
「メルちゃん」は、2022年発売30周年を迎えます‼
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メルちゃんの基本情報紹介

★メルちゃんの一番の特徴

お湯につけると髪の毛が

ピンク色に変わる！

★プロフィール

せいかく：あかるくてあまえんぼう

すきなもの：くまさんのぬいぐるみ

しんちょう：２６センチ

★コンセプト

「お部屋でもお風呂でも、いつでも一緒」

お部屋やお風呂、寝室など、暮らしの

シーンを再現して遊べる服や小物が

たくさん。

★色が変わるひみつ

温度によって色が変化する、画期的なインキ

「メタモカラー」というパイロット独自の技術が

生かされています。

メルちゃんは、1992年に「おふろすきすきメルちゃん」として誕生しました。

発売当初はシリーズ化の予定はなく、単発の商品として販売をしていました。しかし、

その愛らしさから「もっとお世話がしたい」というお客様からのご要望が殺到し、その声に

お応えしてシリーズ化が決定しました。2022年に誕生から30周年を迎えるメルちゃんは、

自身も使っていたお母さまがお子様に購入するなど、長く愛される二世代商品となっています。

消せるボールペン
「フリクションボールノック」
にも活用されているインキ

4才の娘さんを
持つママ

3歳の誕生日に
メルちゃんと出
会ってから1年、
娘は毎日メルちゃ
んと一緒です。

2才の女の子

大好きなメルちゃん、
これからも

たくさんあそぼう
ね！

2才の娘さんを
持つママ

毎日、お着換え
させたり寝かしつけ
たりミルクをあげた
り一生懸命お世話し
ている姿を見ると嬉
しくなります。

高校２年生の
女の子

小さい頃からメル
ちゃんが大好きで、
今もかわいいメル
ちゃんに囲まれて
毎日幸せです。
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メルちゃんFANのお客様からの声



メルちゃんの遊びかたと年齢別おすすめアイテム

メルちゃんは成長に合わせて様々な遊びかたが可能です。
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～１才

２才

３才

４才

５才

６才

☆メルちゃんはこんな遊びかたができるよ！

ごはんをあげよう おむつをかえよう おさんぽにつれていこう

おふろにいれよう おでかけにつれていこう ねかせてあげよう

年齢 おすすめのアイテム こどもの成長のようす

・おせわだいすきメルちゃん
・おめめぱちくりネネちゃん
・メルちゃん入門セット

・おめめぱちくりロングヘア
ネネちゃん

・まほうのミルクびん
・いっしょにおねんねベッド

・フルーツい～っぱい！
いちごのおふろセット

・おせわだいすきベビーカー

・かいだんつきの♥みんな
あつまれ！なかよしハウス

・あおくん

・わくわくつうえんふく
・ピンクのおひめさまドレス
・おしゃべりいっぱい
うさぎさんきゅうきゅうしゃ

・ヘアアレンジメルちゃん
・おしゃべりいっぱい
うさぎさんびようしつ

・ポケットメルちゃん

・人形を抱っこしたり、ミルクをあげたり
ごはんを食べさせる「ふり遊び」

・コップで上手に飲む
・母親など大人の真似をする

・「自分でする」など自己主張が強まる
・順番がわかる
・物を何かに見立てて遊ぶ

・ごっこ遊びが長続きする
・大小がわかる
・遊び相手を誘う

・特に仲良しの相手ができる

・ごっこ遊び等の役割遊びが盛んになる

・ルールのある遊びができる



メルちゃん30周年の歴史 【1992年～2004年】
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1992年の秋、メルちゃんの元祖的存在の商品、
お湯につけると髪の色が変化する「おふろすきすき
メルちゃん」が登場。
当時は、「みかちゃん」という人形をメインに
展開しており、メルちゃんはみかちゃんの妹という
位置づけでした。名前の由来は、温度によって色が
変化するインキ「メタモカラー」と「メルヘン」に
ちなんで命名されました。

