬいぐるみ風ミニフィギ

ュア（付属）も入れることができます。さらに、人気のデニムリラックマシリーズで発

売されたミニトートバッグを付属しました。リラックマプリントの T シャツ、ウエスタン

ブーツもリラックマカラーと、コラボならではのこだわりを随所に取り入れています。 

 

 

 

③「リラックマ リュック」 リカちゃんとお揃いデザイン （希望小売価格：５，８００円/税抜き） 

大人気のリラックマの耳付リュックが今回のコラボレーションを記念した限定デザインで新登場しまし

た。「リラックマ×リカちゃん」のコラボレーションから生まれた、リカちゃんとお揃いのリュックです。    

リカちゃんとの双子コーデが叶います。 

 

 

 

 使用イメージ 
※ぬいぐるみは付属しません 
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＜ 商品概要 ＞ 

 

商品名  ：「LD-１５ リラックマ×リカちゃん」 

希望小売価格  ：３，８００円/税抜き  

商品内容  ：人形（ドレス、下着、イヤリング着用）、 

靴、カチューシャ、「リラックマ」フィギュア    

商品サイズ    ：「リカちゃん」 約２２センチ 

  ：「リラックマ」フィギュア 全長約４センチ 

予約開始日 ：２０１６年８月３１日（水） 

発売日      ：２０１６年１１月５日（土） 

対象年齢     ：３ 歳以上 

著作権表記    ：Ⓒ ＴＯＭＹ  

Ⓒ2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. 

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

販売店舗 ：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩 

具売場、インターネットショップ、 

「タカラトミーモール」http://takaratomymall.jp 

 

 

 

商品名  ：「リラックマ×リカちゃん おでかけスタイル」 

希望小売価格  ：６，０００円/税抜き  

商品内容  ：人形（T シャツ、スカート、ジャケット、下着、 

イヤリング着用）、靴、カチューシャ、 

「リラックマ」マスコット、リュックサック、ミニバッグ 

商品サイズ    ：「リカちゃん」 約２２センチ 

  ：「リラックマ」フィギュア 全長約４センチ 

予約開始日 ：２０１６年８月３１日（水） 

発売日      ：２０１６年１１月５日（土） 

対象年齢     ：３ 歳以上 

販売数量 ：【数量限定】２，０００個 

著作権表記    ：Ⓒ ＴＯＭＹ  

Ⓒ2016 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. 

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

販売店舗 ：「リラックマストア」、「Loppi（ロッピー）」、 

「タカラトミーモール」 http://takaratomymall.jp 

 

 

 

商品名  ：「リラックマ リュック」 リカちゃんとお揃いデザイン 

希望小売価格  ：５，８００円/税抜き  

商品素材  ：スウェット素材 ※ぬいぐるみは付属しません 

商品サイズ    ：約 縦４０×横３０×奥行１２cm 

予約開始日 ：２０１６年８月３１日（水） 

発売日      ：２０１６年１１月上旬 （※数量限定） 

著作権表記    ：Ⓒ2016 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 

公式サイト ：http://www.san-x.co.jp/ 

販売店舗 ：全国の「リラックマストア」１３店舗 

 

http://licca.takaratomy.co.jp/
http://takaratomymall.jp/
http://licca.takaratomy.co.jp/
http://takaratomymall.jp/
http://www.san-x.co.jp/
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（※１）「リカちゃん」 公式サイト http://licca.takaratomy.co.jp/  

「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。 

リカちゃん公式 Twitter @bonjour_licca  https://twitter.com/bonjour_licca 

Licca Kayama 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）「リラックマ」 「リラックマ ごゆるりサイト」 http://www.san-x.co.jp/rilakkuma/ 

 「リラックマ（Rilakkuma）」は、2003 年９月にサンエックス株式会社より登場したキャラクター

です。リラックマは OL カオルさんの家に住みついている着ぐるみのクマで、背中にチャックが

あります（中身は秘密です）。好物はだんご、ホットケーキ、オムライス、プリンなど。好きなこと

は音楽を聴くこと、TV を見ること、温泉に入ること。「あくせくしたってはじまりませんぜ」「ビ

バ！ダラダラ」「まあ ごゆるりと」などの名言があり、かわいい癒しキャラクターとしてコリラッ

クマ、キイロイトリという仲間達と共に幅広い層に支持されています。 

「サンエックスネット」   http://www.san-x.co.jp 

リラックマ公式 Twitter  https://twitter.com/rilakkuma_gyr 
©2016 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 

（※３）「リラックマストア」 
■店舗一覧：https://www.kiddyland.co.jp/company/shoplist/rilakkumastore/ 

■リラックマストアブログ：http://www.san-x.co.jp/blog/store/ 

キャラクター専門店「リラックマストア」は、人気キャラクター“リラックマ”の世界観をより広く、深く

お客様に伝えたいというコンセプトの下に、キデイランドとサンエックスのコラボレーションから生

み出されたオフィシャルショップです。「リラックマストア」は、『Ｈａｐｐｙ ｌｉｆｅ with Ｒｉｌａｋｋｕｍａ』（幸

せな生活はリラックマと共に）をコンセプトにしたリラックマの専門ショップです。店頭ではリラック

マ・コリラックマ・キイロイトリのオブジェがお出迎えしており、可愛らしさが随所にちりばめられた、

リラックマの魅力溢れるショップとなっています。約３，０００アイテムの商品が並び、他にはない品揃えやここでしか手に入

らない限定商品など魅力ある品揃えとなっています。 

 

（※４） 
タカラトミーではダイキャストミニカー「トミカ」（発売中）の他、鉄道玩具「プラレール」の“ド

リームレールウェイ”シリーズにも「リラックマ」のエクスプレスが１０月から登場します。 

先頭車はリラックマで、後尾車はコリラックマです。中間車にはリラックマ＆コリラッ

クマが乗っています。走行時、かわいくゆらゆら揺れます.。 

「ドリームトミカ」シリーズ 
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/dream/index.htm 

「プラレール ドリームレレールウェイシリーズ」 
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/index.htm 

＜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  広報部     TEL ０３－５６５４－１２８０   FAX ０３－５６５４－１３８０ 

サンエックス株式会社 キャラクター事業部 TEL ０３-３２５６-７６２４  FAX ０３-３２５６-７６２７ 

株式会社キデイランド 広報担当        TEL ０３-６２６１-５５１４  FAX ０３-５２１５-３１５１  

   

＜読者からのお問い合わせ先＞ 

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://licca.takaratomy.co.jp/
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/
http://www.san-x.co.jp/rilakkuma/
http://www.san-x.co.jp/
https://twitter.com/rilakkuma_gyr
https://www.kiddyland.co.jp/company/shoplist/rilakkumastore/
http://www.san-x.co.jp/blog/store/
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/dream/index.htm
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/index.htm

