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※おもちゃを選ぶ際の最も大切な基準は、それが子ども自身の興味と関心、能力や個性に合っているかということです。
本カタログの中に、そのようなおもちゃをひとつでも多く見つけていただいたら幸いです。

※付録に掲載している商品は必ずしもSTマーク対象商品ではありません。
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日本点字図書館

日本点字図書館販売品
●日本点字図書館で購入できる点字付きの
　カードゲームやパズルゲームなどを
　紹介しています。

●玩具業界の「共遊玩具」活動がきっかけとなり、
　多くの業界で「共用品・共用サービス」が広がっています。
　活動の中心となっている共用品推進機構を通して
　「共用品・共用サービス」について紹介していきます。

共用品推進機構

共用品推進機構
について

盲導犬マーク
のおもちゃ

うさぎマーク
のおもちゃ

付 録

30 うさぎマーク
のおもちゃ

●動いていることが目で見て楽しくわかる掃除機のおもちゃ
●音や声に反応して動くおもちゃ
●肉声だけでなく、アプリの声でも操作
　できるおもちゃ
●振動や大きな動きで結果がより明確に
　わかるゲーム
●絵や文字でのコミュニケーションを楽しむおもちゃ
●進行状況や獲得点数などを見て確認できるゲーム
●操作手順や進行状況を、声や音だけでなく
　字幕や画像で教えてくれるおもちゃ

22 一緒にあそぼう

●さまざまなボールの動きを楽しめるおもちゃ
●アニメや絵本の世界が立体になったおもちゃ
●ごっこ遊びを盛り上げるおもちゃ
●みんなで楽しめるパーティゲームや対戦ゲーム
●会話やおしゃべり・クイズを楽しむおもちゃ
●感触の楽しい粘土
●おしゃべりで時刻を教えてくれる音声時計
●鳴き声やしぐさのかわいい動物たち

14 音や声をさわろう

●楽しいメロディーや面白い音、
　心地よい音の出る楽器やおもちゃ
●声で文字や英語を教えてくれる知育玩具
●歌が楽しめるカラオケのおもちゃ
●メロディーや音を出しながら移動するおもちゃ
●動作を声でも教えてくれるぬいぐるみ
●おしゃべりを楽しむおもちゃ
●メロディーや声入りのぬいぐるみ・フィギュア
●働きかけに面白い音や言葉のまねなどで応える玩具
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●押す・回す・引っ張るなどの手や指先を
　使った動作を促すおもちゃ
●数や形の概念を養う幼児向け玩具
●組み立てる作業を楽しむおもちゃ
●年上の子どもたちにも楽しめるパズルゲーム
●変形させて楽しむおもちゃ
●人形、ミニチュア、キャラクター玩具

形をさわろう

このマークが入った商品は、日本おもちゃ大賞-共遊玩具部門-で、
大賞・優秀賞を受賞したおもちゃです。
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CONTENTS
もくじ 「共遊玩具」とは？

目または耳の不自由な子どもたちにも楽しく遊べるおもちゃ、あるいは、

目や耳の不自由なお父さん・お母さんにも扱いやすいおもちゃを「共遊玩具」といいます。

印刷されたマークの代わりに、ほんの小さな突起を付けるだけで、

目の見えない子どもたちにも優しいおもちゃができあがるのでは？…

そんな発想から、共遊玩具を推進する活動は「小さな凸の提案」と名づけられました。

一般社団法人日本玩具協会では、1990年3月に「小さな凸」実行委員会

（現在は「共遊玩具」推進部会に改名）を発足させ、共遊玩具の普及、推進活動に努めています。

この活動は社会福祉法人日本点字図書館のご協力のもと、目の不自由な子どもたちへの「配慮点」を検討し、

ガイドラインを作成することからはじまりました。

このガイドラインの基準を満たす玩具を、「晴盲共遊玩具」（せいもうきょうゆうがんぐ）と呼び、

パッケージには盲導犬として活動するラブラドールレトリバーをデザイン化した「盲導犬マーク」を

付けることとしました。「盲導犬マーク」は1992年オーストラリアで開催された国際玩具産業協議会において

「国際共通マーク」として、承認されました。

 1997年7月には、「耳の不自由な子も一緒に楽しめる玩具」の配慮点に関するガイドラインを作成し、

これに基づいた「共遊玩具」には、うさぎをデザイン化した「うさぎマーク」を表示しています。

このカタログに掲載されている「共遊玩具」は、P.03～04のような特徴があります。

●「共遊玩具」を紹介するおもちゃカタログ
  墨字カタログを希望の方は、下記まで205円切手を同封の上お申し込み下さい。
（部数に限りがございますので、お一人様で1冊にてお願いします）

点字カタログは、一般社団法人日本玩具協会のホームページからダウンロードしてご利用いいただくことができます。
このカタログに掲載されていない最新の共遊玩具やその他の情報はインターネットでご覧いただけます。アドレスは次のとおりです。

http://www.toys.or.jphome page Address……

一般社団法人 日本玩具協会　共遊玩具推進部事務局 宛
〒130-8611　東京都墨田区東駒形4-22-4
TEL：03-3829-2513／FAX：03-3829-2510

申込先

点字カタログ墨字カタログ
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盲導犬マーク
商品への工夫点

電池を使うおもちゃへの工夫

スイッチのあるおもちゃへの工夫

色の区別が必要なおもちゃへの工夫

動くおもちゃへの工夫

その他

・電池蓋の位置と開け方が手で触って確かめられるようにする。
・電池を入れる方向が触覚でも確かめられるようにする。

幅：2mm
×

高：0.5～0.8mm電池ボックスにビス止めを使用している場合は、
ビス止めの穴の縁に、リング型の凸表示をする。
ビス止めを使用していない場合は△の凸表示をつける。

・スイッチの状態が触覚でも確かめられるようにする。
・スイッチの「ON」に「凸」表示を付ける。
・スイッチが「ON」になった時、音（音楽など）で知らせるようにする。

・2つ以上のものを識別する必要がある場合は、色以外に異なる手触りや凸になったマーク、
 あるいは音などを割り当てて識別ができるようにする。

・手から離れた所へ行っても音で位置が確認できるようにする。

・実物を模写したおもちゃはなるべくデフォルメせずに、実物と近い触感や形にデザインする。
・遊びの過程と結果を視覚を使わずに把握できるようにする。
・手で触ったとき、意に反して崩れたり、ずれたりしにくいように工夫する。
・必要に応じて、点字のシール等を用意する。
・目をつぶっても楽しく遊べるように工夫する。

電池ボックスの表示

形状については、φ2×0.8mmを基本とするが、許容範囲を設ける。

【JIS S 0011（凸点のJIS規格）による】

凸の形状

高：0.5～0.8mm

φ：1.5～2.0mm

白と黒の手触りがちがう。

たとえば・・・

オセロ

たとえば・・・

ミニカー

たとえば・・・

ブロック類

1

2

3

4

5

目の不自由な人々は、触覚や音などを手がかりにしながら遊びます。
その為、手触りや音等への「工夫」が商品の企画・開発段階から盛り込まれると、
優れた「共遊玩具」になります。
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うさぎマーク
商品への工夫点

・特に音が遊びのなかで重要な位置を占めている場合、音と同時に、光、振動、動き、

 文字、絵等の要素で遊びを盛り上げるように工夫する。

・音の強弱や高低が調整できるようにする。あるいはイヤホーン等の端子を付ける。

 （ただし、ピアノ等の音階がある楽器類はうさぎマーク対象外とします）

・光、動き等により、スイッチのON-OFFがより明確に分かるようにする。

・筆談や絵などによるコミュニケーションができるようにする。

・消し忘れを音で知らせるのではなく、オートオフ機能を付ける。

 （ついているだけではうさぎマークの対象になりません）

・おもちゃが出す言葉や音を、文字やイラストでパッケージや取扱説明書に表示する。

耳の不自由な人々は、市販されている殆どの玩具を楽しむことができます。
しかし、音が遊びの重要な要素（例えば、ゲームの結果を音で知らせる等）と
なっている場合、その玩具を100%楽しめるわけではありません。また、耳の
不自由な人々が「コミュニケーション」を楽しむことのできる玩具を積極的に
取り上げたいと考えています。
そこで、日本玩具協会では以下のような「工夫」を推奨することとしました。

うさぎマーク玩具への工夫



形をさわろう
プッチホン
カミカミやミラー、かわいい音で、
赤ちゃんの五感を刺激します。
リングをベビーカー等に取り付けら
れて、外出にも便利です。
無塗装なので塗装剥がれが心配な
ママと赤ちゃんも安心！

メーカー名

価　格

サイズ

ローヤル

650円（税別）

縦13×横6×奥行2（cm)

ブリスター：4903447-333204

共遊玩具おもちゃカタログ 2017

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

1,380円（税別）

縦6×横14.5×奥行5.5（cm)

4543112-924889 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 
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まわしてチキチキねじ
にぎる、ねじる、つまむ、まわす等これひとつに両手を使う指先の動きがいっぱい。
アンパンマンをまわすとチキチキ楽しい音が鳴るので何度もまわしたくなります！ 
 

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

1,280円（税別）

縦16.5×横11×奥行4.5（cm)

