
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、10～30 代のアニメやコミック好きに

向けてキャラクターの「可愛い」「カッコイイ」をいろいろなカタチにアレンジし、身につけたり、集めたくなるコレク

タブルトイブランド『タマコレ』（TAMASHII COLLECTION の略）シリーズを展開しています。2016 年 11 月 5 日

（土）・6 日（日）に池袋で開催されるイベント「アニメイトガールズフェスティバル 2016」（以降、AGF2016）にて、

『タマコレ』ブランドを出展し、新商品『タマコレ ぷにぷにほっぺますこっと アイドリッシュセブン AGF2016ver.』

（全 4 種、各 1,000 円・税 8%込）や、『タマコレ おやすみぷにぷに おそ松さん AGF2016 会場限定 ver.』（全 6

種、各 10,000円・税 8%込）を会場限定で発売します。 

『タマコレ』シリーズは、2016 年 4 月の発売以降、シリーズ累計約 20 万個を販売し堅調に拡大しています。 

バンダイでは 2013 年より 20～30 代の大人の女性に向けた「オトナ女子」商品を展開し、2 年で売上が約 180%

増と新たなファンを獲得していますが、本商品などを通じて 10～30 代の「オトメ」に向けた商品を今後も多数発

売し、新たな市場でファンを獲得したいと考えています。 

「AGF2016」では、『タマコレ』シリーズより「ぷにぷにほっぺますこっと」、「おやすみぷにぷに」、「ぷにぷに 

ほっぺどーる」や、さらに会場で初公開となる新シリーズを展示予定です。また、『タマコレ』シリーズ以外にも、

カプセルトイ、カード、アパレル、雑貨など幅広いカテゴリーでオトメ向けアイテムを多数展示・発売します。なお、

アパレルでは大人向けファッションアイテムを紹介する公式ポータルサイト「バンダイファッションコレクション（略

称：バンコレ！）」（http://bandai-fashion.jp/）をオープン。さらに、「AGF2016」会場に「バンダイファッションネット

ブース」として初出店し、来店キャンペーン（http://bandai-fashion.jp/feature/agf-2016/）も実施します。「バン

コレ！」では今後も継続的にさまざまなキャラクターのファッションアイテムなどの商品情報をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10～30代のアニメやコミック好きの“オトメ市場”が拡大中！ 

身につけたくなる、集めたくなる、キャラクターアイテムが続々登場！ 

『タマコレ』シリーズ 
11月 5日（土）・6日（日）開催のイベント「アニメイトガールズフェスティバル 2016」にて 

オトメ向けアイテムを多数発売 

『タマコレ ぷにぷにほっぺますこっと 

アイドリッシュセブン AGF2016ver.』 

各 1,000 円・税 8%込、全 4 種 

2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」にて発売 
©アイドリッシュセブン 

2016年 11月 1日 

『タマコレ おやすみぷにぷに 

おそ松さん AGF2016 会場限定 ver.』 

各 10,000 円・税 8%込、全 6 種 

2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」にて限定発売 
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

http://bandai-fashion.jp/
http://bandai-fashion.jp/feature/agf-2016/


■『タマコレ』シリーズ商品概要 

『タマコレ ぷにぷにほっぺますこっと アイドリッシュセブン AGF2016ver.』は、キャラクターの顔部分に柔らか

い素材を使うことで、本物さながらの“ほっぺのぷにぷに感”を実現した携帯できるデフォルメマスコットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『タマコレ おやすみぷにぷに おそ松さん AGF2016 会場限定 ver.』は、首にか

けたり、仕事中のデスクでクッションとして使用したり、添い寝したりできます。 

表裏の 2 パターンのオリジナルデザインを楽しむことができ、裏面はパジャマを

着て眠ったイラストをプリントしており、布団の中に入れるとそこで眠っている姿を

楽しめます。クッションの中に入れて使用する音声ユニット（全 8 曲収録）が付属

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「アニメイトガールズフェスティバル 2016」主な発売アイテム 

「ツキウタ。 THE ANIMATION」より「Procellarum
プ ロ セ ラ ル ム

」のユニットリーダーにして、予測不能な白き魔王様「霜月隼」

の顔部分に柔らかい素材を使うことで、本物さながらの“ほっぺのぷにぷに感”を実現した携帯できるデフォル

メマスコットです。 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 タマコレ ぷにぷにほっぺますこっと  

アイドリッシュセブン AGF2016ver. 

ラインアップ 「四葉環」「逢坂壮五」「百」「千」 

全 4 種 ※クローズドボックス仕様 

価格 各 1,000 円・税 8%込 

発売日 2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」会場で発売 

2016 年 12 月 23 日（金・祝）よりアフターAGF2016(アニメ

イトオンライン、アニメイト全店)にて発売予定 
AGF販売ブース Y-17 タマコレブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 PVC 

サイズ 全高約 70mm 

コピーライト ©アイドリッシュセブン 

商品名 タマコレ おやすみぷにぷに おそ松さん 

AGF2016 会場限定 ver. 

ラインアップ 「おそ松」「カラ松」「チョロ松」「一松」「十四松」「トド松」 

全 6 種 

価格 各 10,000 円・税 8%込 

発売日 2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」で限定発売 
AGF販売ブース Y-17 タマコレブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 クッション：ポリエステル、ナイロン他 音声ユニット：ABS 

サイズ 全高約 750mm 

コピーライト ©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

商品名 タマコレ ぷにぷにほっぺますこっと 霜月隼 

AGF2016 会場限定 ver. 

