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作品のしおり

このたびはミラドールの作品をお手に取っていただきありがとうございます
このしおりは作品をより楽しんでいただくためのものです

東方の王子 2019
東方の広大な王国。砂漠の道から緑のオ
アシス、そして月が妖しく浮かぶ夜の街
まで…。王⼦はその版図を旅し続ける。
自らの成⻑と理想の花嫁を求めて。旅の
果てに愛が花開く⽇はくるのか…
 推奨ボディ：オビツ 11
 頒布開始：2019 年 6 月 7 ⽇
 形式・商品コード



※写真は 2019 年版・ゴールドです

ゴールド：TOFGD, JAN:2190607002014

e

この衣装は世界各地の⺠族
衣装をテーマにしたコレク
ション「エトノス」の一作
品です

※本作品は各作品である「東方の王子 II」の再販品です。一部パーツの色味の違いなど混乱を防ぐため、作品名・型番を変更しています



M E M O

■ この王⼦さま、「アラビアンナイト
のアラジンでしょ？」「アリババか
な」と連想されますよね。ところ
で「アラビアンナイト」について
詳しくご存知ですか？
■ アラビアンナイトは「千夜一夜物
語」、アラビア語で「アルフ・ライ
ラ・ワ・ライラ」（ ﺃﻟﻑ ﻟﻳﻠﺔ ﻭﻟﻳﻠﺔ,）
のこと。9 世紀ごろまでにアラブ
世界で中東やインドの⺠話多数を
まとめて成立した物語集です
■ 実はアラビア語の写本には 282 話
しか収録されていません。これに
ヨーロッパで翻訳した人が「題名
が 1001 なのに残りは？！」と困
り、残りを創作でつけたしたとい
うすごい裏話があるのです…そし
てなんと「アラジン」も「アリバ
バ」も創作で追加されたもの！

■ おまけにアラジンに至っては中国
人で、舞台も中国なんです（魔法
使いはアフリカ人）
。えっ！ アラ
ビアンナイトの服を作ろうとした
らチャイナ服になっちゃうの？！
■ …それでは困るので、この服では
東方（アラビア）のスルタンの息
⼦である王⼦というイメージでわ
りきって作っています。考証の正
しさにこだわる方、お許しを

「アラジンと魔法のランプ」
（1912、ドイツ）のさしえ。
…中国の人だ！！

「アリババ」（1909）のさしえ。着付け
はこんなイメージでどうぞ。ただし、
画像はアリババの悪いお兄さんです

パッケージ内容物
A)

ベスト

C)

ズボン

E)

剣

前開きタイプ。胸
元は閉まりませ
ん。積極的に露出
していくスタイル
でお願いします

縫い目のあるほう
がうしろ。腰につ
いているのは剣を
差す剣帯。剣帯は
前方が垂れ下がる
よう後部のみ縫い
付けてあります

B)

ターバン

D)

腕輪

頭巾。一枚の布です
が、かぶりやすくす
るためにおでこに飾
りをつけ、後頭部に
ゴムひもがくるよう
になっています

ゴージャスな腕輪。
手パーツをはずして
前腕部に通してつけ
てあげてください。
手首のほか、すこし
ゆるめて二の腕につ
けてもオシャレです

万一のために。剣
帯に差してくださ
い
開封後はお早目に内容物をご確認ください。不足の際はミラドールまでご連絡ください

※試作段階での撮影および過去の同系列作品写真を使用しているため、一部現物と異なる場合があります

こ こ が

P O I N T !

ゴージャス感 150%増！
ターバンの飾り、ベス
トのキラキラなふちど
り。そしてそして豪華
な腕輪。王⼦らしいゴ
ージャスさをこれまで
の「東方の王⼦」より
当社比 150%増させま
した！（あくまで個人
の感想です）

剣装備で攻撃力アップ！
治安の悪い地域へお忍
びで出かける際にも、
これなら安心！ 剣帯
の細工にも凝ってみま
した

着付けしやすくなったターバン！
以前の「東方の王⼦」
に比べ、ターバンがグ
ーンと着付けしやすく
なりました。どんなに
がんばっても「⻑渕の
タオル」にしかできな
かった丁稚さんは大喜
び！



着付けガイド

ドールへの着付け方です。もちろんアイデア次第、オリジナルのやり方で着せても OK！

1. 腕・足先パーツをはずす
ドールがふだんどおりだと、衣装のアームホー
ル・ズボンに腕や足を通すのが難しいです。ま
ず、左右の腕パーツと足先パーツを一時的には
ずしておくことをおすすめします