4543112-661753 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸDisney

カリカリいっぱい指遊び
指先を使い始めるころの赤ちゃんに、「押す」
「つまむ」「ひっぱる」「まわす」など、指先を
使った遊びが満載！遊びながら指先の練習が
できます。おでかけにも便利なリング付き！

かさねてつみつみタワー
アンパンマンのコップがさねです。バランスの理解から、
表情認識など、成長に合わせて遊び方がたくさんあります。
いろんな形の取っ手なので触って楽しむことも出来ます。

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

縦29.5×横11×奥行8（cm)
1,480円（税別）

4543112-765284 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

かさねてつんで カップタワー  ミッキーマウス

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

1,480円（税別）

縦11.7×横11.2×奥行11.2（cm)

4904810 - 855903

１０個の異なるサイズのカップとミッキーのパーツが入っ
たカップ積み遊びです。各カップの天面には数字と凸点、
側面もそれぞれ異なる凸デザインを施しているので触っ
て形状の違いを楽しめます。

コップがさね

メーカー名

価　格

サイズ

コンビ

1,000円（税別）

縦12×横12×高12.5～49（cm)

4972990-167284

10個の色と大きさが違うコップやくまさん
をかさねたり積みあげたりして長く遊べます。 
大きさの認識力や色の違いの理解力の発達を
サポートするロングセラー知育トイです。

かさねやすいコップがさね
コップには大きさによって1～10個の穴とくぼみが
付いています。触って大きさの違いや重ねる順番を
理解する力を育みます。半円形の底面がガイドになる
ので少し位置がずれても上手に重ねられます。 

メーカー名

価　格

サイズ

ローヤル

900円（税別）

縦13×横13×高46（cm)

4903447-085301



ひらいてぴょこん！
「ひねる」「さげる」「おす」「たおす」「まわす」 
５つのスイッチで指先の練習！フタに描かれたアンパンマンの表情に合わせた
キャラクターが「ぴょこん！」と出てきて興味しんしん！

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

3,300円（税別）

縦16×横27.5×高9（cm)

4543112-587404 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

形をさわろう

共遊玩具おもちゃカタログ 2017 06

くまのプーさん ゆびさき遊びいっぱいできた！
ビーズコースターや形合わせ、カギあそびや時計あそびなど、手・指を使った楽しい
遊びが6面で15種類詰まって、盛りだくさん！「手遊びメロディの入った」音入り
ボックスです。

ⒸDisney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H,Shepard.

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

4,980円（税別）

縦29×横19×奥行19（cm)

単4アルカリ×2本

4904810-817857

アンパンマン
おおきなよくばりボックス
指先や手の動きによって様々
な日常の動きを体験できます。
7つの面に発育を促す遊びが
18種類あり、8種類の楽しい
メロディも収録されています。

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

アガツマ

6,980円（税別）

縦31×横35×奥行33（cm)

単3アルカリ×3本

4971404-310896

～脳を育む～まんまる！いたずらあそびＤＸ
5つの面にたっぷり20種の遊びがギュギュっと詰まった、脳を育むいたずらトイ！
メロディ3曲と、楽しい効果音・キャラクターボイス搭載！安心なまんまる形状。
3才頃まで長～く遊べます。

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

6,500円（税別）

縦13×横35×奥行35（cm)

単3×3本

4543112-924735

メロディぱずるボックス

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

ローヤル

3,980円（税別）

縦21×横21×高21（cm)

単4アルカリ×3本

4903447-078709

数字に動物、ABC。いろいろな
形のブロックでパズル遊びが
楽しめます。ギアをまわしてメロ
ディを奏でよう！選曲ボタンで
8曲のメロディから選べます。
受話器をはずして電話ごっこ
もできる盛りだくさんの仕様。
遊び終ったら星の鍵をはずし
て上手にお片付け！

コインだしいれ♪たのしいパン工場
成長に合わせて「大きな穴にいれる」「丸い穴にはめる」「四角い穴にいれる」
「並べてしまう」など大好きな出し入れ遊びがいっぱい！ながく楽しめます。
コイン10枚入り。 

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

3,000円（税別）

縦19×横17×奥行14.5（cm)

4543112-755551 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 



形をさわろう
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ふにふにぷぅ♪アンパンマン
赤ちゃんの力でぷぅ～と音が鳴らせるふにふに素材のアンパンマンです！
赤ちゃんが両手で持つのにぴったりのサイズ！

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

縦14×横11×奥行10.5（cm)
1,500円（税別）

4543112-633163 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

にぎってぷ～ぷ～ ガラピコぷ～
チョロミー／ムームー／ガラピコ
NHKおかあさんといっしょで放映中の人形劇「ガラピコぷ～」のやわらかいソフビ製
人形です。握ると「ピーッ」っと音がします。     
   

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

縦11×横5×奥行4（cm)
各600円（税別）

4549660-003021他 © NHK

アンパンマンミュージアムシリーズ
アンパンマンとなかまたちを立体化した約35㎜のミニチュアサイズの人形シリーズ
です。人形だけでなくお話に登場する乗り物もあり、キャラクターの世界感がつまっ
ています。

メーカー名

価　格

サイズ

セガトイズ

各300～5,980円（税別）

各種 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

大集合!  ほかほかピープー♪シリーズ
手のひらサイズでやわらかいアンパンマンと仲間たちの人形シリーズです。
お腹などを押すと鳴き笛が鳴ります。

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

各600円（税別）

全高11（cm) Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

あつまれアンパンマン
アンパンマンと仲間たちのソフビ人形シリーズです。
定番シリーズとして50作品以上展開しています。

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

縦8×横5.5×奥行3.6（cm)
各150円（税別）

4549660-141402 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

妖怪ウォッチに登場するキャラクター達のソフビ人形シリーズです。
バラエティ豊かに多数のキャラクターを立体化しており、目の不自由な
お子さんに対しても、“触って形を楽しめる”ように工夫をしています。

妖怪ウォッチ  ともだち妖怪大集合！！

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

各150円（税別）

パッケージ：縦8×横5.5×奥行3.6（cm)

4549660-142775 ⒸL5/YWP・TX



形をさわろう
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アンパンマンくみたて  DIYシリーズ
たのしくカンタンにくみたて遊びができる玩具シリーズです。ねじねじ「アンパン
マンごう」はお子様サイズのねじと電動ドライバーを使って、バラバラなパーツを
組み立て、アンパンマンごうを楽しく作れます。完成したら電動ドライバーの本体を
入れて、走らせることもできます！「ねじねじバイキンUFO」「ねじねじもぐりん」は、
ねじとドライバーを使って組み立てます。集中力や想像力、問題解決力を育みます。

メーカー名

価　格

サイズ

セガトイズ

アンパンマンごう:縦13×横22.5×奥行22.5（cm)
バイキンUFO:縦12×横14×奥行14（cm)、もぐりん:縦12×横12×奥行18（cm)

アンパンマンごう:5,000円（税別）、バイキンUFO、もぐりん:2,980円（税別）

アンパンマンごう：4979750-798252、バイキンUFO：4979750-798269、もぐりん：4979750-798276
Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

昆虫の森 シリーズ  カブト☆クワガタ最強バトル
子ども達に人気の「昆虫」を手にとって触ることができる全長約１０ｃｍのリアルな
フィギュアです。頭や脚を動かしたり、羽根を広げたりして遊ぶことができます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミーアーツ

縦16×横9.5×奥行4.5（cm)
各380円（税別）

4904790-105647 Ⓒ2017 T-ARTS

アニア シリーズ
動物の多様性や特徴が触覚でよくわかる手のひらサイズの可動式フィギュアです。
口や頭・尻尾など特徴的な部分が動いたり、ポーズの違う２体や親子セット、さらに
ラージサイズもあります。
付属の図鑑カードに貼れる「点字・足あと」シールを希望者に無料で差し上げます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

レギュラーサイズ：縦6×横9.2×奥行5（cm)
ラージサイズ：縦7×横13.8×奥行5（cm)

レギュラーサイズ：各600円（税別）　ラージサイズ：各900円（税別）

Ⓒ TOMY

ミスター・ポテトヘッド シリーズ
トイ・ストーリーエディション
「トイ・ストーリー」でお馴染みのミスター・ポテトヘッド夫妻。ポテトボディに目鼻や
ひげ・メガネなどいろいろなパーツを差し込み、オリジナルのポテトヘッドを作って
遊べます。それぞれのパーツは大きく形がはっきりしていて、しっかり差し込めるので、
作る過程や出来あがった形状を触って楽しめます。

Ⓒ2016 Hasbro.All Rights Reserved.
ⒸDisney/Pixar

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

各1,980円（税別）

縦19×横19×奥行15（cm)

ミスター・ポテトヘッド：4904810-875499
ミセス・ポテトヘッド：4904810-846048

だいすきなリカちゃん  ギフトセット
ロングドレスやワンピース、さらにおしゃれな小物もたくさんついたリカちゃんの
着せ替えＤＸセットです。髪をアレンジしたりもできます。ドレスは後ろが開閉できて、
着せ替え易くなっています。

