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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)は、２０２０年１０月 3 日（土）から

テレビ東京系列にて放送が決定しているテレビアニメーション『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』（※１）の世界を再現した玩具

『ダイコレ 第１弾』（希望小売価格：４５０円／税抜き）と、『ビジュアルフィギュア』（4 種・希望小売価格：各１,２

００円～／税抜き）を２０２０年１０月２４日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、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 等にて発売いたします。 

『ダイコレ 第１弾』は劇中に登場する武器やアイテムの手のひらサイズのダイキャスト製メタルコレクションです。「パプ二カのナ

イフ」、「真空の斧」、「ゴメちゃん」など登場キャラクターが使用する武器やアイテム全７種（内シークレット１種）のうちいずれ

か１つがランダムで宝箱（商品パッケージ）に入っています。また、宝箱に封入されている「宝箱ゲットコード」は対戦カードアー

ケードゲーム『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』（株式会社タカラトミーアーツ）と連動し、ゲーム内でアイテムを手

に入れることができます。さらに当たり券が入っていたら、特別豪華仕様の「ゴールデンゴメちゃん」がもらえるなど 1 箱の中に魅力

が詰まっています。 

『ビジュアルフィギュア』は、ダイやポップ、レオナなど登場キャラクターの全高約１０cm のアクリルカード状立体ディスプレイフィ

ギュアです。劇中の名シーンがすべて描きおこしで美麗に描かれています。 

約３０年ぶりの新作アニメとなる『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』に連動した玩具は、お子さまには新たな冒険物語の世界

へ入り込むアイテムとして、大人（親世代）には“アバンストラッシュ!!!” ”メラゾーマ!!” など名シーンが蘇るアイテムとしてお楽

しみいただけます。 

  

 

 

 

 
約 30 年ぶりの新作アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』１０月３日（土）から放送決定！ 

アーケードゲーム連動二次元コード付！手のひらサイズのメタルコレクション『ダイコレ 第１弾』 

アクリルカード状の立体ディスプレイフィギュア『ビジュアルフィギュア』 

２０２０年１０月２４日（土）新発売 

“アバンストラッシュ!!!!” “メラゾーマ!!”などの名シーンが蘇る 

アイテムを多彩にラインナップします。 

！ 

（※１）『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』とは・・・・ 

原作漫画となる『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』は１９８９年から１９９６年までの７年間にわたり「週刊少年ジャンプ」に連載され、「ド

ラゴンクエスト」を冠にする初の長期連載漫画です。単行本の累計発行部数は４７００万部を超えるなど、今なお根強い人気を誇る作

品です。１９９１年にはテレビアニメ化もされ、今年の１０月３日（土）から約３０年ぶりとなる新作アニメの放送が決定しています。 

『ダイコレ 第 1 弾』 (手前)と『ビジュアルフィギュア』（奥）                   

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


２０２０年１０月 3 日（土）からテレビ東京系列にて放送が決定しているテレビアニメーション『ドラゴンクエスト ダイの大

冒険』の世界を再現した玩具が１０月２４日（土）から新登場！ 

 

発 売 日  ： ２０２０年１０月２４日（土） 

対 象 年 齢         ： ダイコレ６歳以上／ビジュアルフィギュア８歳以上    

取 扱 い 場 所 ： 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、 

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」takaratomymall.jp 等 

著 作 権 表 記 ： ©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京  

©SQUARE ENIX CO., LTD. © ＴＯＭＹ   

ホ ー ム ペ ー ジ ： www.takaratomy.co.jp/products/dqdai 

【 商品ラインナップ 】 

■ 『ダイコレ 第１弾』 

希 望 小 売 価 格 ：４５０円（税抜き）   

商品サイズ：W２４㎜ x H４９㎜ x D７㎜（アイテム本体（例：パプ二カのナイフサイズ）） 

 
 

 
 
 
 
 

 

・劇中に登場する武器やアイテムの手のひらサイズのダイキャスト製メタルコレクション。「パプ二カのナイフ」、「真空の斧」、

「ゴメちゃん」など登場キャラクターが使用する武器やアイテム全 7 種（内シークレット１種）のうちいずれか１つがランダ

ムで宝箱（商品パッケージ）に入っています（種類は選べません）。ボールチェーン付きなので、いつでも持ち運ぶことがで

きます。 

・商品封入の「宝箱ゲットコード」は対戦カードアーケードゲーム『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』（株式会

