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プロフィール 
性格：あかるくてあまえんぼう 
好きな物：くまさんのぬいぐるみ 
身長：小さなお子様も抱っこ 

   しやすい26センチ 

Part.1  誕生から26年目 
    愛され続けている“メルちゃん”とは？ 

国内マーケット№1※の抱き人形に成長したメルちゃん 
商品数は約100種類！ 時代に合わせた商品展開で幅広い層から親しまれている 

メルちゃんは、1992年に「おふろすきすきメルちゃん」として誕生したのが始まり。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、その愛くるしさから「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。今年は誕生から26年目を迎え、自身
も使っていたお母様がお子様に購入するなど、長く愛される二世代商品となりました。 
 

今ではメイクをしたり髪の毛のアレンジができたり、時代に合わせたさまざまな商品を展開。 
小学生になってからも遊べるお人形として、幅広い層から親しまれています。 

1992年  
おふろすきすきメルちゃん 
お湯につけると髪の色が変化 

1993年  
おせわだいすきメルちゃん 

飲むとなくなる！？ 
まほうのミルクビンが登場 

2005年  
ロングヘアメルちゃん 

お客様からの 
ご要望で実現 

そもそもメルちゃんとは？ 
メルちゃんは、「愛情とココロを育てるおもちゃ創り」をつづけているパイロットインキ株式会社から発売 
されている愛育ドール。「お世話する」ことを通して、自然に思いやりのあるやさしい心を育むお人形です。 

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の 

パーツはなんと70種類以上！ 

発売当初、メルちゃんはお風呂に入れて遊ぶお世話人形として誕生。 
36℃以上のお湯につけると髪の毛の色がピンクに変化するという仕掛けで 
大人気となりました。 
今もメルちゃんの変わらない大切な個性として、引き継がれています。 

○一番の特徴は、お湯につけるとピンクに変わる髪の毛！ 
   洗髪が苦手なお子様も、お風呂タイムが楽しくなる 

お世話したくなるかわいらしさ 
ファッションドールのような憧れ的 
存在ではなく、お子様がお母さんの 
気持ちで、思わずお世話したくなる 
かわいい存在であることが人気の理由 

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 
パイロットインキ独自の技術が 

活かされています 

※ランキング提供／ジーエフケージャパン（市場調査会社） トイドール2017年度データに基づく 
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～誕生から現在までの歴史～ 

1992年  
おふろすきすきメルちゃん 

1993年  
おせわだいすきメルちゃん 

1994年～  
おやすみセット＆周辺パーツ 

2006年  
ようちえんメルちゃん 

2004年～  
メルちゃんがもっと身近に 

2003年～  
メルちゃんのおともだち 

2011年  
ファンクラブが発足  

2014年 
メルちゃんの妹ネネちゃん誕生 

2017年  
販売実績累計670万体突破！ 

お湯につけると髪の色が変化する 
お人形メルちゃん誕生。 

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。 

 

よだれかけや飲んだようにみえる
「まほうのミルクビン」などを 

セットにしたお世話人形 
メルちゃんが登場。 

当時ミルクビンは大きな話題に。 

メルちゃんとねんねできる 
パジャマと枕をセットにした 
商品や、「お世話」がもっと 

楽しくなる周辺パーツが続々登場。 

2003年からメルちゃんの 
おともだちが登場。2004年には 
「あおくん」の前身となる男の子
のおともだちも発売され、男の子
のお子様も遊びやすくなりました。 

