2022 年 6 月 30 日

BANDAI SPIRITS 制作協力のホビー・ヒューマンドラマ
「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
6 月 30 日よりテレビ東京系で放送スタート

エンディングテーマ曲はプラモガールズプロジェクトから誕生した
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ユニット「LINKL PLANET」の「ツクッテクミタテテ」に決定！
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：宇田川南欧、本社：東京都港区）は、制作協力するドラ
マ「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」のエンディングテーマ曲に、プラモガールズプロジェクト（※）から誕生
したユニット「LINKL PLANET（リンクルプラネット／略称 リンプラ）」のデビュー曲「ツクッテクミタテテ」が決定したことを
お知らせします。
「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」は、6 月 30 日（木）からテレビ東京系で毎週木曜 24 時 30 分
に放送する与田祐希さん（乃木坂 46）主演のオリジナルドラマです。ごく普通の主人公のプラモデルを通じた小さな
成長を描く“ホビー・ヒューマンドラマ”で、株式会社 BANDAI SPIRITS 制作協力のもと、各話実在するさまざまなプラ
モデルが登場。第一話はドラマタイトルにもちなんだ「量産型ザク」のプラモデルが登場します。
※プラモガールズプロジェクトとは… 株式会社 BANDAI SPIRITS のプラモデル公式 PR アンバサダーが、ファンの皆さ
まと一緒に学びながら、プラモデルの楽しさを世に広めていくプロジェクトです。2022 年 3 月に 5 人のアンバサダーがオー
ディションにより決定し、これまでもイベントや動画配信でプラモデルの楽しさを伝えてきました。この度、5 人のアンバサダ
ーのグループ名が「LINKL PLANET」に決定しました。「LINKL PLANET」というグループ名には、パーツとパーツをつな
ぐプラモデルのように、プラモデルとファンの皆さま、プラモデルと世界（＝プラネット）をつなぐアイドルを目指すという想いが
込められています。
プラモデルの世界へ皆さまの背中を押す存在になるために、その魅力をファンの皆さまと一緒に学び、プラモデルの楽しさ
を世界中に広めていきます。
ドラマを盛り上げるエンディングテーマ曲には、
「LINKL PLANET」のデビュー曲「ツクッテクミタ
テテ」が決定しました。誰しもがぶつかる悩みに試行
錯誤しながら何度も向き合う中で、夢中になるもの
に出会い、自分や周囲の見え方が変わっていく過
程を彩り豊かに描いた楽曲で、ドラマやプラモデルに
関連した世界観が歌詞の中にちりばめられていま
す。楽曲は 2022 年 7 月 20 日(水)より各音楽
配信サイトで配信開始となります。また、ドラマに
は、ちえみ役を演じる石川恵里加をはじめ、
「LINKL PLANET」のメンバー全員が出演します。
（写真左から、宮﨑菜々、安藤玲菜、石川恵里
お お と ま と い

加、大音奏依、荒井芽依）

「ツクッテクミタテテ」とは

自分らしさってなんだろう？
大人になるってなんだろう？
誰しもがぶつかるそんな悩みに、試行錯誤しながら何度も向き合う中で、ちょっとずつ世界が回りだす…
夢中になるものに出会い、自分や周囲の見え方が変わっていく過程を、彩り豊かに描いた楽曲です。
【配信情報】
2022 年 7 月 20 日（水）ダウンロード配信・ストリーミング配信スタート

＜「LINKL PLANET」コメント＞
はじめまして！ドラマ「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」のエンディングテーマを歌わせていただいている
「LINKL PLANET」です！私たちは、株式会社 BANDAI SPIRITS のプラモデル公式 PR アンバサダーとして皆さん
にプラモデルの魅力を伝えるべく、さまざまなことに取り組んでいます。今回の「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て
記-」はプラモデルを通して成長していく姿を描いたストーリーということで、私たちにとってすごく共感する内容になっていま
す。私たちの中にはプラモデルを初めて作ったメンバーもいれば、昔から作っていたメンバーもいますが、これからドラマの主
人公・璃子と一緒に成長し、世の中の皆さんへプラモデルの楽しさを伝えていきたいです。また、そんな気持ちを歌った私
たちのデビュー曲「ツクッテクミタテテ」で、ドラマを盛り上げていくとともに、プラモデルの魅力を感じてもらえたら嬉しいです！
応援、よろしくお願いします！