社タカラトミーアーツ）（※２）と連動し、ゲーム内でアイテムを手に入れることができます。「宝箱ゲットコード」の裏面にあ

る二次元コードをゲームマシンにかざすと宝箱が現れてアイテムをゲットすることができます。 

▶アイテムをゲットするには、専用の IC カード「冒険の書」（別売り）が必要となります。 

▶宝箱ゲットコードは冒険の書１枚につき、各種、１回まで読み込むことができます。 

・当たり券が入っていたら、特別豪華仕様の「ゴールデンゴメちゃん」をもらえます。 

▶応募方法は公式 HP をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』玩具シリーズ  商 品 概 要 

手のひらサイズの武器やアイテム       「宝箱ゲットコード」裏面にある二次元コードがゲームと連動    当たり券が入っていたらもらえる「ゴールデンゴメちゃん」                  

https://takaratomymall.jp/shop/
https://takaratomymall.jp/shop/
http://www.takaratomy.co.jp/products/dqdai
http://www.takaratomy.co.jp/products/dqdai


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

■ 『ビジュアルフィギュア』 

希 望 小 売 価 格 ：VF-01 ダイ・VF-02 ポップ・VF-03 レオナ 各１,２００円（税抜き） 

VF-04 アバン VS ハドラー ２,４００円（税抜き）  

商品サイズ：W１１０㎜ x H１０３㎜ x D６５㎜（例：ダイのサイズ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・「ダイ」や「ポップ」、「レオナ」、「アバン VS ハドラー」（アバン VS ハドラーは 2 体セット）の全高約 10cm のアクリルカード状  

立体ディスプレイフィギュアを４種展開します。 

・劇中の名シーンがすべて描きおこしで美麗に描かれています。 

ダイ・・・・アバンから習得したダイの必殺技「アバンストラッシュ!!!」を放つシーン 

ポップ・・・マジカルブースターで繰り出すポップの得意呪文「メラゾーマ!!」を唱えるシーン 

レオナ・・・パプニカ王国の姫レオナがダイにパプニカのナイフをあげる名シーン 

アバン VS ハドラー・・・正義と悪の両雄アバンとハドラーの因縁の死闘シーン 

 
 
 

（※２）『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』とは・・・ 

株式会社タカラトミーアーツが展開する『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』は、カード

を読み込ませて画面にキャラクターを呼び出し、敵とバトルをするアーケードゲームです。「ダイ」や 

「ポップ」「マァム」をはじめ、『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』に登場するおなじみのキャラクターたち

を動かし、バトルを楽しむことができます。 

■タイトル：『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』 

■プラットフォーム：アーケードゲーム機 

■ジャンル：対戦カードアーケードゲーム 

■プレイ料金：１プレイ１００円（税込）～（カード１枚～配出） 

■稼動時期：２０２０年秋以降予定 

■製作・販売：株式会社タカラトミーアーツ 

■企画・開発・制作：株式会社タカラトミーアーツ 

■企画監修：株式会社スクウェア・エニックス 

■監修：堀井雄二 

■公式サイト ：www.dqdai-xb.jp 

■権利表記：  

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京  

© 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©T-ARTS 

 

 

ダイ                   ポップ                  レオナ                   アバン VS ハドラー（２体セット）                   

https://www.dqdai-xb.jp/
https://www.dqdai-xb.jp/


＜ 今冬発売予定 ＞ 

■ 『アクトブレイバー』 

販 売 予 定 価 格 ：各２,０００円（税抜き／予価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全身１４ヶ所の関節が可動し、「ダイ」、「ポップ」、「ヒュンケル」の必殺技ポーズを再現できる、全高約８cm のグリップサ

イズフィギュア。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

【 番 組 概 要 】 

放送局：テレビ東京   

放送枠：毎週土曜朝９：３０～１０：００予定（６局ネット）  

放送期間：２０２０年１０月 3 日（土）～  

制作会社：東映アニメーション 

【 ストーリー 】 

かつて、魔王ハドラーにより苦しめられていた世界は、「勇者」と呼ばれた一人の剣士とその

仲間たちの手により平和を取り戻したーー 

時は流れ…。魔王から解放されたモンスターたちが暮らす南海の孤島・デルムリン島。  

島唯一の人間であり、勇者に憧れる少年「ダイ」は、モンスターたちと平和に暮らしていた。

だが、その暮らしも、魔王ハドラーの復活により一変する。 

師との約束、仲間との出会い、逃れられぬ宿命…再び危機が訪れた世界を救うため、 

勇者を目指す少年・ダイの冒険が始まるー！ 

■公式 HP： www.dq-dai.com 

■公式 twitter：@DQ_DAI_anime  

■著作権表記： 

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 ©SQUARE ENIX CO., LTD. 