1993年
おせわだいすきメルちゃん

1994年
おやすみセット

1997年
おしゃれ

ニットドレスセット

2001年
おせわだいすきメルちゃん

（リニューアル）

2000年
おたんじょうびセット

1999年
クローゼット・ベビーカー

2002年
メルちゃんのおうち

2003年
メルちゃんのおともだち
メルちゃんのびょういん

2004年
おとこのこのおともだち

2002年には、メルちゃん誕生10周
年を迎え「メルちゃん10周年キャン
ペーン」を開催。

お客様の声で「男の子のお友達が
欲しい！」という声にお応えして、
メルちゃんの男の子の友達が登場。

1992年 メルちゃん誕生



メルちゃん30周年の歴史 【2005年～2016年】
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2010年
デコっておしゃれメルちゃん
メルちゃんのキッズプレート

2009年
はじめてのメルちゃん
（リニューアル）

ピンクのロングヘアメルちゃん

2008年
おちゅうしゃしましょ♡

メルちゃん

2011年
プリンセスメルちゃん

2012年
バースデーケーキメルちゃん

2013年
アワアワおふろメルちゃん

2016年
おしゃべりいっぱい
うさぎびようしつ

メルちゃんのおともだち あおくん

2015年
メルちゃんのおともだち
れなちゃん・ゆかちゃん

みんなおいでよ なかよしハウス

2014年
メルちゃんのいもうと

おめめぱちくりネネちゃん
うさぎさんきゅうきゅうしゃ

2005年
ロングヘアメルちゃん

2006年
はじめてのメルちゃん

（おせわだいすきメルちゃんリニューアル）

ようちえんメルちゃん

2007年
いちごクリニック

お客様からたくさんのお声があり、
待望のロングヘアメルちゃんが発売。

メルちゃん誕生15周年を迎え「15
周年記念メルちゃんコンサート」を
開催。

20周年を機に、よりメルちゃんを
知ってもらえるよう「公式ファン
クラブ」が誕生。

メルちゃん誕生20周年を迎え、20
周年記念キャンペーンが開催。
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メルちゃん30周年の歴史 【2017年～2021年】

2017年
ふたりでのれちゃう！おせわベビーカー

メイクアップメルちゃん

2018年
メルちゃんのおともだち リリィちゃん

つくって！まねして！くまさんかいてんずし

メルちゃんが北九州市子育て応援大使に就任

2020年
かいだんつきの♡みんなあつまれなかよしハウス

フルーツい～っぱいいちごのおふろセット

2019年
おしゃべりいっぱい！うさぎさんきゅうきゅうしゃ

カールさせちゃお！ヘアアレンジメルちゃん

メルちゃん誕生25周年を迎え、販売実績累計が670万
体を突破。メルちゃんライセンスがスタート

おもちゃ王国メルちゃんアイランド開催

メルちゃんのおともだちうたちゃん・りこちゃん
ロングヘアネネちゃん、うさぎさんびようしつ

2021年30周年を前に、メルちゃんの累計販売数は850万体に達しました。

2021年

メルちゃんのかわいさそのまま
手のひらサイズの新シリーズ
ポケットメルちゃんが登場。



メルちゃんが30年愛される理由
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メルちゃん開発担当

Q. 2022年に30周年を迎えるメルちゃんにこめた思いを教えてください。

Q.メルちゃんが30年もの間、世代を超えて愛される理由はどういう
ところだと考えますか。

インタビュアー

メルちゃん担当者インタビュー

A.まずは顔の愛らしさです。お人形を怖いと感じるお子様もいる中で、メルちゃ
んの優しい顔立ちは長く愛されてきた理由の一つだと感じています。また、小さ
なお子様でも扱いやすいサイズであることと、お子様の生活に寄り添ったかたち
で豊富に周辺パーツを取り揃えていることでお子様の成長に合わせて長く遊んで
いただける理由になっていると思います。

A. 「めばえる やさしさ おもいやり」というコンセプトのもと、朝起きた時から
夜寝る時までお子様と一緒にいてもらえるようなお人形を目指して作られました。
メルちゃんをお世話する遊びを通して、お子様の優しさや思いやりが育まれるこ
とを願っています。