Ⓒ TOMY

メーカー名 価　格

サイズ

タカラトミー

パッケージ：縦26.5×横31.5×奥行4（cm)
4,500円（税別）

4904810-883296

電　池 （アンパンマンごう）単3アルカリ×2本

カプセルアニア シリーズ
動物の多様性や特徴が触覚でよくわかる手のひらサイズの可動式フィギュアです。
首などの特徴的な部分を動かして楽しめます。本商品はガチャ専用カプセル商品です。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミーアーツ

縦4×横4×奥行7（cm)
各300円（税込）

Ⓒ TOMY
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NEW たんぐらむ

4944121-542758

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

2,800円（税別）

ガイドボード最大：縦18.5×横30（cm)

7種類のピースを組み合わせる木のパズル。型抜きしたガイドボードにピースが
ピタッとはまり、正解がわかりやすいのが特長です。ボードは難易度順に20枚付い
ています。

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

パッケージ：縦21×横22.7×高4（cm)
3,200円（税別）

ぴったりしきつめかずパズル100
1から10までの「数ピース」を組み合わせてボードの中にしきつめるパズルです。
「数ピース」には凸があるので、いくつのピースなのか触って理解する事ができます。
しきつめパズルで遊ぶことで、1から100までの数量の感覚を養います。

4944121-546336

NEW さんかくたんぐらむ

4944121-546473

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

2,800円（税別）

パッケージ：縦20×横31.2×高5.3（cm)

同サイズの三角形8つを組み合わせる木のパズル。型抜きしたガイドボードにピース
をはめて形を作ります。１ピースをはめるボードからあるので、小さなお子さまでも
らくらく遊べます。

ブロックラボ  ファーストブロックシリーズ
脳科学に基づいて開発されたブロックシリーズ。1.5才～を対象としたファースト
ブロックシリーズでは、研究であきらかになったはじめてブロック遊びをするお子さ
まに適した工夫がいっぱい。「できたよ！」という達成感を通じて創る楽しさを実感で
きます。

メーカー名

価　格

バンダイ

各850～7,600円（税別）

4543112-703033  他 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ブロックラボ  ワールドブロックシリーズ
脳科学に基づいて開発されたブロックシリーズ。3才～を対象としたワールドブロック
シリーズでは、成長に合わせた4ピース～8ピースでの組み立て遊びや、手・足・頭が動
くブロックドールを使ってごっこ遊びを楽しむことができ、自ら工夫して考える力を
育みます。

メーカー名

価　格

バンダイ

各1,280～7,600円（税別）

4543112-823120  他 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ダイヤブロック  ＢＡＳＩＣ ３５０
組み立てやすくてはずしやすい。これがダイヤブロックの最大の特徴です。
50年間変わらぬ品質維持に努め、日本で生産をし続けています。「BASIC３５０」は、
基本のブロックが350個入ったセットです。男の子も女の子も楽しく作れる作例の、
組み立て説明書付きです。

メーカー名

価　格

サイズ

カワダ

3,800円（税別）

パッケージ：縦28×横35×奥行7（cm)

4972825-143803
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ルービック カラーブロックス／ミラーブロックス
大きさが異なる26個のサブキューブを回して立方体を完成するルービックキューブ
です。触感によって形を確かめながらパズルを完成することができます。弱視の方に
は、6面カラーのカラーブロックスがお勧めです。

メーカー名 価　格

サイズ

メガハウス 各2,400円（税別）

縦5.7×横5.7×高5.7（cm)

カラーブロックス：4975430-509217、ミラーブロックス：4975430-509224
Rubik’s®  Used under licence Rubik’s Brand Ltd.  All rights reserved.

くもんの日本地図パズル
手で触って都道府県の形や大きさ、位置関係などを認識できます。ピースはつかみ
やすい厚みを持たせ、パズル台の底には都道府県境の線があり、ピースをはめる
手がかりとなります。

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

2,800円（税別）

縦30×横52.4×高2.8（cm)

4944121-544967

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

3,500円（税別）

縦30×横52.9×高3.2（cm)

4944121-542499

くもんの世界地図パズル
世界を立体のパズルにすることで、手で触って国の形や大きさ、位置関係など認識
することができます。ピースはつかみやすい厚みを持たせ、大きさも小さくなりすぎ
ないよう配慮しています。

メーカー名

価　格

サイズ

メガハウス

BB-8:3,700円（税別）、R2-D2:3,580円（税別）

BB-8:縦7.1×横7.1×高11.3（cm)
R2-D2:縦8.5×横6×高13（cm)

BB-8:4975430-510015、R2-D2:4975430-510121
Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.　Rubik’s®  Used under licence Rubik’s Brand Ltd.  All rights reserved.

スター・ウォーズ／フォースの覚醒
３Ｄルービックキューブ  ＢＢ－８／Ｒ２－Ｄ２
映画「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に登場するドロイドBB-8、R2D2の立体
ルービックキューブです。8つに分かれたキューブを縦横に回転させて元の形に戻し
ます。各キューブの形が立体的になっており、触って形を追いかけていけるので、目の
不自由な方にもチャレンジしていただけます。

ウルトラBIGソフビ
（ウルトラマン・ウルトラマンティガ・ウルトラマンエックス・
ウルトラマンゼロ・ウルトラマンベリアル・ウルトラマンオーブ）

サイズ 縦23×横9×奥行4（cm)

約230ｍｍのビッグボリュームで人気のウルトラヒーローをソフビ化するシリーズ。
巨大な存在感と再現性の高いプロポーションで子供を夢中にさせます。

メーカー名

価　格

バンダイ

各2,000円（税別）

大ボリュームで遊べる！全高230ｍｍのソフビシリーズ！！  Ⓒ円谷プロ

ウルトラマン：4549660-034452、ウルトラマンティガ：4549660-034469
ウルトラマンエックス：4549660-034476、ウルトラマンゼロ：4549660-044567
ウルトラマンベリアル：4549660-116707、ウルトラマンオーブ：4549660-087274

スターウォーズ  エッグフォース
Ｃ２－Ｂ５／ＤＥＡＴＨ  ＴＲＯＯＰＥＲ

サイズ C2-B5：縦7×横6×奥行3.5（cm)
DEATH  TROOPER：縦14×横6×奥行3.5（cm)

たまごからキャラクターに驚きの変形を見せるエッグフォースに
「スターウォーズ」に登場するキャラクターが登場！！

メーカー名 価　格バンダイ 各1,000円（税別）

Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.

C2-B5：4549660-086970、DEATH TROOPER：4549660-086963
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Ⓒ Benesse Corporation／しまじろう
Ⓒ 2017 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Ⓒ 2014 Nintendo
Ⓒ 2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

ディズニーモータース
ディズニーキャラクターのイメージをデザインしたミニチュアカーのトミカシリーズ
です。２００８年、ミッキーと仲間達が自動車会社「ディズニーモータース」を設立。
各キャラクターの特徴を活かした形状を触って楽しめます。

メーカー名 価　格

サイズ

タカラトミー

※一部販売が終了している商品も含まれます。

各800円（税別）

パッケージ：高3.9×横7.8×奥行2.7(cm)
　　　　　 高3.9×横7.8×奥行4.1(cm)

ⒸDisney  ⒸDisney/Pixar ⒸDisney ｠Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

トミカ
ダイキャスト製のミニチュアカーです。普段なかなか触ることのでき
ない車の形を手で触ることで知ることができます。パトカー、消防車、
最近の人気車輌までいろいろ揃っています。トミカの箱サイズ２倍の
大きさで手にも楽しい「トミカ(ロングタイプ)」もあります。

Ⓒ TOMY

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

トミカ 各450円（税別） 、トミカ（ロングタイプ） 各900円（税別）

高3.9×横7.8×奥行2.7(cm) 、高3.9×横7.8×奥行3.9(cm)
高3.9×横15.6×奥行2.7(cm)（ロングタイプ） 

トミカプレミアム
ハイディテ－ルにこだわったトミカです。ラインナップは車だけにとどまらず通常は
触ることのできない特殊車両などを触って形を知ることができます。

Ⓒ TOMY

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

各800円～（税別） 
パッケージ：高4×横7.8×奥行3.9(cm)

トーマス トミカシリーズ
「きかんしゃトーマス」に登場するキャラクターの形をした
トミカシリーズです。触って形状を楽しむことが出来ます。

メーカー名 価　格

サイズ

タカラトミー 各700円（税別）

パッケージ：縦3.9×横8.2×奥行2.7（cm)～

TM

カーズ トミカ
ディズニー・ピクサーの映画「カーズ」「カーズ２」「カーズ/クロスロード」に登場する
キャラクターの形を再現したダイキャスト製のミニカーです。さまざまな車の形状を
触って楽しむことができます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

各種

各800円（税別）

ⒸDisney/Pixar
Porsche    , Hudson Hornet™ , Chevrolet™ , Mercury™ , Plymouth Superbird™ , FIAT™ , Volkswagen AG,R

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

縦4.1×横7.8×奥行3.9（cm)
各700円（税別）、リラックマのみ600円（税別）

4904810-499114(しまじろうカーⅡ)
4904810-466420(リラックマ)
4904810-808589(マリオカート8 マリオ)
4904810-499084(はなかっぱ) 