2004年から、メルちゃんとの 
ふれあいやお子様との思い出作り
を目的にメルちゃんのイベントを 

スタート。公式HPの開設、 
メルちゃんSONGができるなど、 
商品展開以外の活動も活発化。 

メルちゃんと一緒に幼稚園ごっこ 
が楽しめるセット。 

幼稚園入園を控えたお子様の 
モチベーションアップにも 
繋がる商品として展開。 

20周年を機に、よりメルちゃんを
知ってもらい、長く遊んでもらえ
るよう公式ファンクラブが誕生。

会員限定のお楽しみ企画を 
ご用意し、モノだけでなくコトの

楽しみも発信している。 

国内マーケット№1※1の抱き 
人形として愛されるメルちゃん。 
誕生から25年、国内海外含め 

販売実績累計が670万体を突破！ 
4人に1人の女の子※2が持っている
計算になり、国内の抱き人形では 

圧倒的な人気を誇ります。 

※1ランキング提供／ジーエフケージャパン（市場調査会社）トイドール2017年度データに基づく 

メルちゃんの妹という 
新キャラクター登場で、 

メルちゃんユーザーをはじめ、 
新規ユーザーからも人気に。 
シリーズ初、寝ると目を 
つぶる活眼仕様も話題に。 

※2 出生100万人のうち女の子50万人として25年で計算した場合 2 



Part.2 お客様からのアンケート結果から判明！ 
       メルちゃんが幅広い層から愛されるひみつ 
保護者が子供に与えたいおもちゃとして支持されるメルちゃん 
保護者も「お世話好きになった」「優しくなった」とお子様の成長を実感！ 

メルちゃんは、自然に思いやりのあるやさしい心を育むお人形として長く愛されてきました。 
実際にメルちゃんと遊ぶことで、どのような変化があったのか？お客様へアンケート調査※1を実施した結果、 
とても嬉しい変化があらわれたことが明らかになりました。 

「Q:メルちゃん・ネネちゃん・おともだちを買い与えて良かったと思った事はなんですか？」という質問に
対し、「かまってあげられない時も遊んでくれる」など、親御さんが忙しい時に一人でも遊んでくれることで
助かっていると見受けられる回答や、「優しい気持ちが育った」という心の成長、「遊びが広がる」といった
想像力の成長を感じていることも分かりました。 

○メルちゃんを与えて良かった！保護者自身が感じるメリットとは 

順位 お子様にどのような変化がありましたか？ 

1位 
お世話好きになった 
面倒をみるようになった 

2位 話し方・接し方が優しくなった 

3位 
母性が芽生えた・お母さんのふるまいなどを
真似するようになった 

「 Q:メルちゃん・ネネちゃん・おともだちと遊ぶこ
とでお子様にどのような変化がありましたか？些細な
事でもかまわないので気づいたことがあれば教えてく
ださい」という質問に対し、「お世話好きになった」
「優しくなった」という回答が圧倒的に多く見られま
した。他にも、「会話や言葉の量が増えた」「着替え
るようになった」など、お子様自身の生活能力にも 
良い影響を与えているようです。 

「1人で遊んでくれる」 
「かまってあげられない時も 
  上手に遊んでくれる」 
「本人が飽きずに遊んでくれる」 

楽しく1人でも遊んでくれることで、 
忙しい時の親の強い味方に 

「優しい気持ちが育った」 
「小さい子に優しくなった」 
「人形などを大切に扱うように 
 なった」 

優しさや思いやりを育み 
モノを大切にすることを学ぶきっかけに 

「ごっこ遊びの幅が広がる」 
「色々な遊びができるし 
 想像力が広がる」 

「ごっこ遊び」を通して 
想像力が豊かに 

小学生になっても楽しめる！年齢や成長に合わせて選べる商品ラインナップ 

メルちゃんは、お子様の年齢や成長に合わせて選べる豊富な商品展開も魅力の一つ。メイクやネイルを楽し
めるメルちゃんなども登場し、お世話遊びからお洒落遊びまで楽しめます。購入者アンケートによると、7歳
や8歳など、小学生以上のお子様も遊んでいることが分かっています。 
パーツも洗濯機やクローゼット、回転寿司セットなどリアルな生活シーンを連想できるアイテムが揃い、さ
まざまなシチュエーションのごっこ遊びをすることが可能です。 

