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株式会社タカラトミー
トミー）と
トロム、以下フィアットクライスラー）は、
世』に関するコラボレーション企画を
 

映画『ルパン三世』は、
よび、次元、五ェ⾨、峰不⼆⼦、銭形警部などお馴染みの⾯々が、どのようにして出会い
無敵のチームが結成されたのかが描かれる、今年話題の映画です。原作／アニメの
はそのままに、実写ならではの
の新たなる伝説が幕を明けます。
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タカラトミーと
映画「ルパン三世

－実⾞が当たるキャンペーン、

株式会社タカラトミー（本社：東京都葛飾区、代表取締役社⻑
フィアットクライスラー

トロム、以下フィアットクライスラー）は、
に関するコラボレーション企画を

映画『ルパン三世』は、40年以上愛され続けている国⺠的キャラクター「ルパン三
よび、次元、五ェ⾨、峰不⼆⼦、銭形警部などお馴染みの⾯々が、どのようにして出会い
無敵のチームが結成されたのかが描かれる、今年話題の映画です。原作／アニメの

そのままに、実写ならではの圧巻
の新たなる伝説が幕を明けます。
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タカラトミーとフィアットクライスラー
ルパン三世」で

－実⾞が当たるキャンペーン、

（本社：東京都葛飾区、代表取締役社⻑
フィアットクライスラージャパン（本社：東京都港区、

トロム、以下フィアットクライスラー）は、
に関するコラボレーション企画を、7月19

年以上愛され続けている国⺠的キャラクター「ルパン三
よび、次元、五ェ⾨、峰不⼆⼦、銭形警部などお馴染みの⾯々が、どのようにして出会い
無敵のチームが結成されたのかが描かれる、今年話題の映画です。原作／アニメの

圧巻アクションシーンを盛り込むことで、『ルパン三世』
の新たなる伝説が幕を明けます。 
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フィアットクライスラー
でコラボレーション
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無敵のチームが結成されたのかが描かれる、今年話題の映画です。原作／アニメの

アクションシーンを盛り込むことで、『ルパン三世』

フィアットクライスラージャパン

フィアットクライスラー
コラボレーション

カフェオープンなど－

（本社：東京都葛飾区、代表取締役社⻑：富山
ジャパン（本社：東京都港区、社⻑：ポンタス

日（土）より公開の
より実施します
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よび、次元、五ェ⾨、峰不⼆⼦、銭形警部などお馴染みの⾯々が、どのようにして出会い
無敵のチームが結成されたのかが描かれる、今年話題の映画です。原作／アニメの
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社⻑：ポンタスヘグス
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＜キャンペーン概要＞
名称：
期間：
当選賞品：

キャンペーンサイト
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/info/campain.htm#fiat2014

 
 

今回タカラトミーとフィアットクライスラーは、
以上を販売しているタカラトミーのミニカー

FIATブランドのコ
（フィアットチンクエチェント）」

ンさせることで、クルマをより身近で楽
客様にアピールすることを目的としています。

なお、タカラトミーは、昨年
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となっています。 

コラボレーションの概要
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■ FIAT CAFFÉ
東京・⻘⼭に⽴地するフィアットクライスラーが運営するカフェである「
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（ルパンザムービーカフェ）として営業します。特別メニューの提供や、
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東京・⻘⼭に⽴地するフィアットクライスラーが運営するカフェである「
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カフェ）として営業します。特別メニューの提供や、
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CAFFÉ 概要＞
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以下の催しを予定しております
 映画『ルパン三世』に登場し、撮影にも使用された旧型「

を店内に展示
 映画『ルパン三世』において、出演者が着用した実際の衣装を展示
 特 別 メ ニ ュ ー の 提 供
 期 間 中 、アンケートにご協⼒いただいた⽅に

を模したオリジナル
（非売品）
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なお、フィアットクライスラー
本日より開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展
開していきます
また、7 月
列局で放映します。

 
 

 

フィアットクライスラー
開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展

開していきます。（特設サイト：
月 28 日（月）

で放映します。 

フィアットクライスラーは、映画『ルパン三世』
開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展

（特設サイト：http://www.fiat

（月）より、映画のシーンを活用した
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は、映画『ルパン三世』
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報道関係者専用サイト

 
 
 
 
 
 

は、映画『ルパン三世』とのタイアップ特設サイトを
開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展

http://www.fiat-auto.co.jp/lupin

より、映画のシーンを活用した TV

先（報道関係者）

会社タカラトミー 広報部
5654-1280 

クライスラージャパン
5420（広報部

報道関係者専用サイト http://www.fiatpress.jp/

とのタイアップ特設サイトを
開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展
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開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展
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http://www.fiatpress.jp/ 
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開設しオリジナルのウェブムービーなど同社ならではの映画とのコラボ情報を展
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