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2021 年 2 月 12 日
マテル・インターナショナル株式会社

ぬるま湯につけるとバービーがあらわれる！話題の新感覚サプライズトイ

バービー姉妹の末っ子「チェルシー」が新しく加わり
キラキラなグリッターとクールなモノクロマティックの 2 シリーズが新発売

バービー カラーリビール！みずで色マジック グリッター
2 月 13 日（土）より発売
「バービー カラーリビール！みずで色マジック バービーグリッター」 はトイザらス限定で発売
モノクロマティックシリーズは 4 月中旬発売予定

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・ インターナショナル株式会社（本社： 東 京都
千代田区、代表取締役社長：工藤幹夫）は、「バービー カラーリビール！みずで色マ ジック バービーグリッター」 、
「バービー カラーリビール！みずで色マジック チェルシーグリッター」、「バービー カラーリビール！み ずで 色マ
ジック ペット グリッター」を、2021 年 2 月 13 日（土）より発売いたします。また、「バービーカラーリビー ル！み ず
で色マジック バービーモノクロマティック」、「バービーカラーリビール！みずで色マジッ ク チェルシー モノクロマ
ティック」、「バービーカラーリビール！みずで色マジッ ク ペット モノクロマティック」を 2021 年 4 月中旬に発売い
たします。
「バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク」は、 ドールを水につけると周りが溶け出して、表情や 洋 服が現
れるサプライズトイで す。2020 年 7 月の発売以来、仕掛けの斬新さやワクワク感から、海外をはじめ日本で も SNS
を中心に大きな話題を呼んでいま す。
今回発売する「バービー カラーリビール！みずで 色マジッ ク バービーグリッター」は、 タイツと髪色は メタリッ
クに、スカートはラメでキラキラに仕上げた、女の子の好きを詰め込んだドールで す。また続いて 発売するモ ノ クロ
マティックシリーズはクールなブラック＆ホワイトのコントラス トの利いたファッションがコンセプトにな って います。
新感覚のサプライズ トイ「 バービー カラーリビール！みずで 色マジッ ク」は、お子さま にワクワク感を お届 け す
るとともに、ドール遊びを通じて想像力を育み、お子さまの成長をサポートしま す

「 バービー カラーリビール！みずで色マジック グリッ ター」詳細
種類
：全5種
発売日
：2021年2月13日（土）より順次発売
対象年齢
：6才以上
発売元/販売元
：マテル・インターナショナル株式会社
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
バービーグリッター
販売価格
：2,727円（税抜）
付属品
：ポニーテールのヘアウィッ グ、ス カート、靴、ア クセサリ ー
サイズ（cm）
：W8.4×D8.4×H32.4
取り扱い店舗
：全国のトイザらス店舗（トイザらス・ベビーザらス 併設型
店舗含む） ※1
トイザらス・ベビーザらス オンラインストア
https://www.toysrus.co.jp/f/CSfBarbie.jsp
※1： トイザらス・ベビーザらス としまえん店およびベビーザらス単独店舗で の
取り扱いはありません。
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
チェルシーグリッター
メーカー希望小売価格：1,700円（税抜）
付属品
：ポニーテールのヘアウィッグ、ス カート、 靴、アクセサリ ー
サイズ（cm）
：W8.4×D8.4×H15.9
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
ペット グリッター
メーカー希望小売価格：800円（税抜）
付属品
：首輪、アクセサリー、ペットを乗せる指輪
サイズ（cm）
：W14×D4.8×H14
「 バービー カラーリビール！みずで色マジック バービーモ ノクロマティック」詳細
種類
：全5種
発売日
：2021年4月中旬より順次発売
対象年齢
：6才以上
発売元/販売元
：マテル・インターナショナル株式会社
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
バービーモノクロマティッ ク
メーカー希望小売価格：3,000円（税抜）
付属品
：ポニーテールのヘアウィッグ、ス カート、 靴、
アクセサリー
サイズ（cm）
：W8.4×D8.4×H32.4
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
チェルシー モノクロマティック
メーカー希望小売価格：1,700円（税抜）
付属品
：ポニーテールのヘアウィッグ、ス カート、 靴、アクセサリ ー
サイズ（cm）
：W8.4×D8.4×H15.9
■バービー カラーリビール！みずで色マジッ ク
ペット モノクロマティック
メーカー希望小売価格：800円（税抜）
付属品
：首輪、リボン、サングラス
サイズ（cm）
：W14×D4.8×H14

＜遊び方＞
1. パッケージのボトルにぬるま湯を入れ、ドールを入れる
2. 水の色が変わりドールが現れたら、取り出して 水
分を拭き取る
3. シャツのデザインやメイクをア レンジ※ する
4. 付属のアクセサリーを使って自分好みにア レンジ
する
※お湯と氷水を使うことで、繰り 返し遊ぶことができま す。
※バービーとチェルシ ーのみです。
お子さま に大人気の「こうじょうちょー」のチャンネルや「ゆうキャスト」で紹介！
「バービー カラーリビール！グリッタ―」シリーズで遊んだ動画を 2 つのチャンネルで公開します。ぜひご 覧ください。
＜こうじょうちょー＞
モノを作るのが好きで、「DIY」をテ ーマに動画制作をしていま す。DIY だけでなくア クセサリ ーや
人形の洋服、学校で使える文房具、雑貨など、自分が可愛いと思うものを作って いま す！

https://youtu.be/byHKtCUHH6Q
※動画は 2 月 13 日（土）11：00 の公開です
＜ゆうキャスト＞
ゆうちゃん・ほのちゃんの姉妹によるチャンネルで す。ごっこ遊びを取り入れな がら、 女児向け
玩具を楽しく紹介しています！

https://youtu.be/uFd6I2h71gg
バービー（ Barbie™）について
2019 年にデビュー60 周年を迎えた世界一有名な ファッションドール「バービー」は、1959 年
のデビュー以来、女性を取り 巻く環境の変化を映して 来ました。
バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシテ ィ”（性別、人種、職業、体型な
ど）を表現し、未来に向かって自分らしく進んでいく女性とともに歩んで います。
小さな女の子から大人まで全ての女性にとって、時には憧れの存在で もありな がら、 今まで
も、そしてこれからも、一人一人が持つ可能性を一緒に支えていきま す。
公式サイト：http://mattel.co.jp/toys/barbie/
Facebook：https://www.facebook.com/BarbieJapanOfficial/
マテ ル社について
マテル（Mattel）グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リ
ーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、 史上最も有名なファッションドール・バービー
（Barbie®)のほか、ホットウィール（Hot Wheels®)、きかんしゃトーマス（Thomas & Friends®)、フィッシャープライス
（Fisher-Price®)、メガブロック(MEGA® BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあ
ります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な
企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選
ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア 州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以
上の国で製品を販売しています。
公式サイト：http://www.mattel.co.jp/
お客様からのお問い合わせ先
マテル・インターナショナル株式会社
カスタマーサービスセンター TEL：03-5207-3620＜受付時間10時～16時月～金（祝除く）＞