Q.メルちゃんを愛してくれる皆さんへメッセージをお願いします。

A.沢山のお子様に愛されて30周年を迎えることができました。30年の間で社会
や環境は目まぐるしく変わってきましたが、どの時代でもお子様の持つ「自分よ
り小さな子に対する優しい気持ち」は変わらず、多くの方にお世話されてメル
ちゃんも育ってきました。この「優しい気持ち」を未来のお子様たちにも受け継
げるよう、メルちゃんシリーズを継続していきたいと思います。

ほかのお世話人形には無い、メルちゃん
だけの特徴とは？

お風呂に入ると（お湯で温まると）髪の毛が
茶⇔ピンク色になるのが一番の特徴です。メル
ちゃんの妹のネネちゃんは、茶⇔ブロンドに
髪色が変わります。また、メルちゃん・ネネ
ちゃんだけでなく、お友達のお人形の種類も
豊富で様々な個性のお人形を選べるのもメル
ちゃんシリーズの特徴です。

メルちゃんは
ピンクに！

ネネちゃんは
ブロンドに！

メルちゃんのおともだち「あおくん」購入
者の15%※は男の子

メルちゃんで遊んでくれるのは、女の子だけで
はありません。「女の子の遊び」というイメー
ジが強く抵抗感をもたれる保護者の方のお声に
お応えし、ブランドカラーのピンクを覆して
誕生したのが「あおくん」でした。今は、
パッケージに男の子が遊んでいる様子も採用し、
性別を問わず遊んでいただけるシリーズを目指
しています。

メルちゃんで遊んで
くれる男の子の

お友達もたくさん！

※あおくん購入者180名へのアンケート調査の結果

★お人形遊びには、実は驚くべき効果が！？

お人形を使った「ごっこ遊び」や「お世話遊び」が、子どもの心の発達にとても良い影響を与えることが、
慶應義塾大学文学部 赤ちゃんラボ主催 皆川泰代教授との共同研究を実施して明らかになりました。

「実験方法」2.5～3.5歳の子どもと母親、合計60名を、A・B・C群に分け、下記の
条件下での一週間の遊びの前後で３つの実験課題を与え、スコアがどのように変化
するかを調べました。
＊A群 ー 子ども・母親・メルちゃんの三頂関係＋特別なスクリプト
＊B群 ー 子ども・母親の二頂関係＋特別なスクリプト
＊C群 ー 子ども・母親＋通常のスクリプト

①「共同注意」の発達

②「心の理論」への理解促進

③「利他行動」への発展可能性

①三頂関係によるごっこ遊びにより、他者との気持ちの共有が
進むことが明らかに！

②三頂関係によるごっこ遊びにより、自分の心の動きと他者の心
の動きは違うということに対する理解が進むことが明らかに！

③他人を思いやる基礎となる心の発達として、①と②の項目
の得点がA群だけ伸長！



広がるメルちゃんの活動

おもちゃ王国
企画開発部 コンテンツ開発

マネージャー
岩根 よし枝氏
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①メルちゃん公式アカウント ②おもちゃ王国
「メルちゃんアイランド」

メルちゃんとおしゃべりしたり、ゲームや
動画が見られたり、お知らせをいち早く
お届けする公式LINEのほか、メルちゃん
公式Twitter、Instagram、Facebook、
メルちゃん公式HPから、メルちゃんの
最新の情報が確認頂けます。

メルちゃん公式Facebook
mellchan.pilottoy

メルちゃん公式Instagram
mellchan_dayo

メルちゃん公式Twitter
mellchan_dayo

メルちゃん
公式ホームページ
www.mellchan.com

2016年に岡山のおもちゃ王国にメルちゃ
んのおもちゃで遊べる「メルちゃんのおう
ち」がオープン。その後、東条湖おもちゃ
王国に「メルちゃんのおへや」、南知多、
軽井沢と全国4か所へと広がりました。
どのロケーションも、メルちゃんのパビリ
オンはとても人気でいつも満員だった為、
「メルちゃんの世界」に入り込んで、発売
されているメルちゃんの全アイテムで
遊べる、また玩具にはないアトラクション
があれば、子どもたち喜んでもらえるので
はないかとの思いから「メルちゃんアイラ
ンド」は生まれました。