ドリームトミカシリーズ
アニメやゲーム・映画に出てくる、キャラクターをイメージしたトミカです。
形はそれぞれ違っているので触って楽しむことができます。
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ディズニーモータース ドリームキャリー
ディズニーモータースを８台収納することができる、ミッキーマウスをイメージした
大型のトレーラートラックです。コンテナ部分を外してカーキャリアとして手ころ
がしで走行させることもできます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

3,800円（税別）

縦15.6×横34×奥行12（cm)

4904810-821465 ⒸDisney

ビッグおかたづけパトカー トヨタ86

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

2,800円（税別）

パッケージ：縦10.5×横31×奥行13（cm)

4904810-806134 Ⓒ TOMY

トヨタ８６のパトカーの形をした、トミカのおかたづけボックスです。トミカは１０台
収納でき、内側には仕切りがあるので、収納したトミカが混在することがありません。
本体にはタイヤも付いているので手ころがしで遊ぶこともできます。

カーズ トミカをいっぱいあつめよう！
大きなマックィーン

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー
3,200円（税別）

パッケージ：縦14×横30.5×奥行18（cm)

4904810-853473 ⒸDisney/Pixar

カーズ トミカ  たくさんのせよう！大きなマック
(カーズ3タイプ）

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

6,000円（税別）

パッケージ：縦19×横59×奥行13（cm)

4904810-897200 ⒸDisney/Pixar , Mack™

映画「カーズ/クロスロード」に登場するカーズ トミカを24台収納できる大型トレ
ーラーのコレクションケースです。収納部分は格子戸状の形状なので、他のカーズ 
トミカとは混在しないで保管できます。収納ケースは車輪が無い方が前、ある方が
後ろと触覚だけでも判断がし易いです。

Ⓒプロジェクトシンカリオン  ＪＲ東日本商品化許諾済  Ⓒ ＴＯＭＹⒸプロジェクトシンカリオン  ＪＲ九州承認済  Ⓒ ＴＯＭＹ

新幹線変形ロボ  シンカリオン  Ｅ５はやぶさ
プラレール3車輌の先頭車両と後尾車を連結合体させてロボットに変形することが
できます。他のシンカリオンシリーズと上下を換装して遊ぶこともできます。中間車
輌の中には専用武器が格納されており、ロボットに持たせることもできます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

4,000円（税別）

縦25×横19×奥行8（cm)

4904810-8319144904810-886921

メーカー名

価　格

タカラトミー

4,000円（税別）

新幹線変形ロボ  シンカリオン  ８００つばめ
プラレール3車輌の先頭車両と
後尾車を連結合体させてロボット
に変形することができます。他の
シンカリオンシリーズと上下を
換装して遊ぶこともできます。中
間車輌の中には専用武器が格納
されており、ロボットに持たせる
こともできます。

サイズ 縦25×横19×奥行8（cm)

全長約３０ｃｍのリアルで大きな「マックィ－ン」の
形状をしたお片づけケースです。カーズ トミカを
6台、ケース内に収納が可能で中に仕切りがあるので
収納した車が混在しません。ケースはカーズ トミカ
収納後、手ころがしで遊ぶことも出来ます。

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。
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キュータマ合体01、03、05、07、09
ＤＸキュウレンオー

メーカー名 価　格

サイズ

7,980円（税別）

縦28×横24×奥行10（cm)

バンダイ

4549660-121206

キュウレンジャーが乗り込む合体ロボ！5体のキュウボイジャーとキュータマがセット
されており、音声、発光、手足の換装ギミックが可能！

Ⓒ2017 テレビ朝日・東映AG・東映

ポケットモンスター
モンスターコレクションＥＸシリーズ

メーカー名

価　格 サイズ各450円～（税別） 縦12×横8×奥行4（cm)

タカラトミー

4904810-872979(ピカチュウ)

ＴＶ･映画「ポケットモンスター」に登場するキャラクターたちの形状をリアルに再現し
たフィギュアシリーズです。サイズも大・中・小分けられているので、各キャラクター
の大きさ関係や特徴が触覚でも理解できます。

ソフビヒーロー
宇宙戦隊キュウレンジャー

メーカー名

価　格

サイズ

各250円（税別）

縦12×横6×奥行4（cm)

バンダイ

4549660-141976

人気のヒーロー達が、手のひらサイズのソフビフィギュアになりました。
パッケージから取り出して、すぐに遊ぶことができます。

Ⓒ2017 テレビ朝日・東映AG・東映

電　池 単4×3本
ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon

トミカハイパーレスキュー  ドライブヘッド シリーズ

メーカー名

価　格

サイズ

各4,500円（税別）

縦21×横42×奥行14.5（cm)

タカラトミー

01ソニックインターセプター:4904810-893721
02レスキューバックドラフト:4904810-893745
03ホワイトホープ：4904810-893738

TVアニメ「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド」に登場する変形ロボットシ
リーズです。部品はそれぞれが完成品の状態なので、ビークルからロボットへ変形中
にも細かなパーツが外れずに、変形過程も触りながら楽しめます。

Ⓒ TOMY / ドライブヘッド・ＴＢＳ

トランスフォーマームービー  スピードチェンジ シリーズ

メーカー名

価　格 サイズ各1,200円（税別） 縦15×横18×奥行4.3（cm)

タカラトミー

スピードチェンジバンブルビー：4904810-891574 
スピードチェンジオプティマスプライム：4904810-891581

映画「トランスフォーマー」に登場する、一発で変形できるロボットシリーズです。
各ロボットからビークルへの変形は誰でも簡単にできます。細かなパーツが外れたり
しないので、変形過程も安心して触りながら楽しめます。

Ⓒ2017 TOMY Ⓒ2016 Paramount Pictures Corporation. All RightsReserved.TM&(R)denote Japan Trademarks.

トミカハイパーレスキュー
ドライブヘッド ソフビシリーズ

メーカー名

価　格 サイズ各1,500円（税別） 縦18.5×横14×奥行9（cm)

タカラトミー

ソニックインターセプター:4904810-896852
レスキューバックドラフト:4904810-896876
ホワイトホープ：4904810-896869

TVアニメ「トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド」に登場する主役ロボットの
ソフビフィギュアです。全長１８ｃｍと大きめのフィギュアは両腕・腰・両脚を可動させ
て遊ぶことが出来ます。劇中のロボットのデザインを触って楽しめます。

Ⓒ TOMY / ドライブヘッド・ＴＢＳ
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音や声をさわろう

くまさんコロコロベル2
振ったり、床でコロコロ転が
したりすると、鈴の心地よい
音色がします。おすわりがで
きるようになった赤ちゃんに
おすすめのロングセラートイ
です。

メーカー名

価　格

サイズ

コンビ

1,000円（税別）

縦9.5×横13.5×高10（cm)

4972990-167277

ごきげんメロディーリモコン
脳科学に基づいた赤ちゃんが“分かる”音だから、押した
くなる！動物の鳴き声、テレビの音など赤ちゃんが気に
なる音がたくさん入っています。好きなだけいたずらで
きる赤ちゃん専用リモコン。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

縦20.5×横6.5×奥行3（cm)

単4×2本

1,980円（税別）

4543112-661760 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

まわしてクルクルサウンド
赤ちゃんの大好きなクルクル遊び！
ビーズがジャラジャラはね回るビーズローラーや、まわすとゆかいなサウンドが
出るクルクルローラーで楽しく遊ぼう！サウンドと一緒に星のライトもピカピカ☆

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

ローヤル

2,980円（税別）

縦18×横28×高21（cm)

単3アルカリ×3本

4903447-083208

おそらでコンサート
鍵盤に合わせて人形がピョコピョコとびだします。メロディは5曲入り！
正しいドレミと様々な曲調のメロディが入っているからはじめての音楽
遊びにぴったりです♪赤ちゃんのやる気を引き出す応援ボイズ入り！

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

国立音楽院監修！

4,200円（税別）

縦12×横28.5×奥行20（cm)

単3×3本

4543112-755544 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

くろくまくんの10までかぞえてバス
バスを動かしたり、ボール型のお客さんを乗り降りさせる遊びをしながら、数への
興味を育みます。バスにボールを乗せると音声でボールの数を教えてくれるので、
目の不自由なお子様でも楽しく遊ぶことができます。

メーカー名

価　格

サイズ

くもん出版

3,800円（税別）

縦27×横12.5×高11.5（cm)

4944121-546657

Dear Little Hands
いっぱいおしゃべりまねっこリモコン
ミッキー＆フレンズ
英語、数字、色などをミッキーやディズニー
キャラクター達が楽しく教えてくれるリモ
コン型のおもちゃです。音声や音楽は全部
で36種以上入っています。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

2,000円（税別）

縦14×横6.5×奥行3.3（cm)

単4アルカリ×2本

4904810-842682 ⒸDisney

ころころメロディバス
指先遊びと手転がしの2wayで長く
遊べます！「メロディモード」「おべん
きょうモード」の2つのモードに音声
とメロディがたっぷり入って赤ちゃん
も大満足！メロディ5曲入り。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

縦18×横22×奥行8（cm)

単3×2本

3,600円（税別）

4543112-755537 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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縦15×横11×奥行8.5（cm)

たっちでぴょんぴょんアンパンマン

アンパンマン  はじめてのおしゃべり36

たっちがはじまるころから! 音楽に合わせて楽しくぴょんぴょんまねっこしながら、
体を動かして遊べます。まねっこぴょんぴょん遊びで1才からしっかり遊べる5モード
入り。メロディーは3曲、音声は13種入りでやる気を引き出すほめほめボイス入り。