価格 1,000 円・税 8%込 

発売日 2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」で限定発売 
AGF販売ブース Y-17 タマコレブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 PVC 

サイズ 全高約 70mm 

コピーライト ©TSUKIANI. 

▲裏面のプリント 



「アイドリッシュセブン」のアイドルたちのロゼット風ラバーチャームです。縁起が良いアイテムと言われるロゼッ

トをモチーフに普段でも使いやすいラバーチャーム仕様にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アイドリッシュセブン」の新規ビジュアルを使用した缶バッジです。「AGF2016」会場ではカプセル自販機   

（ガシャポンⓇ）で販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ドリフェス！」の新規描き下ろしイラストを使用した「ドリフェス！カード（ドリカ）」と、ドリカを収納するポーチが 

セットになったイベント限定商品です。カードは全 7種、ポーチは全 6種で、組み合わせはランダムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 アイドリッシュセブン ロゼット風ラバーチャーム 

ラインアップ ロゼット風ラバーチャーム全 12 種 

会場限定価格 各 1,000 円・税 8%込 

発売日 2016年 11月 5日（土）・6日（日）「AGF2016」で先行発売 
AGF販売ブース Y-14 バンダイファッションネットブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 PVC 

サイズ 全高約 70mm 

コピーライト ©アイドリッシュセブン 

商品名 アイドリッシュセブン カプセル缶バッジコレクション 

～AGFver.～ 

ラインアップ 缶バッジ全 12 種 

会場限定価格 1 回 300 円・税 8%込 

発売日 2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）「AGF2016」で発売 

※「AGF2016」後、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミ

アムバンダイ」でセット販売を予定しています。 

AGF販売ブース Y-15 バンダイ ガシャポンブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 鉄、PP（表面）   

サイズ 直径約 50mm 

コピーライト ©アイドリッシュセブン 

商品名 ドリフェス！イベント限定ドリフェス！カード+カードポーチ

セット 

ラインアップ カード全 7 種、ポーチ全 6 種 
※本商品のドリカはアプリ・データカードダス非対応です。 

価格 各 500 円・税 8%込 

発売日 2016 年 11 月 5 日（土）・6 日（日）よりイベント限定発売 

※「AGF2016」後、各種イベント会場で販売する可能性が

あります。 

AGF販売ブース Y-16 ドリフェス！ブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 ポーチ：PVC、カード：紙 

サイズ 縦 160mm×横 105mm（ポーチ） 

コピーライト © BNP/BANDAI, DF PROJECT 

左：カード、右：ポーチ 

裏面 表面 



バンダイの子会社であるメガハウスも「AGF2016」に出展し、「あんさんぶるスターズ！」オリジナルデザインの

紅茶缶風ケースと特製コースターが付属するウインクした紅茶部 3 人のフィギュアセットのほか、オトメ向け商

品を多数販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「アニメイトガールズフェスティバル 2016」イベント概要 
「AGF」は、アニメイトガールズフェスティバル実行委員会が主催の、乙女ゲーム、アニメ、BL、グッズ、コスプレ、
フードなど、女の子のためのすべてが集結した大型イベントです。 
主催日日  ：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会 
開催日日  ：2016年 11月 5日(土)・6日(日) 
開催時間  ：10：00～17：00(16：30最終入場) ※ファストチケット入場：9：00～ 
開催時間：  メイン会場池袋サンシャインシティ 
開催時間：  ワールドインポートマート 4階 Aホール、文化会館 4階 Bホール、3階 Cホール、2階 Dホール 
開催時間：  ※『タマコレ』の販売ブースは文化会館 2階 Dホールなど、商品により販売ブースは異なります。 
チケット情報：:https://www.animate.co.jp/special/44461/ 
公式サイト ：:https://www.animate.co.jp/ex/agf/ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

タマコレスペシャルページ：http://tamashii.jp/tamacolle/ 
 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

商品名 お茶友シリーズ あんさんぶるスターズ！ 

紅茶部仮入部セット 

価格 2,500 円・税 8%込 

発売日 2016年 11月 5日（土）・6日（日）「AGF2016」で先行発売 

2016 年 12 月 23 日（金・祝）よりアフターAGF2016(アニメ

イトオンライン、アニメイト全店)にて販売 
AGF販売ブース Y-7 メガハウスブース 

対象年齢 15 歳以上 

材質 フィギュア：PVC、缶ケース：鉄、コースター：紙 

サイズ 全高約 45mm（フィギュア） 

コピーライト ©2014 Happy Elements K.K 

【『タマコレ』について】 

『タマコレ』とは、キャラクターの「可愛い」「カッコイイ」をいろいろなカタチにアレンジして

展開することで、身につけたくなる、集めたくなる、そんな想いが湧き上がるコレクタブル

トイブランドです。 

※本プレスリリースの内容は 2016年 11月 1日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 
※画像は試作品を含みます。実際の商品とは異なる場合があります。 
※「AGF2016」先行及び限定品は、当日の販売分がなくなり次第、その日の販売は終了となります。 
※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。 

https://www.animate.co.jp/special/44461/
https://www.animate.co.jp/ex/agf/
http://tamashii.jp/tamacolle/
http://www.bandai.co.jp/