年齢 おすすめの遊び＆おすすめ商品 

1.5 
おんぶごっこ、おねんね  
⇒おせわだいすきメルちゃん、おんぶだっこひも 

2 
ミルク、お食事、おむつ 
⇒おむつセット、まほうのミルクビン 

2.5 
お風呂、おトイレ 
⇒いっしょにおトイレ、バスタブ 

年齢 おすすめの遊び＆おすすめ商品 

3 
きせかえ  
⇒おしゃれヘアメルちゃん、クローゼット 

3.5 
かんびょうごっこ、おうちごっこ 
⇒うさぎさんきゅうきゅうしゃ 

4～ 
幼稚園・保育園ごっこ、おしゃれ遊び 
⇒つうえんセット 

メルちゃんで遊んでくれているのは、女の子だけではありません。しかし、 
「女の子の遊び」というイメージが強く抵抗感を持たれる保護者の方も多くい
らっしゃいます。そんな声にお応えし、ブランドカラーのピンクを覆して誕生し
たのがあおくんです。「イクメンブーム」の広がりともマッチし、今では多くの
男の子があおくんと遊んでくれています。 

○メルちゃんのおともだち「あおくん」購入者の15％※2は男の子でした！ 

※1 調査手法：インターネット調査 調査期間：2018年1月1日～15日、回答者：1,040名（メルちゃんファンクラブ会員より） 

※2 あおくん購入者180名へのアンケート調査の結果  3 



Part.3 お世話人形を使った「ごっこ遊び」は心の発達に貢献 
     慶應義塾大学との共同研究からも明らかに 

子どもが大好きなお人形遊び、実は驚くべき効果が！？ 
お世話人形として長く愛されているメルちゃん。子どもは、お人形を使った「ごっこ遊び」や「お世話遊び」
が大好きです。実はこれらの遊びが、子どもの心の発達にとても良い影響を与えることをご存じですか？ 
 

お世話人形を使った「ごっこ遊び」は子どもの心理発達にどのような効果があるのか、慶應義塾大学文学部   
赤ちゃんラボ主宰 皆川泰代（みながわやすよ）教授と共同研究を実施した結果、驚くべき効果が明らかになり
ました。 

① 『共同注意』の発達 
身振りや視線などを使って他者との気持ちの共有を図るコミュニケーション行動を促進 
 

「共同注意」とはまだ言葉の話せない0歳児のころから見られる行動で、視線や指差しなどを使って他者
と気持ちを共有する、コミュニケーションの基礎を作る大切なステップです。子ども・母親・お世話人形
の三項関係によるごっこ遊びにより、このような他者との気持ちの共有が進むことが明らかになりました。 

心の発達に貢献！お世話人形を使った「ごっこ遊び」がもたらす“3つの効果” 

② 『心の理論』への理解促進 
「自分の心の動きと他者の心の動きは違う」という理解を促進 
 

「心の理論」とは他者の心の状態や意図・信念などを理解する機能のこと。この機能を持つ前の2、3歳の
子どもは「自分の見たもの知っているものは他者も同じだ」と考えてしまいますが、子ども・母親・お世
話人形の三項関係によるごっこ遊びを行うことで、「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分かりました。 

③ 『利他行動』への発展可能性 
他人を思いやる気持ちの基礎となる心の発達を育む 
 

「利他行動」とは、他者の気持ちを理解し、自分に得がなくても困っている人がいたら慰めをしたり助け
ようとしたりするという行動です。今回の実験では利他行動の直接的伸長はなかったものの、利他行動の
発達の基礎となる 「共同注意」 と「心の理論」の項目の得点が、子ども・母親・お世話人形の三項関係
によるごっこ遊びをしたA群のスコアだけ伸長しました。 

実験課題を通じ、お世話人形を使った「ごっこ遊び」は、以下のように子どもの心の発達に貢献するという結果が。 

「ごっこ遊び」は、言葉の発達・認知能力・社会性の発達を伸ばす“遊びの頂点” 

皆川教授によると、「ごっこ遊び」は言葉の発達や認知能力、社会性の発達を伸ばす“遊びの頂点”と言われて
いるそうです。また、今まで幼児期の「ごっこ遊び」が心の発達に与える影響についての研究は、アンケート
や聞き取り調査など主観的なものが多かったが、今回は実験心理学を用いて子どもの心の発達を数値化するこ
とで客観的にその伸びが明らかになったとのこと。 
 