アンパンマンの体にふれるとおし
ゃべりをします。おしゃべりモードは
４種類で、モードに応じたおしゃべ
りをしてくれます。モードの切り替
えは音声で確認出来ます。遊びなが
ら楽しく言葉をおぼえられるコミュ
ニケーショントイです。

メーカー名

メーカー名メーカー名

価　格

価　格価　格

サイズ

電　池

サイズ

電　池

サイズ

電　池

アガツマ

2,800円（税別）

単3アルカリ×2本

バンダイ

縦21×横20×奥行15（cm)

単3×3本

バンダイ

4,500円（税別）

縦26×横17×奥行15（cm)

単3アルカリ×3本

4971404-312500

4543112-843708 4543112-906656Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

音や声をさわろう

まねっこぴょこぴょこアンパンマン

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

話しかけると、上下にぴょこぴょ
こ動きながらまねっこしてくれる
アンパンマンのメカぬいぐるみ。
まねっこモードとうたってまねっ
こモードのたのしい2種類のモー
ドで遊べます。

3,500円（税別）

縦43×横26×奥行19（cm) 縦47×横30×奥行17（cm)

アンパンマン  はじめてのおしゃべり48 ばいきんまん  はじめてのおしゃべり48
アンパンマンの体にふれるとおしゃべりをします。おしゃべりモードは2種類で、
モードに応じたおしゃべりをしてくれます。モードの切り替えは音声で確認できます。
遊びながら楽しく言葉をおぼえられるコミュニケーショントイです。

ばいきんまんの体にふれるとおしゃべりをします。おしゃべりモードは２種類で、
モードに応じたおしゃべりをしてくれます。モードの切り替えは音声で確認出来ます。 
遊びながら楽しく言葉をおぼえられるコミュニケーショントイです。

メーカー名 メーカー名

価　格 価　格

サイズ サイズ

電　池 電　池

アガツマ アガツマ

7,980円（税別） 7,980円（税別）

単3アルカリ×2本 単3アルカリ×2本

4971404-310964 4971404-313460Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

BIGサイズ！リトミックダンスアンパンマン
本格リトミック遊びが楽しめる知育ぬいぐるみです。鈴を持ったアンパンマンが手をた
たき左右にステップ！お子様が本格的にまねっこできるアクションで、楽しくリトミック
を学べます。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

バンダイ 7,500円（税別）

縦43×横21×奥行19（cm) 単3×3本

4543112-706188 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

まるころから! 音楽に合わせて楽しくぴ
遊べます。まねっこぴょんぴょん遊びで
ーは3曲、音声は13種入りでやる気を引

バンダイ

,500円（税別）
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カンタンたのしい！
おうちでどんどん♪アンパンマン
「たいこでどんどん」のメロディ演奏あそ
びがおうちで楽しめます！おもちゃオリ
ジナルのたいこ遊びももちろん充実!!
お子様のリズム感を育みます！リズム遊
び・連打遊び・リズム記憶遊びなど、充実
のたいこ遊びが楽しめます！

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

縦17×横15×奥行24（cm)

単3×2本

4,980円（税別）

4549660-002376 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

国立音楽院監修！

はずむよ！  メロディボール
あんよを始めたお子さまにぴったりの、やわらかくてはずむ、メロディがなるボール
です。やる気を引き出すアンパンマンの応援ボイスが流れるから、もっともっと追い
かけたくなり、自然とあんよの促進に！

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

縦16×横16×奥行16（cm)

単4×2本

3,980円（税別）

4549660-10497１ Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

たのしいメロディ♪　
たいこトントコアンパンマン
アンパンマンの右足を押す
とメロディが流れ、たいこを
叩きます。メロディは『アンパ
ンマンのマーチ』と『やまの
おんがくか』の2曲！左足を
押すとおしゃべりしてリズム
が流れ、たいこを叩きます。
ノリの良いリズムは2種類！ 
   
   
 

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

セガトイズ

縦23×横18×奥行16.5（cm)

単4アルカリ×3本

4,200円（税別）

4979750-795220 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

ＮEWおいかけっこアンパンマン
アンパンマンの手の★マークを
にぎると、メロディとアンパンマン
のおしゃべりが流れて走りだすぬ
いぐるみです。障害物にぶつかる
とくるっと向きを変えて走ります。
あっちこっち走りまわるアンパン
マンをおいかけよう！

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

セガトイズ

縦22×横16×奥行16（cm)

単3アルカリ×3本

3,500円（税別）

4979750-787539 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

はじめて英語
ミッキーマウス いっしょにおいでよ！
ミッキーマウスが前に進んだり、回転したり、楽しい動き。音楽と言葉が１９種類。
ミッキーの呼びかけで赤ちゃんのハイハイを促します。英語の歌も５曲入っています。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミー 3,000円（税別）

縦16.4×横20.4×奥行17.8（cm) 単3アルカリ×3本

4904810-817802 ⒸDisney

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

セガトイズ

縦13×横13×奥行13（cm)

単4アルカリ×3本
4979750-793417

つかまえて♪ころぴょん  アンパンマン

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

つかまえたくなっちゃう、おもしろい動き！ぴょこぴょこはねたり、くるくる回ったり、
楽しい音楽もなります♪予想できない動きでうごきまわります。ま～るいボール型デ
ザインのかわいいアンパンマンとばいきんまんはお子様が抱っこしやすい形状です。

2,480円（税別）
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音や声をさわろう

わくわくカラオケ♪ アンパンマン
手軽にカラオケ遊びが楽しめます。
「アンパンマンのマーチ」「森のくまさん」
「むすんでひらいて」お子様に人気の3曲が収録！
いつでもどこでも気軽に楽しめます♪
音楽が流れている間ピカピカ光ります。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

1,300円（税別）

縦17×横5.5×奥行7.5（cm)

単4×2本

4543112-757265 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ノリノリおんがく キーボードだいすき

アイドルタイムプリパラ  アイドルタイムマイク

24種類の楽しい音と収録曲14曲が入った盛り沢山のキーボードです。コミカル音
や動物の鳴き声、乗り物の音など色々な音をリズムに合わせて鳴らして楽しめます。
音声でのお知らせや、電源スイッチの隣には凸ボタンを付け分かり易くしました。

ＴＶアニメ「アイドルタイムプリパラ」で主人公
たちが使うマイク型の玩具です。マイク本体に
付属のハート型の宝石(ｼﾞｭｴﾙ)をセットすると、
上部と取手部が光りながら、アイドルボイスや
音楽・効果音が楽しめます。遊びは全て音声で
誘導してくれます。

ジャズ、ボサノバ、サルサなどいろんなリズムが体感できる楽器セット。触っても楽
しい６つの楽器つきで６３種類の音入りです。童謡、ディズニー曲、リズム遊び曲の
全１５曲入りです。

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

ジョイパレット

タカラトミーアーツ

タカラトミー

縦23.6×横49.5×奥行6.2（cm)

縦23×横12×奥行6（cm)

縦26×横28×奥行18（cm)

単3×3本

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

4,980円（税別）

4,800円（税別）

4,800円（税別）

4975201-179878

4904790-597879

4904810-353690

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒ T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会

ⒸDisney

ディズニーキャラクターズ  ディスクでチェンジ！  キーボードドラム
10枚のディスクを使ってキーボー
ド・ドラム・ディスク遊び(14曲)が
楽しめます。キーボードでは14鍵
盤でいろんな曲を楽しんだり、
ゆび１本でも演奏が楽しめるか
んたんプレイモードもあります。
ディスクを変えるとワルツ・カン
トリー・ジャズとさまざまな曲
（76の使用楽器数）も楽しめます。
ドラムとキーボードで親子で合
奏もできます。

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

タカラトミー

縦27.5×横41.5×奥行6（cm) 単3アルカリ×3本

6,980円（税別）

4904810-835783 ⒸDisney
ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

アンパンマン ディスクでYEAH！
うたっておどって ミュージックプレイヤー
ディスクを 入れると音楽が再生できちゃう、アンパンマンのミュージックプレイヤー♪
『勇気りんりん』『いくぞ！ばいきんまん』『あおいなみだ』などテレビで流れる大人気
アニメソングを3曲収録！！キャラクターがおしゃべりするボタンや曲の速度を変
えられるコントローラー、ＤＪ風の遊びなど楽しい音楽遊びがいっぱい♪うたって！
おどって！YEAH♪YEAH♪もりあがっちゃおう。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

セガトイズ

縦18×横33.5×奥行22.5（cm)

単3アルカリ×3本

5,500円（税別）

4979750-795152 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマン マジカルボンゴ
内蔵する曲に合わせて、打面を叩いて音を鳴らすアンパンマンのボンゴです。
打面の音は全10種類、7色に光るLED搭載で打面を叩くと色が変わります。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

アガツマ

縦14.5×横23×奥行16.5（cm)

単3アルカリ×3本

3,500円（税別）

4971404-310742 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

トゥーンタウン  リズムあそびいっぱい  マジカルバンド
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アンパンマン キッズタブレットJr.
「ひらがな」「カタカナ」「数字」のお勉強ができます。問題モードとして「文字の問題」
「絵の問題」が内蔵され、楽しくお勉強ができます。希望者には点字シートをさしあ
げます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

アガツマ

縦22.5×横29×奥行2（cm)

単4アルカリ×3本

3,980円（税別）

4971404-312777 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

はじめて英語
ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ
あそんでおぼえる！自動販売機
ミッキーマウスのおしゃべりも楽しい自動販
売機のおもちゃです。クイズモードでは形と
場所を学べ、遊びを全て音声で誘導しており、
スィッチの切り替えで日本語、英語で楽しめ
ます。３種のジュースの形状は”円柱・四角柱・
六角柱”で出来ているので、手触りでも違いを
理解することができます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

縦28.2×横18.5×奥行14（cm)

単3アルカリ×3本

5,480円（税別）

4904810-845362 ⒸDisney. ⒸDisney/Pixar ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

サウンドいっぱい！ イタズラ家電ボックス
赤ちゃんが触りたくなる家電製
品の仕掛けが全部で２１種入っ
た指先遊びボックスです。５つ
（洗面台/パソコン・スマホ/冷
蔵庫/時計/洗濯機）の各プレイ
面ではディズニーキャラクター
の声やメロディ・効果音などが
全部で40種以上入っています。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

6,980円（税別）

縦24.5×横28.5×奥行27.4（cm)

単4アルカリ×2本

4904810-855958 ⒸDisney.