2. C) ズボンをはかせる
ウエストがゴムなので
かんたん。おへそが見
える感じで、剣帯は垂
れ下がりぎみにします




3. A) ベストを着せる
片側ずつ肩にかけま
す。かけおわったら腕
パーツを元通り差して
おきましょう



4. B) ターバンをかぶる
ゴム



飾りのあるほうをおで
こにひっかけ、ゴムの
あるほうを後頭部まで
ひきずりおろします。
※ターバンが写真のようなか
たちになっていないときは、
ページ下部の「補足」にした
がって整えてください

5. ターバンのかたちを整える


ゴム

ターバンのうしろの布
地のすそをひっぱって
かたちを整えます。出
来上がりは下図を参考
にどうぞ

完 成 ！

6. D) 腕輪をつける



手先パーツをはずした
状態で前腕部に差しこ
み、手先を戻します

＜補足＞ ターバンのかたちを崩してしまったときの戻し方

1.

A

2.


B

ゴム

ゴム

C

B

C

A

飾りのついているほうを表にし
て、図のように広げます

裏返して、生地の三つのすみをゴ
ムの中に通します

3.

4.






ゴム

C
※試作段階での撮影および過去の同系列作品写真を使用しているた
め、一部現物と色味・形状が異なる場合があります



A B

かたちを整えて図のようになれば
OK

表から見るとちょうどターバンの
かたちになっています

∼ スタッフより ∼
ミラドール店主

e

@miladoll_miharu
ミラドール丁稚
「東方の踊り⼦」同様こち
らも 2015 年ごろに原型を
発表した作品です。ターバ
ンの部分は、当初布地を金
のゴムで巻いていただくか
たちだったのですが、現在
はより簡単に着せ付けでき
るよう改良してあります。
ご愛顧いただければ幸いで
す

@miladoll_decchi
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜﻢ
（ﺍ َ ﱠアラビア語でこ
َ ﺳﻼَ ُﻡ
んにちは）
。丁稚さんはア
ラビア文字を最初の 4 つで
断念した落第生なせいもあ
りますが、
「ものがたりの
中のアラブ風の衣装」って
カタチにするのはすごく難
しい気がします。多少でも
みなさんが興味をもつきっ
かけになりましたら

⺠族衣装をテーマとした「エトノス」には、ほかに以下のような作品がござい
ます。機会がありましたらぜひお手に取ってごらんください

フラメンコ：
⿊ベールとバタデコーラ

グルジア衣装：
カルトリの戦士

東方の踊り⼦ II

キルト衣装セット

etc…

m
【ミラドールとは？】
ミラドールは 1/12 サイズを中心としたオリジナルドール衣装を制作している工房です。
「店
主」の舞台衣装制作などの経験を活かしつつ、こつこつ＆じっくりの活動がモットーです。IT 技
術方面を担当する「丁稚さん」との二人組。
東京の「ドールショウ」
「アイ・ドール」
「AK-GARDEN」などイベントへの出展のほか、ホー
ムページで通信頒布もおこなっています。Twitter アカウントもフォローよろしくお願いします！
【制作・頒布】
 制作元
MILA DOLL（ミラドール）
 制作元連絡先
[Web] https://miladoll.jp/
[Twitter] @miladoll_miharu
【作品の不具合等に関して】
不良品および制作時の不手際に起因する問題については、
入手されてから 10 ⽇以内にご連絡いただければ返品を含
めたご対応をさせていただきます
【写真のモデルについて】
ドールおよびドールヘッドは製造各社のものであり、あく
まで写真作例となります。製造各社と当工房は一切関係あ
りません

【作品のご利用に関して】
 本作品の所有・使用権はすべて頒布を受けたオーナーさ
まに帰属します
 以下のような活動は営利・非営利の別問わず、お問合せ
や制作元の表記なく自由におこなうことができます
 写真そのほかの撮影／二次利用した創作・制作／カ
スタマイズ／Twitter など SNS への投稿
 ただし以下のような行為は法に触れることがあります
 別人・別団体の制作物として再頒布すること
 カスタマイズした作品を「ミラドール製」と表記して
再頒布すること
 作品意匠全体を複製・頒布すること
ライセンス完全版は https://bit.ly/mdlicense をご覧下さい
License V.1.1.1 2019/02/14