https://www.omochaoukoku.co.jp/sp/mellchan/

A.
メルちゃんの世界に入り込んで遊べるところです。玩具をそのまま
子どもサイズに大きくしたトイレやベッド、洗濯機。トイレは、
座ったら音が鳴ります。「くまさんかいてんずし」も等身大サイズ
で、おままごと遊びができます。

Q.「メルちゃんアイランド」の見どころはどこでしょうか。

Q.「メルちゃんアイランド」についてお客様からの反応は
いかがでしょうか。

インタビュアー

A.
同様のイベントは、親御さんがお子様を連れてくるという感じです
が、「メルちゃんアイランド」はお子様自身が行きたい！と言って
連れてきましたというお声をよく聞きます。「メルちゃん」は本当
に子どもたちに愛されていますね。

おもちゃ王国 メルちゃんアイランド担当者インタビュー



10

広がるメルちゃんの活動

③北九州市子育て応援大使に就任

メルちゃん開発担当

Q. 30周年を迎えるメルちゃんが、2022年に新しくはじめる
ことがあれば教えてください。

Q. 30周年を迎える2022年に企画しているイベントや
キャンペーンについて教えてください。

インタビュアー

A.30周年にむけて、新しいコンテンツ・イベントを計画中です。
詳しくは、「メルちゃん30周年記念サイト」のページを
ご覧ください。

A.商品としては、初めての男の子の赤ちゃんタイプのお人形「あっ
ちゃん」が登場します。弟的な存在のお人形で、実際に弟がいる
お子様や男の子のお子様にも選んでいただきたいという思いで企画
しました。また、30周年の限定商品等も現在準備中です。商品以外
の動画コンテンツでの発信も新しい試みとなります。

２０１８年４月に、地方自治体と初の「北九州市子育て環境PR連携協定」締結したことから、
メルちゃんが「北九州市子育て応援大使」に就任。
北九州市内外の関連イベントへの出演や、北九州市内のあちこちにフォトパネルを設置する
など、北九州市の子育て環境をPRしています。

●HKT48田島芽瑠さんと「メルちゃん×芽瑠ちゃんコラボ」実現！

メルちゃんと名前繋がりによるTwitterでの交流をきっかけに、HKT４８田島芽瑠さんが、
２０２１年１０月に「北九州市子育て環境PRアンバサダー」に就任。
同年１１月『女性の「はたらく」応援フェスタ』にて、「メルちゃん×芽瑠ちゃんコラボ」が
実現。たくさんの子どもたちと一緒に踊ったり、写真を撮ったりして会場を盛り上げました。

メルちゃん担当者インタビュー

たしま める
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◆メルちゃん売場コンテスト（2019年）

全国のメルちゃん取扱い店舗を対象とした、メルちゃんの売場作りコンテストを開催して
おり、メルちゃんへの愛に溢れた販売コーナーが展開されました。
※2020～2021年の開催は、新型コロナウイルス感染症流行の為実施していません。

メルちゃんの販売実績と全国のメルちゃんショップ

1992年 2021年

850万体達成！！

2021年の30周年を前に、メルちゃんの累計販売数は、850万体に達しました。
売上は好調で年々業績を伸ばしています。

◆全国のメルちゃんショップ

メルちゃんショップの登録店舗は、全国で
６１０店舗。「あなたのまちのメルちゃん
ショップ」として、web上でお店の情報が
見られます。
また、海外の取扱い店舗の情報もあり、
世界中のショップで取り扱われています。
※HP：https://www.store-mellchan.com/

＜岡山県＞
Toy・ガーデンつっぴぃ久世店

＜埼玉県＞
イトーヨーカドー 三郷店

＜福井県＞
１００満ボルト 福井本店



メルちゃんの販売店様に伺いました！

◆「トイザらス・ベビーザらス お台場店」

住所：〒135-8707
東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 T101 1F

TEL：03-5564-5011
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日本トイザらス
コアトイズ商品部バイヤー