本実験で「同じスクリプト（シナリオ）を利用しながら、お世話人形の有無で結果が出た」という結果からも
分かるように親子のごっこ遊びの会話の中に「お世話人形」を加えることで優しさ・おもいやりの基礎部分と
なる心の発達を促進することが実証されました。 

【実験方法】 
2.5歳～3.5歳の子どもと母親、合計60組をA、B、C群に分け、下記の条
件での一週間の遊びの前後で3つの実験課題（利他行動、心の理論、共同
注意）を与えて、課題のスコアがどのように変化するかを調べました。 
– A群・・・子ども・母親・メルちゃんの三項関係＋特別なスクリプト 
– B群・・・子ども・母親の二項関係＋特別なスクリプト 
– C群・・・子ども・母親＋通常のスクリプト 
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慶應義塾大学文学部 赤ちゃんラボ主宰 
皆川泰代教授に聞きました！ 

A、小さなお子様にもぴったりなサイズ、可愛らしい表情で愛着が湧きやすい 

   実は、お人形を怖がるお子様は多い！？ 
 

お人形を怖がるお子様は案外多いもの。メルちゃんは、思わずお世話 
したくなるようなかわいらしいルックスも特徴の一つ。 
また、26センチというサイズ感も、お世話しやすいだけでなく、自分よりも 
小さい存在を通しておもいやりの心を育くむのにも適しています。 
お客様アンケートの中には購入理由として「顔が可愛い、怖くない」 
「見た目が可愛い」といったコメントも多くいただいています。 

A、親と子、1対1の関係の時よりも、メルちゃんがいることで 
 「第三者の気持ちを代弁」できるように 

Ｑ、メルちゃんと育む！「心を育てるごっこ遊び」のポイントは？ 

Ｑ、なぜ、「ごっこ遊び」に“メルちゃん”が適しているの？ 

いろんなシチュエーションが楽しめる 
多彩なパーツで遊びも広がる 

 

抱っこひもやおむつなどのお世話パーツから、着せ替え服まで、 
70種類以上のパーツを展開しています。 
幼稚園・食事・パーティーなどさまざまなシチュエーション 
を想定して遊べたり、お友達といったメルちゃん以外の 
キャラクターもいるため、遊びの中で楽しみながら 
社会性を広げることにも役立ちます。 

5 

メルちゃんのようなお世話人形は初期の「ごっこ遊び」を始めたばかりの小さいお子様をはじめ、 
幅広いお子様の「ごっこ遊び」に適していると考えられます。自分よりも小さく弱い存在をお世話す
ることを通じて、おもいやりの心が育まれ、さらにお世話をしてくれるお母さん側の気持ちも分かる
ようになるからです。 

この時、お世話人形に対して愛着が持てるかどうかということも重要になりますが、メルちゃんは、
小さい子どもにとって持ちやすく、抱っこしやすいサイズです。さらに可愛らしい表情も愛着を醸成
しやすいため、初期のごっこ遊びを始めた子どもたちに最適なお世話人形ではないでしょうか。 

今回の実験では「お世話人形の心の状態を言語化する」というスクリプトでお世話人形と遊んでも
らった群だけに、お子様の心の成長に顕著な伸びが見られました。 

これは「メルちゃん、お腹が空いて泣いてるのかな？」「メルちゃんお風呂に入って楽しそうだね」
などといったようにメルちゃんという「第三者」の心の状態を保護者が言葉にしてあげていたためと
考えられますが、保護者も子どもとの１対１の関係の時よりも、メルちゃんが介在することにより
「第三者の気持ちを代弁する」という行為が自然にできるようになるようです。 

それ以外にも、子どものコミュニケーション能力を育むためには、子どもからの発声や笑いかけ、視
線などの合図に対して積極的に反応してあげることが重要です。子どもは自分の働きかけに対して保
護者が即座に反応してくれることをご褒美のように感じるので、そういったやりとりにより発声や発
語が更に促されたり、長い目で見た時にコミュニケーションスキルを伸ばすことにもつながっていく
と考えられます。 