はじめて英語
かぞえてコインポット  くまのプーさん
コイン入れ遊びが３４種の英語と日本語で楽しめます。その他モード選択でプーさん
のおしゃべり（11種）や効果音（10種）・メロディ（１種）でも遊べます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

縦20×横15×奥行15（cm)

単4アルカリ×2本

2,980円（税別）

4904810-869696

うたって♪そだてる♪英語耳
チャチャチャ チャンツ♪はじめてのアンパンマンABCボード
聞いて歌って英語耳を育てるネイティブ発音いっぱいのボード型の知育玩具です。
アルファベット、もののなまえ、すうじ、ようび、いろ、あいさつ、えいごの歌まではじめ
ての英語がいっぱい！歌を録音再生するまねっこシーバー機能で、アルファベットチャ
ンツをリズムに合わせて楽しく歌いながら、ABCを学べます。英語を好きになる４つの
楽しいモード搭載！幼児英語教育のパイオニア、株式会社mpi松香フォニックス監修。
＊ご希望の方には、アルファベットの点字シールをご用意しております。 

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

セガトイズ

縦20×横31×奥行2（cm) 単4アルカリ×3本

4,500円（税別）

4979750-797187 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

縦19×横13×奥行2.6（cm)

単4アルカリ×2本

4904810-804857

はじめて英語
ディズニーキャラクターズ ベビータブレット

ⒸDisney
ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A, Milne and E.H.Shepard

英語と日本語の音声やさまざま
なサウンドと共に１０種類の指
先遊びが楽しめる、タブレット型
デザインのベビートイです。上か
ら下に動かす、まわす、押す等の
指先遊びがたくさん盛り込まれ
ています。「音と言葉が３１種、
メロディ１０種入り」。

2,200円（税別）
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トイ・ストーリー 英語と日本語！                　　　  
おしゃべりフレンズ シリーズ

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

各2,600円（税別）

各種

単4アルカリ×2本 ⒸDisney/Pixar 

トミカ  おしごと体験  サウンドいっぱい!
ブルブルガソリンスタンド(ENEOS)

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミー 4,800円（税別）

縦15.1×横30.7×奥行14（cm) 単3アルカリ×2本

4904810-874379 Ⓒ TOMY

手持ちのトミカ（ミニチュアカー）を使ってガソリンスタンド内でのさまざまな体験
をおしゃべりや効果音（100種以上）で楽しめます。給油遊びではノズルを引くと音と
連動してリアルな振動も楽しめます。

映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターのリアルなおしゃべりフィギュアです。
各人形を傾けるだけで劇中の台詞を楽しむことができます。さらに英語モードに
切り替えると英語のおしゃべりに変換することも出来ます。

トイ・ストーリー
リアルサイズ インタラクティブ トーキングフィギュア 全３種

メーカー名 価　格

サイズ

電　池

タカラトミー 各6,500円（税別）

ウッディ、ジェシー：縦33×横26.5×奥行10（cm)、バズ・ライトイヤー：縦33×横26.5×奥行14（cm)

テスト用 単4アルカリ×3本（付属)

ウッディ:4904810-855026　ジェシー：4904810-855033　バズ・ライトイヤー：4904810-855019
ⒸDisney/Pixar 

映画「トイ・ストーリー」に登場
するキャラクターたちが映画と
同じ音声で約３０以上のお馴染
みの台詞をおしゃべりします。
さらに映画のようにキャラク
ター同士が対話をするモード
でも楽しめます。大きさは等身
大で劇中に登場するそのまま
のサイズです。

映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターフィギュアセットです。３体ともデザ
インは顔の表情や腕のポーズが異なり、おしゃべりできるフィギュアは両腕が可動
する１体のみで触覚で見極めができます。おしゃべりは話しかけると、エイリアンの
声でランダムにおしゃべりします。

トイ・ストーリー
リアルサイズ インタラクティブ トーキングフィギュア エイリアンセット

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミー
縦33×横26.5×奥行10（cm)

4904810-888345 ⒸDisney/Pixar 

5,500円（税別）

単4アルカリ×3本

チャギントン サウンドチャガーシリーズ
各ボタンで、テーマメロディや各キャラクターのセリフがランダムに出ます。ウィル
ソン、ココ、ブルースターは、ライトとホーン音を追加。他キャラクターは、パネルを
開くことができます。触れて形が良くわかります。

メーカー名 価　格

サイズ電　池

増田屋コーポレーション

全長約33（cm)単3アルカリ×3本

2,480～2,800円（税別）

ウィルソン ライト付き：4979092-016021 ココ ライト付き：4979092-016038 
ブルースター ライト付き：4979092-016045 フロスティーニ：4979092-015451 
アクションチャガー：4979092-015468 Ⓒフジテレビ ⒸLudorm  plc.

トミカ にぎやかサウンドタウン
立体部分が豊富なトミカで遊べるサウンドタウンです。１２種のサウンドスイッチを
使って、マップの隅々まで音声アナウンスに合わせてトミカでタウン遊びをすること
ができます。閉じるとトランクにもなるので、おかたづけも簡単です。マップ上に貼る
ことのできる点字シールを希望者に無料で差し上げます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

5,500円（税別）
バッグサイズ：縦32.7×横33.7×奥行11.3（cm)
展開サイズ：縦54×横97.2（cm)

単4アルカリ×2本

4904810-857129

4904810-895640

Ⓒ ＴＯＭＹ 

ディズニー  マジカルモール
おしゃべりたくさん★くるりんアイスクリームショップ
ディズニーのマルチキャラクターがモチーフの
アイスクリームショップです。キャラクター毎
に微妙に形状の異なるアイスをコーンやカッ
プに積んで遊んだり、キャラクターボイスや
ガイドボイス（全３０種）がアイスクリーム屋
さんごっこを盛りあげてくれます。

縦21×横26×奥行24（cm)

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

単3アルカリ×2本

4,000円（税別）

ⒸDisney. ⒸDisney/Pixar 
ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。
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デフォルメされた動物たちのぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音をまねしながら、
ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。まねできる音の長さは最長6秒間。まね
はしていても、ミミクリーペットがしゃべる声は、少し高めの不思議な声になって
います。

ミミクリーペットシリーズ

メーカー名 価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

タカラトミーアーツ

①～③：縦14×横9×奥行9（cm)、④：縦13×横9×奥行9.5（cm)

縦14×横11×奥行11（cm)

縦36×横7.5×奥行7.5（cm)

縦23×横22×奥行7（cm)

縦15×横10×奥行10（cm)

①ピーナッツクリーム:4904790-284564　②メイプルブラウン:4904790-284588
③ココアブラウン:4904790-284571　④ポメラニアン:4904790-284892 Ⓒ2016 T-ARTS

各3,200円（税別）

単4アルカリ×3本

①ピーナッツクリーム ③ココアブラウン

②メイプルブラウン ④ポメラニアン

シャクレルプラネット  シャクレルミミクリー  全３種

ドキハラ  おばかなソーセージ ポケットモンスター  おしゃべりロトムずかん

ＳＴＡＲ  ＷＡＲＳ  ドロイドトーク  全２種

デフォルメされた動物たちのぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音をまねしながら、
ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。あごがしゃくれたユニークな動物キャラ
クター「シャクレルプラネット」のデザインで、まね出来る音は最長６秒間。小さな音
にも反応し、目で見ていても楽しめます。本商品は既存シリーズとは異なる「低音ボ
イス」でオウム返しをしてくれます。 

大きなソーセージの形をした一人でも複数人でも
楽しめる音声記憶アクションゲームです。ゲームは
3種類。それぞれ通常モードとターボモードで楽し
めます。遊びの進行からゲーム中、判定、結果等は
すべて音声で教えてくれます。

ＴＶアニメ「ポケットモンスター サン＆ムーン」に登場するサトシの新しい仲間・
ロトム図鑑のおしゃべりぬいぐるみです。お腹の部分を押して約２２種のおしゃべり
をランダムに楽しめます。目や口・手のひら等特徴のある部分は刺繍仕上げで、触っ
ても楽しめるぬいぐるみです。

映画「スター・ウォーズ」に登場する、形状もリアルなドロイドフィギュアです。
こちらからの話しかけの長さにより、リアルなドロイド語でランダムに返事して
くれます。ドロイド同士を向い合せて、なかよくおしゃべりすることも出来ます。

メーカー名

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

価　格

電　池

電　池 電　池

電　池

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

タカラトミー

タカラトミーアーツ

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×2本 単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

各3,700円（税別）

各3,680円（税別）

2,980円（税別）

各4,980円（税別）

パンダ：4904790-285592　ライオン：4904790-285608
ハリネズミ：4904790-285615

4904790-520983 4904810-888109

BB-8：4904790-527159　R2-D2：4904790-527142

ⒸPanda's ana  ⒸT-ARTS

Ⓒ2017 John Adams Leisure ltd. Manufactured under Licence. Registered Design.
Ⓒ2017 T-ARTS ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon

Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.