大河平 里砂氏

インタビュアーA.
当社でしか買えない限定セット商品が人気No.1です。
（くまさんベビーチェアでおしょくじ＆はみがきセット）
またお子様のコスメやおしゃれグッズが流行っている影響
もあり、美容室やロングヘアネネちゃんも人気があります。

Q.メルちゃん商品で一番の売れ筋商品を教えてください。

Q.メルちゃん販売コーナーについて、こだわりポイントは
ありますか。

A.
店頭でメルちゃんファンになってもらうようにお子様の目
線にあう高さでのディスプレイ設置やモニターで動画を流
しております。また実際の商品の良さを感じてもらうよう
サンプルで遊んでもらうようにしております。

Q.メルちゃん商品は、どのようなお客様が購入されている
のでしょうか。

Q.メルちゃんが誕生して2022年で30年となりますが、
メルちゃん商品の売れ行きはいかがでしょうか。

A.
ずっと安定した売り上げを維持してます。2014年にネネ
ちゃんが発売されてからはリピート購入されることも多く
なりました。

A.
ちいさいころにメルちゃんで遊んだママや祖父母の方が
お子様に買われることが多いです。
またお子様が売り場で見て選ばれることも多いです。

日本トイザらス コアトイズ商品部担当者インタビュー

くまさんベビーチェアで
おしょくじ＆はみがきセット



メルちゃんはYouTube動画でも大人気

お人形遊び、おもちゃ遊びの 「70cleam (ナナジュウクリーム )」チャンネルは、
幼児・子供向けのかわいい人形・かわいいおもちゃを紹介しているチャンネルです。
メルちゃんの新商品は、このチャンネルを見ればとてもわかりやすく紹介してくれて
います。
メルちゃん関連紹介動画は、なんと398動画！
総動画の視聴回数は、3,109,515,190回を誇る一大チャンネルです。
※2021/12/17時点
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https://www.youtube.com/c/70cleam/videos

https://www.youtube.com/user/aiudesk/videos

メルちゃんをはじめとした、様々なおもちゃを紹介するアカウント。
メルちゃん関連動画は、メルちゃんの関連商品を紹介するごっこ遊び動画に加え、
最近では、メルちゃんをストップモーションアニメで、実際にメルちゃんが動いて
いるように見える物語動画が人気です。
メルちゃん関連紹介動画は、192動画！
総動画の視聴回数は、1,990,741,031回を誇る一大チャンネルです。
※2021/12/17時点



メルちゃん30周年記念情報
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１

YouTubeチャンネル「メルちゃん公式チャンネル」
を開設
メルちゃんの動画コンテンツをあつめたYouTubeチャンネルが
始まります。人形劇団「ひとみ座」制作の人形劇、歌やダンスのショー等、
お人形遊びだけでなくメルちゃんと一緒に楽しめる動画コンテンツを
たくさん用意しています。

２

「メルちゃんソング」がリニューアル！
新しくなったメルちゃんソングが登場！
慣れ親しんでいただいているメロディはそのままに、歌詞や
テンポを現代に合わせたものに刷新します。３０周年記念サイトより
音源や楽譜のデータを無償提供し、ダウンロードしてご家庭や保育
園・幼稚園でご活用いただけるようにします。

３

「メルちゃん30周年記念サイト」がオープン
2022年1月に、メルちゃんの30周年の情報を発信していく
記念サイトがオープン。
メルちゃんヒストリー30年の変遷に加えて、新規商品情報・
イベント・SNSコンテンツなど幅広い情報を公開予定です。

＜コンテンツ内容（一部）＞
・「メルちゃんハッピータイム」
歌のお姉さん・メルちゃん・ネネちゃんと一緒に
ダンスや手遊び歌を楽しめます。

・ひとみ座×メルちゃん「メルちゃんげきじょう」
ひょっこりひょうたん島等で有名な人形劇団
『ひとみ座』とメルちゃんが初コラボ！
今までにない人形劇動画が続々登場。