慶應義塾大学 文学部心理学専攻 教授 
赤ちゃんラボ主宰 皆川泰代氏 



Part.4   SNS、ファンクラブ、イベントなど 
       広がるメルちゃんの輪 

商品展開だけじゃない、メルちゃんの広がり 

メルちゃんは、商品を販売するだけでなく、さまざまなコミュニケーション展開を行っています。 
時代に合わせて新しいメディアを活用したり、ファンの方にメルちゃんをもっと身近に感じていただける
試みに挑戦するなど、メルちゃんの輪は広がっています。 
 

全国各地で、メルちゃん＆ネネちゃんが歌や 
ダンス、お話を披露するステージショーを開催。 
メルちゃんと一緒にダンスを踊って楽しめます。 

今では、あおくん、リリィちゃんなども 
加わったショーも展開。メルちゃんの人気や 

認知の拡大にも繋がっています。 
メルちゃんの海外展開も進み、 

台湾や香港でもショーが行われています。 

メルちゃんに会えるイベント！ 
「ハッピータイム」 

25周年記念として、スイーツパラダイスと 
コラボし、「メルちゃんカフェ」を開催。 

かわいいメルちゃんプレートの提供や、お子様が
持っているメルちゃんと一緒に楽しめるように、 
おしょくじバウンサーの貸出も行いました。 

2018年は、外国から遊びにきたお友達、 
リリィちゃん登場記念として開催。 

メルちゃん＆リリィちゃんをモチーフにした 
コラボメニューを販売しました。 

スイーツパラダイスとコラボレーション！ 
「メルちゃんカフェ」 

玉野（岡山県）、東条湖（兵庫県）、 
軽井沢（群馬県）、南知多（愛知県）の 

４カ所のおもちゃ王国で、 
メルちゃんの洋服やパーツなど、豊富な種類の 
商品が揃ったメルちゃんコーナーを展開。 

場所によっては、メルちゃんとお揃いの洋服を 
着て撮影できるコーナーもあります。 
レストランでコラボメニューも展開。 
思い出づくりにもぴったりな場所です。 

遊んでみたかった！というおもちゃも試せます。 

おもちゃ王国 
「メルちゃんのおうち」 

北九州市とパイロットインキが 
「北九州市子育て環境PR連携協定」を 
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。 
関連イベントへの出演や、 

フォトパネルの設置など、市内のあちこちに 
メルちゃんが登場し、北九州市の子育て環境を 

PRしています。 

メルちゃんが 
北九州市子育て応援大使に就任！ 
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初TVCMの放送は1996年で 
「おせわだいすきメルちゃん」のCMでした。 
「おはようメルちゃん～♪」というメルちゃん
SONGとともに、メルちゃんの認知度も一気に 
あがりました。CMでは「いつでもどこでも 

いっしょ」というコンセプトや髪の毛の色変化の
驚きを伝えることにこだわって制作されました。 

放送開始は1996年から 
メルちゃんにTVでも会える 

大好評だった2017年のDVDキャンペーン第2弾 
として、2018年はメルちゃん商品のバーコード 
2枚で、メルちゃんやお友達が登場するDVDが 
必ずもらえるキャンペーンを期間限定で展開。 