＜「LINKL PLANET」プロフィール＞
株式会社 BANDAI SPIRITS のプラモデル公式 PR アンバサダー「プラモガールズプロジェクト」のスターティングメンバー、
荒井芽依、安藤玲菜、石川恵里加、大音奏依、宮﨑菜々の 5 名が 2022 年 6 月 30 日から「LINKL PLANET」
として活動をスタート。パーツとパーツをつなぐプラモデルのように、プラモデルとファンの皆さま、プラモデルと世界(＝プラネッ
ト)をつなぐアイドルを目指して組み立て中のグループです。
★今後、「LINKL PLANET」とファンがつながる施策を多数用意しています。
・「LINKL PLANET」公式 Instagram と TikTok アカウントを本日開設
・グループ結成記念企画「100 人限定招待・メンバー個別オンライントーク会」開催決定
・デビュー曲「ツクッテクミタテテ」を皮切りに、2022 年 12 月まで毎月新曲発表
詳しくは「LINKL PLANET」公式サイト（https://bandai-hobby.net/plamogirlsproject/）を
ご確認ください。

〈小向璃子役：与田祐希さん(乃木坂 46) コメント〉
可愛らしくてポップなメロディーが耳に残って、時々思わず口ずさんでしまいます。歌詞は璃子としても、自分としてもすごく
心に染みました。きっと共感できる方も多いのではないかなぁと思いますし、そんな人にそっと寄り添ってくれる曲だと思いま
した。

〈プラモガールズプロジェクト総合プロデューサー 株式会社 BANDAI SPIRITS 田口博丈 コメント
「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」放送スタートにあたって〉
プラモデルをつくる喜びと、あの没入感をもっと多くの人に知って欲しい。きっとテレビ東京さんならば、プラモデルの本質をそ
のままに、ドラマとして面白く組み立ててくれるに違いないとご提案させていただきましたが、パチッパチッとパーツを組んでい
るときの気持ちのよさに通じる想像もしてなかった“ホビー・ヒューマンドラマ”に仕上げていただきました！
璃子とその仲間たちのように、人と人がプラモデルを通じてつながっていくのもプラモデルの魅力の一つですが、今回、テレ
ビ東京さんはもちろんのこと、プラモデルの楽しさを多くの人に伝えたいという想いにご賛同いただき、ドラマさながらにさまざ
まな方々にご協力いただくことができました。どんなプラモデルが登場するのか、ぜひ楽しみにしてください！

「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」について
【第一話あらすじ】イベント企画会社に勤める小向璃子（与田祐希）は、あらゆるものが平均的なタイプの人間として人生を歩んできた。
そんな中、同僚・浅井（前田旺志郎）に言われた「量産型」という言葉に自問自答し始めてしまう。そんなモヤモヤを抱えながら、仕事帰
りに歩いていると、薄暗い店内の模型店を見つける。大量に積まれたプラモデルの中から「量産型ザク」に目が止まり、店主・やっさん（田中
要次）に勧められるまま初めてのプラモデル作りに挑戦することに…
60 秒トレーラー：https://youtu.be/Z97sYsCK12k

©「量産型リコ」製作委員会

【番組名】 木ドラ 24「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」
【放送局／放送日時】 テレビ東京系(テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、 テレビ北海道、TVQ 九州放送)
／ 6 月 30 日スタート 毎週木曜 24 時 30 分～25 時
ＢＳテレ東 ＢＳテレ東４Ｋ ／ 7 月 5 日スタート 毎週⽕曜 24 時～24 時 30 分
【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレビ東京 HP、TVer、GYAO!）にて見逃し配信
dTV、ひかり TV にて 2 社独占見放題配信
【出演】 与田祐希(乃木坂 46) 藤井夏恋 望月歩 中島歩 前田旺志郎 石川恵里加 与座よしあき 森下能幸 マギー 田中要次
【企画・原案・脚本】 畑中翔太（dea/BABEL LABEL）
【脚本】 マンボウやしろ ゴージャス村上 オコチャ
【監督】 アベラヒデノブ
【オープニングテーマ】 樋口楓「ビューティーMY ジンセイ！」（Lantis）
【エンディングテーマ】 LINKL PLANET「ツクッテクミタテテ」
【プロデューサー】 寺原洋平(テレビ東京) 漆間宏一(テレビ東京) 山田久人(BABEL LABEL)
【制作】 テレビ東京 / BABEL LABEL
【制作協力】 株式会社 BANDAI SPIRITS
【製作著作】 「量産型リコ」製作委員会

【公式サイト】
「LINKL PLANET」 公式サイト：https://bandai-hobby.net/plamogirlsproject/
「LINKL PLANET」 公式 Instagram：@linkl_planet
「LINKL PLANET」 公式 TikTok：@linkl_planet
「量産型リコ -プラモ女子の人生組み立て記-」 公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/ryosangatariko/
株式会社 BANDAI SPIRITS 公式サイト：https://www.bandaispirits.co.jp/
※プレスリリースの内容は 2022 年６月 30 日（木）現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