・「メルちゃんの工場見学」
メルちゃんの身近にあるものがどうやって作られて
いるのかを学びに工場見学に行きます。

×



メルちゃん30周年記念情報
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４ おもちゃ王国「メルちゃんアイランド」
おもちゃ王国「メルちゃんアイランド」全国でイベントを計画中です。

５ 横浜人形の家で「メルちゃんといっしょ！30周年
記念展」を開催
2022年春、横浜人形の家で、メルちゃん30周年記念の展覧会を
開催します。1990年代の貴重なメルちゃんから最新のメルちゃん
まで、その“激動の”30年の歴史をふりかえるほか、メルちゃんの
世界観を立体的に表現したジオラマを展示します。
開催日：２０２２年４月２日（土）～７月３日（日）

６ メルちゃんSNS連動キャンペーン
玩具店とコラボして、フォローリツイートキャンペーンを
企画中です。

※この他にも、TVCM公開など幅広いコンテンツを予定しています。

７ ＃うちのメルちゃん WEB CM
2020年大好評の実際のユーザーさんからの応募で作る
WEB CMを新規で制作・放映致します。



取材先について

◆パイロットコーポレーション メルちゃん企画チーム

◆おもちゃ王国 企画開発部 コンテンツ開発マネージャー 岩根 よし枝 様

岡山、軽井沢、東条湖、南知多のおもちゃ王国でメルちゃん＆ポケットメルちゃんの
パビリオン＆プレイコーナーがオープンしました。

◆日本トイザらス コアトイズ商品部 バイヤー 大河平 里砂 様
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30周年を迎えたメルちゃんの今後の展望

＜会社概要＞
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30周年を迎え、子どもの頃にメルちゃんで遊んでいただいていた方が親御さんになられ
ているという声も聞くようになりました。世代を超えて愛されるお人形として、次の10
年・20年と「初めて手にするお人形と言えばメルちゃん」と言っていただけるよう頑張
りたいです。玩具業界で「抱き人形」「ラージドール」というカテゴリーの大きめのサ
イズのお人形でこれだけ豊富なアイテムを展開しているのは世界を見ても珍しいシリー
ズだと思います。メルちゃんを通して世界中の子供を笑顔にすることが夢です。
また、玩具商品以外にもライセンス商品の拡充によりユーザーの皆様へより楽しんでい
ただけるメルちゃんシリーズとなっていければと考えています。

◆今後のメルちゃんの展望について

◆30周年をむかえて、変わっていくところ、変わらないこだわりについて

赤ちゃんのお世話ごっこという昔から変わらない遊びの中で、実際の子育て環境・育児
グッズの変化に応じて柔軟な商品企画を行いたいと思っています。お人形遊びは男女に
関わらず「心と言葉の発達にも役立つ」ということも大学との共同研究によりわかって
きました。現在、子育ては母親だけでなく父親も重要な役割を担う中で、お世話ごっこ
を女の子も男の子もより一層楽しんでもらえるようにしたいと考えています。
変わらないこだわりは、メルちゃんのかわいらしさ・やさしさ・楽しさ。お子様が
ずっと一緒にいたくなるお人形であり続けるために「めばえる やさしさ おもいやり」
を永遠のコンセプトとし、メルちゃんの世界観を大切にした商品づくりにこだわって
いこうと思います。

女の子も男の子もお世話ごっこをより一層楽しんでもらえるようにしたい。

次の10年、20年も、初めて手にするお人形はメルちゃんと言っていただけるように。

商号 ：株式会社パイロットコーポレーション（PILOT CORPORATION）

本社所在地：〒104-8304 東京都中央区京橋二丁目6番21号

●おもちゃのお問合せ窓口 月～金（祝祭日を除く）9:00～17:00

TEL          ：052-732-4924

＜本FACTBOOKのお問合せ＞

●パイロットコーポレーション玩具事業部広報事務局

株式会社フルハウス

第４アカウントプランニング部 市古・岩田

TEL ：03-5413-0285

Mail ：h.ichigo@fullhouse.jp