うたって♪おしゃべり！ぬいぐるみシリーズ
劇中のキャラクターを模した、お歌と
おしゃべりを楽しめる抱き人形です。
スイッチの入れ替えで「歌」か「おしゃ
べり」を選ぶことができ、おなかを押
すと流れます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミーアーツ

縦31×横22×奥行23（cm)

単4アルカリ×2本

5,500円（税別）

ちいさなプリンセス ソフィア：4904790-236433 ⒸDisney



いっしょにねんね  すやすやメロディ シリーズ  全３種
ぐずり泣きに効果がある胎内音と、耳に心地
よいゆったりテンポのメロディが赤ちゃん
をやさしく眠りに誘ってくれるぬいぐるみ
です。楽曲が全部で８曲あり、ボリュームも
３段階から選べます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミーアーツ

縦18×横14×奥行8（cm)

単4アルカリ×2本

2,500円（税別）

4904790-299605  Ⓒ2017 カフカ製作委員会

カフカくん／ふしぎトーン
ぐずり泣きをしている赤ちゃんの気分を切り替え
るメロディ入りのぬいぐるみです。不思議なメロ
ディで楽しめます。ストラップ付きなので、ベビー
カーやバッグ、ベビーベッドなどに取り付けられ
ます。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミーアーツ

縦5.7×横7.8×奥行10（cm) 単4アルカリ×2本

各1,200円（税別）

（ド）ドラネコ:4904790-284441 (レ）ハチワレネコ:4904790-284458
（ミ)ミケネコ:4904790-284465 (ファ）ファンタジーキャット:4904790-284472
(ソ)ソライロキャット:4904790-284489 (ラ)ライムキャット:4904790-284496
(シ)シャムネコ:4904790-284502 (ド↑)トラネコ:4904790-284519
(ド#)ドラネコ#:4904790-284908 (レ#)ハチワレネコ#:4904790-284915
(ファ#)ファンタジーキャット#:4904790-284922 (ソ#)ソライロキャット#:4904790-284939
(ラ#)ライムキャット#:4904790-284946 Ⓒ2016 T-ARTS

ムニュムニュ ドレミファキャット シリーズ
ムニュムニュして触り心地が良い、デフォルメされたネコ型の楽器です。本体を上
から軽く押すだけで、弱い力でも曲遊び（１３種それぞれ異なります）と音階遊びが
楽しめます。１３種揃えると本格的な鍵盤遊びも可能です。本体の底面に貼れる点字
シールを希望者に無料で差し上げます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミーアーツ

縦10×横9×奥行11（cm)

単4アルカリ×2本

各3,800円（税別）

すずめのチュン太 全２種

まっ茶：4904790-517594
ほうじ茶：4904790-517587 ⒸT-ARTS

頭をなでたり、話しかけたりすると400通り
のおしゃべりをしたり、お歌（童謡２曲・オリ
ジナル３曲）を歌ってくれる、手のひらサイズ
のぬいぐるみです。ユーザーに対して「家族
呼称」で呼んでくれます。

ほうじ茶

まっ茶

プリン マシュマロ

もっとおはなしダッキー  全２種
抱き心地抜群の犬のぬいぐるみです。頭をなでたり、手を握ったり、話しかけたりす
ると、人間の言葉でお話しします。自分から話しかけてきたり、ひとり言を言ったりも
します。お話は3,000語以上！季節や時間に合わせてお話ししたり可愛い声でお歌も
３０曲、歌ってくれます。

メーカー名 価　格

サイズ

電　池

タカラトミーアーツ

パッケージ:縦23×横26×奥行33（cm)

単2アルカリ×4本　コイン型CR2032×1個（付属）

各12,800円（税別）

プリン:4904790-516047　マシュマロ:4904790-526206 Ⓒ 2016 T-ARTS

今日から家族  なごみケーションにゃんこ
話しかけたり、頭・背中・喉をなでると、
頭としっぽをフリフリおしゃべりします。
おしゃべりは100種類以上。ときどき、
頭を使う様な質問をしてきます。しっぽ
をにぎると猫の鳴き声に変わるので、
ペットの様に楽しむ事もできます。３段
階の音量調節ができます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

イワヤ

縦21.5×横17×奥行26（cm)

単3アルカリ×3本

8,000円（税別）

4966510-860014 Ⓒ2012,2016 IWAYA CORP.

共遊玩具おもちゃカタログ 201721

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

タカラトミー

縦37×横27×奥行28（cm) 単4アルカリ×3本

7,980円（税別）

4904810-886471 ⒸDisney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

おしゃべりだいすき！  ずっとおともだち  くまのプーさん
少し大柄な抱き人形サイズの
「くまのプーさん」のおしゃべり
ぬいぐるみです。形がはっきり
した3つの小物（ラッパ、蜜つ
ぼ、バナナ）をプーさんの口元
に近づけると、それぞれの小
物に応じておしゃべりが６０種
楽しめます。プーさんからもし
ゃべりかけてくれたり、お世話
遊びが楽しくなるぬいぐるみ
です。

音や声をさわろう

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

縦15×横27×奥行16（cm)

各単3アルカリ×2本

各4,980円（税別）

ベビーミッキー：4904810-456933  ベビーミニー：4904810-456940
くまのプーさん：4904810-456964

ⒸDisney, ⒸDisney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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くるくるチャイム

リカちゃん  ポンポンお料理ままごとキッチン

ボールを入れるとくるくる回って、ベルをチリン
と鳴らし出てきます。トレイ付きでボールが散ら
ばらず、盲児にも遊びやすい玩具です。物を握り、
決められた位置で離す力、集中力等を伸ばします。

リカちゃんのお料理作りが楽しめる
ままごとキッチンです。フライパン
に食材を入れて、コンロにかけたり、
水道で洗い物をしたり、各効果音が
おままごと遊びを楽しく演出してく
れます。食材以外の小物も皆はっき
りとした形状なので触っていても楽
しめます。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

くもん出版

タカラトミー

4,000円（税別）

6,980円（税別）

縦27.2×横22.2×高32（cm)

パッケージ：縦29×横43×奥行19（cm)

4944121-546763

4904810-867340

にぎって！おとして！くるコロタワー

ハローキティ  りょうりも！おかいものも！  キッチン♥レジスター

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒ1976，2017 SAＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ． APPROVAL No.S580047

ボールを入れるとポンッと音がして、玉が落ちる間、同時にメロディとおしゃべりが
流れる1.5歳からのたまおとし遊びです。ボールが落ちてくるとキラキラ回転板が
一緒に回り、光と音両方で楽しめます。バイキン城のシャッターを閉めると、ボール
を本体の中に収納する事ができます。

女の子の大好きなキッチンとレジスターが１つになったよくばりなアイテムです。
片面はキッチン、お料理が楽しめます。片面はレジスター、スキャナーを使ってレジ
遊びが楽しめます。触ってわかる立体形状の小物も付いてます。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

電　池

電　池

ジョイパレット

アガツマ

4,300円（税別）

6,000円（税別）

縦31.7×横25.7×奥行26.5（cm)

縦48×横35.5×奥行36（cm)

単4×2本

単4アルカリ×2本

4975201-179915　

4971404-313835

はじめて英語  ディズニー＆ディズニー/ピクサーキャラクターズ
おしゃべりいっぱい！ガチャ®
10種のキャラクターのボールを使った
ガチャマシーンです。本体横のレバーを
引くとボールが出てきて遊びながら、英語
の歌3曲、メロディ２曲、全部で120種以上
のキャラクター達のおしゃべりを楽しむ
ことができます。スィッチの切り替えで
英語と日本語の選択も可能です。

ⒸDisney ⒸDisney/Pixar ⒸDisney. Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard. 