 

 新作アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』 概要 

ダイ                          ポップ                           ヒュンケル                 

＊＊ NEWS ＊＊ 

◎『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の最新情報を紹介する動画番組が 9 月中旬から配信開始！ 

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の玩具情報を中心に、アニメやゲーム、漫画の情報をお届けする番組の配信を開始します。 

タカラトミー公式You tubeチャンネル（www.youtube.com/user/takaratomychannel）にて９月中旬から配信予定

です。 

 

※配信時期は変更になる場合があります 

 

 

https://www.dq-dai.com/
https://www.dq-dai.com/
http://www.youtube.com/user/takaratomychannel
http://www.youtube.com/user/takaratomychannel


 

 

 

 

 

 

 

 

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のゲーム情報をお届けする生配信番組「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ゲームプロジェクト 

秋の特別生放送！」を９月２７日（日）１７:１５より放送します。 

ゲストに、アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』でダイ役を演じる種﨑敦美さん、マァム役を演じる小松未可子さん、コスプレイ

ヤーのえなこさん、V ジャンプ編集部のサイトーブイさんをお迎えして、対戦カードアーケードゲーム『ドラゴンクエスト ダイの大冒

険 クロスブレイド』と、スマートフォン向け爽快“大爆進”RPG『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-』の初出し情報をお届

けします。 

■番組タイトル：ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ゲームプロジェクト 秋の特別生放送！ 

■放送日時：９月２７日（日）１７:１５～１８:４５（予定） 

■番組特設サイト（SQUARE ENIX PRESENTS at TGS 2020 Online 内）： 

www.jp.square-enix.com/tgs20/lineup/dqdai 

■番組視聴 URL 

YouTube Live：youtu.be/BIT6WPPE2Fo 

ニコニコ生放送：live.nicovideo.jp/watch/lv327593171 

Twitch：www.twitch.tv/sqexpresents_jp 

■各タイトル 公式サイト／権利表記 

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド』 

公式サイト：www.dqdai-xb.jp 

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京  

© 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©T-ARTS 

『ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-』 

公式サイト：www.dqdai-souls.com 

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京  

© 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © 2020 DeNA Co.,Ltd. 

 

 

 

 

 

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」（漫画：天望良一）のコミカライズが、「最強ジャンプ」１１月号（１０月１

日（木）発売）から連載スタートします。 

さらに、アバン先生の過去を描くスピンオフ漫画「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」（原作：三条陸、

漫画：芝田優作）も、「V ジャンプ」１２月号（１０月２１日（水）発売）から連載を開始します。 

また、新たに単行本「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版」が１０月２日（金）から１０か月連続で刊行予定。 

全巻カバーを稲田浩司先生が新規描きおろしし、週刊少年ジャンプ連載時のカラーページを再現して収録します。 

 原作漫画 最新情報 
 
 
 

 ゲームプロジェクト 最新情報 

https://www.jp.square-enix.com/tgs20/lineup/dqdai/
https://www.jp.square-enix.com/tgs20/lineup/dqdai/
https://www.jp.square-enix.com/tgs20/lineup/dqdai/
https://www.jp.square-enix.com/tgs20/lineup/dqdai/
https://youtu.be/BIT6WPPE2Fo
https://youtu.be/BIT6WPPE2Fo
https://live.nicovideo.jp/watch/lv327593171
https://live.nicovideo.jp/watch/lv327593171
https://www.twitch.tv/sqexpresents_jp
https://www.twitch.tv/sqexpresents_jp
https://www.dqdai-xb.jp/
https://www.dqdai-xb.jp/
https://www.dqdai-xb.jp/
https://www.dqdai-xb.jp/
https://www.dqdai-souls.com/
https://www.dqdai-souls.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■著作権表記： 

・単行本「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版」 

(C)三条陸、稲田浩司／集英社 (C)SQUARE ENIX CO., LTD. 

 

・V ジャンプ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」 

(C)三条陸、芝田優作／集英社 

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. 

 

・最強ジャンプ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」 

(C)天望良一／集英社 

(C)三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 

(C) 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)T-ARTS 

 

 

 

 

＜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） 

 

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」作品カット              「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」 作品カット                    