メルちゃん劇場やクイズコーナー、 
踊りや歌など、見応えたっぷりで、 
遊びの参考にもなると大評判です。 

バーコードを集めて必ずもらえる！ 
DVDキャンペーン 

メルちゃんのいろんな情報がチェックできる！ 
WEBサイト 

メルちゃんの日常がのぞけちゃう！？ 
メルちゃんSNS 

商品情報から、メルちゃんの歴史まで幅広い 
情報を集約したWEBサイト。 

より商品の詳しい情報を伝えるためCMや、使い方
の商品紹介動画も作成。海外の方も見られるよう、 
英語・中国語（簡・繁）などにも対応しています。 

ゲームやぬりえなどのコンテンツも提供。 

メルちゃんがつぶやいている感覚で楽しめるtwitterをはじめ、 
イベント情報や新商品情報などの最新情報がチェックできる

Facebook、他には投稿されない特別な画像が楽しめる
Instagramなど、見応えのあるSNSは、 

頻繁に更新されています。 
 

メルちゃんは今日は何をしているのかな？ 
毎日見るのが楽しみになります。 

会員限定の特典が盛りだくさん 
公式ファンクラブ 

メルちゃんがもっと大好きになる 
公式ファンクラブを2011年に発足。 

会員限定特典や、メルちゃんと一緒に遊べる 
コンテンツなどが楽しめます。 

現在、ファンクラブ会員は4万人※を 
突破しています。 
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※ファンクラブの登録者数  



Part.5   年齢別人気商品ラインナップ 
おにんぎょうセット 

○1.5歳～  

おせわだいすきメルちゃん 
だっこ・ミルク・ねんね・お風呂と基本的なお世話
ごっこが楽しめる。 
はじめてのお人形遊びにぴったりのセット。 

お母さんのまねっこや思いやりの気持ちが芽生える1.5歳頃の時期におすすめ。 

おめめぱちくりネネちゃん 入門セット 
メルちゃんの妹、ネネちゃんの入門セット。基本
のお世話遊びが楽しめます。お湯につけると髪の
毛がブロンド色に変化。寝かせると目をとじます。 

○3歳～  

わくわくつうえんセット 
着替えの練習や挨拶などのルール
を覚えられる通園ブック付。 
「ごっこ遊び」をしながら保育園
や幼稚園の生活を学べます。 

ロングヘアメルちゃん 
いっしょにおやすみセット 
着替え・歯磨き・ねんねと、 
メルちゃんと楽しく遊びながら 
一日の習慣を覚えることができます。 

 のりもの大好きな男の子や、外国から遊びにきた女の子など、 
 個性豊かなお友達も  

メルちゃんだけでなく、お友達も細かくプロフィールが設定されて
います。設定に合わせて想像力を膨らませ、より楽しく遊んでいた
だくことができます。あおくんは、のりものやボール遊びが大好き
な男の子。リリィちゃんは、外国から遊びにきたお友達で、旅行が
大好きなのんびりやさん。他にもおしゃれなれなちゃん、なぞなぞ
大好き・ゆかいなゆかちゃんがいます。 
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メルちゃんだけでも種類が豊富で、年齢に合わせて遊べます。妹やお友達も揃えると、遊びの幅も広がります。 

メルちゃんは1.5歳から安心して遊べるおもちゃ！ 
日本玩具協会の定めるST基準では、3歳以上の商品でのスモールパーツに関する規定はあり 
ませんが、メルちゃんは1.5歳の基準に合わせて商品設計をしています。スモールパーツを 
回避したり、強度等の確保にも配慮した設計で安全面においても注意深くつくられています。 

お友達と遊べるようになったり、大人のお洒落に憧れたり、幼稚園に通いだしたりと、3歳からの成長に合
わせた遊びが楽しめる商品ラインナップ。 



なかよしパーツ＆きせかえ 

○1.5歳～  

「ごっこ遊び」にぴったり  
パーツを揃えてリアルなおうちの完成 
おうちごっこが楽しめるメルちゃんのおうち「なか
よしハウス」や、買い足して遊べる家具や家電の
パーツも人気。 
レンジと冷蔵庫のセットや洗濯セット、料理ごっこ
が楽しめるキッチンや、トイレが学べるトイレセッ
トなど。さまざまな生活シーンを連想して遊べます。 

お世話遊びから、ごっこ遊び、お洒落遊びまで。お人形遊びがさらに楽しくなる多彩なパーツは70種類以上！ 

「お世話遊び」にぴったり 
1.5歳から遊べる、お世話遊びにぴったりな 
クーファン、ベビーフード、おむつ、スタイなど
が揃ったセットも展開。お母さんのマネをして楽
しめます。 

○3歳～ きせかえパーツ  

「お洒落遊び」にぴったり、生活習慣も身につく 
お洒落に興味を持ったお子様にぴったりなきせかえ用の 
お洋服。男の子のお洋服も展開しています。 
＜シーンに合わせたお洋服が勢ぞろい＞ 
・下着セットやパジャマ：生活習慣が身につく 
・通園服や体操服：実際の生活を模して遊べる 
・キラキラなドレス：女の子が憧れるお姫様風のドレス 

 2017年からライセンス絵本も登場！メルちゃんを持っていない人にも広まる  

25周年を迎えた2017年には、幻冬舎から 
食べ物やきせかえパーツのマグネットを使って
お世話遊びが楽しめる「マグネット絵本」や、
生活習慣や挨拶が学べる「しかけ絵本」が登場。
持ち運びもしやすく、気軽に遊べることから 
大ヒットし、2018年にはマグネット絵本の 
第二弾も発売。早くも重版となっています。 
絵本購入者の中には、「人形のメルちゃんを
持っていない」という方も多数みられました。 
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○3歳～ 大型パーツ×小型パーツ  

手軽に買いやすい
プリンやアイスの 

小型パーツ 

現代に合わせた 
ごっこ遊びが楽しめる 

回転寿司セット 

定番遊びで人気の 
救急車や美容室などの 

大型パーツ 

幅広いラインナップ 

マグネット絵本 しかけ絵本 



最後に… 
今年26年目となるメルちゃんの今後の展望は？ 
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＜会社概要＞ 
商号 ：パイロットインキ株式会社 
 （THE PILOT INK COMPANY, LIMITED） 
代表者 ：代表取締役社長 荒木 敏男 
本社所在地 ：〒466-8588 愛知県名古屋市昭和区緑町3-17 
電話番号 ：052-733-1561 (代表)  
   052-732-4925 (玩具事業部) 
創業 ：1948年4月 
設立 ：1950年4月 
事業内容 ：文具・玩具の製造販売 
資本金 ：2億2,000万円 
従業員 ：450名（2018年6月1日現在） 
株式構成 ：株式会社パイロットコーポレーション 
関連会社 ：株式会社パイロットコーポレーション 
   東海化学工業株式会社 

メルちゃんは、1975年に開発した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、女の
子が大好きな「メルヘン」にちなんで「メルちゃん」と名付けられ、1992年に誕生しました。お風呂に
入れると髪の色が変わるお世話人形「メルちゃん」は、その愛くるしさから、誕生から26年目を迎えた
今も変わらず、愛され続けています。 
 

欧米も視野、積極的にグローバル展開 
この26年で、寝ると目をつぶる妹のネネちゃんや、男の子のお友達あおくん、外国から遊びにきた 
リリィちゃんなど、さまざまなキャラクターも増えました。 
今では、よりお世話が楽しくなる抱っこひもやミルクビンといったお世話パーツから、ごっこ遊びが広が
る「つくって！まわして！くまさんかいてんずし」のような大型パーツまで、約100種類の商品ライン 
ナップが揃います。 
また、近年ではアジアでの展開も積極的に行っており、アジア各国にもメルちゃんファンが増えてきまし
た。今後は欧米などへも展開していく予定です。 
 

変えていくもの、大切にするものを見極めた商品開発を 
これからも、メルちゃんをご愛用いただいているお客様にご満足いただけるような商品作りはもちろん、
まだメルちゃんを持っていない方にも「メルちゃんと遊びたい！」と思っていただけるように様々な取り 
組みを行ってまいります。 
一方で、メルちゃん自体がもつ「かわいさ」やお子様との関係性は大切に守り、変えていくものを見極め
ながら、世代を超えて受け継がれていくお人形、「二世代・三世代ドール」としての土壌を作っていきた
いと考えています。 
 

リリィちゃん 
つくって！まわして！ 
くまさんかいてんずし 

メイクアップメルちゃん 



＜報道機関からのお問い合わせ＞ 
 

パイロットインキ株式会社（東京営業所）   
玩具事業部：佐々木、森川 

TEL：03-3844-3275  FAX：03-3844-3052 
http://www.mellchan.com/ 

http://www.mellchan.com/