Ⓒ TOMY

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

縦34×横32.3×奥行29.5（cm)

単3アルカリ×3本

6,480円（税別）

4904810-814856

電　池 単3アルカリ×3本

スライム
ひんやり、ぐんにゃり、ふしぎな物体！スライムは独特な感触が、お子様の好奇心を刺
激する愉快なおもちゃです。でっかい180ｇ入りのスライムと80ｇ入りのミニスライ
ム、スライムカラーズ（ブルーとオレンジ）各80ｇ入りの4種類が有ります。

Ⓒ2016 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Slime and all related titles,
logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

メーカー名

価　格

サイズ

メガハウス

スライム：780円（税別）、ミニスライム・スライムカラーズ：480円（税別）

スライム：縦7.5×横7.5×高9.5（cm)
ミニスライム・スライムカラーズ：縦6×横6×高8（cm)

スライム：4975430-511272　ミニスライム：4975430-511289
スライムカラーズ  ホットオレンジ：4975430-511302
スライムカラーズ  クールブルー：4975430-511296

きってねシリーズ
本物のようにサクッと切れる、人気の食べ物シリーズ。切ったり、盛りつけたり、
ままごと遊びの楽しさがグンと広がります。

メーカー名 価　格 サイズローヤル 各種各450～750円（税別）

ショートケーキ

トマト

メロン

さんま

タイ

ミカン

カボチャ
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おべんとうあたためますか？
いっぱいおかいもの！アンパンマンコンビニ
アンパンマンとドキンちゃんが店員さんのコンビニ！アンパンマンとばいきんまん
の形をした肉まんやお弁当、サンドイッチなどコンビニらしい小物がたくさん！
店員さん、お客さんになってコンビニごっこ遊びが楽しめます。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

セガトイズ 5,500円（税別）

縦28.8×横52×奥行9.3（cm) 単3アルカリ×2本

4979750-788949 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

いっしょにおいしゃさんごっこ♪
げんき１００ばい アンパンマンびょういん
アンパンマンとおいしゃさんごっこしよう♪アンパンマン人形が患者さん。おしゃ
べりするちゅうしゃ、たいおんけい、ちょうしんき、しんだんき等ギミックいっぱい！
ちょうしんきは、アンパンマンの頭、おなか、それ以外の場所でおしゃべりが変わります！
びょういんを閉じるとかわいい救急車に変身！おかたづけもばっちりです。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

セガトイズ 5,980円（税別）

縦23×横26×奥行14（cm) 単3アルカリ×3本

4979750-795718 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

いらっしゃいませ！
ジャムおじさんのやきたてパン工場

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

セガトイズ 5,500円（税別）

縦18.2×横34×奥行12.2（cm) 単3アルカリ×2本

4979750-776434 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

アンパンマンたちのかわいいパンでパン屋さんごっこ遊びができます！
パンをかまどに入れるとジャムおじさんとバタコさんが「♪おいしくな～れ」
と歌ってくれます。レジにパンをかざすとピッ！とお買い物遊びもできます。

ピピッとおかいもの！アンパンマンレジスター
大人気のアンパンマンレジスターがリニューアルしました！！本体のスキャナーと
ハンドスキャナーの2つでスキャンする事が出来ます。付属小物のバーコードを
かざすと商品名と金額を読み上げ、本格的なレジ遊びが楽しめます。また、知育遊
びの「数字モード」で数字を覚えたり「計算モード」でお勉強もできます。新機能の
「スマートフォン」や「ポイントカード」を使った遊びも楽しめます。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

セガトイズ 6,980円（税別）

縦23×横26.5×奥行18.5（cm) 単3アルカリ×3本

4979750-793431 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ディズニーマジカルマート  英語と日本語!
スキャンでおしゃべり★ドリームレジスター
英語と日本語でおしゃべりする、ディズニーのレジスターです。ディズニーキャラク
ターのモチーフのかわいい食材が6種付いています。これらを本体中央のスキャナー
にかざすと金額や食材の名前を読み上げるほか、キャラクターたちがおしゃべりして
くれます。4種のモードは、それぞれ日本語と英語で楽しむことができます。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミー 7,000円（税別）

縦19×横20×奥行18（cm) 単3アルカリ×3本

4904810-861355 ⒸDisney ⒸDisney/Pixar, FIAT™
 ⒸDisney. Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard. E.H.Shepard.

おみせいっぱい！  ピカピカ光る！
アンパンマン  フードコート
ピカピカ光る看板が特徴のアンパンマンのフードコートです。お店を選んで注文
するとそれぞれのキャラクターがおしゃべりしてくれます。呼び出しベルのブザー
音が鳴ったら、受取り口から受取り、お水サーバーでお水を注いで、いただきます！
食べ終わったら返却口へ返却して、フードコートの流れを楽しめます。ギミック箇所
では効果音やセリフが流れ、看板上部のボタンや食べ物の小物等、触ってわかるよ
うに配慮されています。

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

セガトイズ

6,980円（税別）

縦29.4×横37.4×奥行17.4（cm) 単3アルカリ×4本

4979750-797163 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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シルバニアファミリーシリーズ
ミニチュアサイズで忠実に再現された家具・遊具・お家・お店等と擬人化した動物で
構成されています。普段触ることのできない物の形を知ることができ、家の構造や
家具の配置などを立体的に確認できます。

メーカー名

価　格

サイズ

エポック社

各種

各450～14,800円（税別）

ⒸEPOCH

おおきなここたまハウス
「かみさまみならい ヒミツのここ
たま」に登場するここたまのため
につくられたハウスです。ラキ
たまドールや家具もついており、
ハウスは表面からも裏面からも
楽しむことができます。デコパー
ツや布パーツを使えばハウスを
自分なりにアレンジすることが
できます。

メーカー名

価　格

サイズ

バンダイ

パッケージ：縦27×横36×奥行24（cm)
5,980円（税別）

ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会4549660-010975

ヒミツのここたま ドールシリーズ
「かみさまみならい ヒミツのここたま」に登場するキャラクターのドールシリーズ
です。ドール・かくれたま・ヒミツのけいやくしょのセットで、ごっこ遊びはもちろん、
本物のたまごを割るようなアクションも楽しめ、ここたまをかくれたまの中に隠し
たり、出してあげたりすることができます。

電　池 単3アルカリ×3本

メーカー名

サイズ

価　格

タカラトミー

4904810-852292

こえだちゃん  カギでうごくよシリーズ  こえだちゃんと木のおうち

Ⓒ TOMY / designed by Suzuka Yoshida.

触っても楽しい仕掛けや、かわいらしいデザインで、こえだちゃんの世界でのミニ
ドール遊びを演出します。付属の「まほうのカギ」を使って効果音と共に木のおうち
を開いたり、自動エレベーターを動かしたり出来ます。また玄関のおしゃべりスイッチ
では２２種のキャラクターのおしゃべりや歌が楽しめます。

縦34×横46×奥行26（cm)
7,800円（税別）

電　池 単4×3本

メーカー名

サイズ

価　格

バンダイ

4549660-039884 

いただきますペコリン

ⒸABC-A･東映アニメーション

キラキラ☆プリキュアアラモードに登場する妖精ペコリンのメカぬいぐるみです。
スプーンを使ったアニマルスイーツの食べさせや、歯みがきなどのお世話あそびが
楽しめます。付属のスプーン、ハブラシ、サンドイッチをそれぞれ識別し、使うといろ
んなおしゃべりをしてくれます。また、お耳にはLEDが搭載されており、ペコリンの
気持ちによって様々な色に光ります。

縦25.5×横20×奥行12（cm)
5,980円（税別）

ようこそ！  たのしい！  パンこうじょうハウス

こえだちゃん  シナモロール  ようこそ☆カフェワゴン

「パン工場」をモチーフとしたドールハウス。表面は「お部屋スペース」、裏面は「パン
こうじょうスペース」になっており、表裏2面にお子さまが繰り返し遊びたくなる仕掛
けが盛りだくさんでたっぷり遊べます。

シナモロールの形状をしたカフェワゴンです。移動式のカフェは、手ころがしで動か
すことができます。シナモロールをイメージしたおいしそうな本物そっくりのフード
パーツの他に、カフェ制服をイメージしたこえだちゃんとシナモロールがついて
いるため、ミニドール遊びを楽しめます。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

バンダイ

タカラトミー

6,458円（税別）

4,800円（税別）

縦28×横29×高24（cm)

縦19×横27×高19（cm)

4549660-002895

4904810-897941

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒ TOMY / designed by Suzuka Yoshida.
Ⓒ2001, 2017 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.S580059

メーカー名 価　格

サイズ

バンダイ

パッケージ：縦20×横10.5×奥行7（cm)
各800～円（税別）

ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会いろえんぴつのかみさま ラキたま：4549660-010982
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メーカー名 価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

パッケージ：縦26×横36×奥行20（cm)

単4アルカリ×2本

5,980円（税別）

4904810-875819 Ⓒ TOMY

リカちゃん  わんにゃんトリマー  にぎやかペットショップ
手触りが異なる10種の小さなペットたちのトリマー遊びが楽しめます。シャワー、
シャンプー、ドライヤー、ブラッシング、トリミング、リボンといった一連の遊びが
リアルな効果音とともに楽しめます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

パッケージ：
縦26.5×横21×奥行5（cm)

各4,980円（税別）

オーシャンカラット：4904810-875833
キャンディデート：4904810-875840 Ⓒ TOMY

リカビジューシリーズ
お子さんもお母さんも一緒に楽しめ
るリカちゃんのシリーズです。髪の毛
や洋服に加え、サングラスやバッグ
などの小物も触って楽しむことがで
きます。

リカちゃん  家具シリーズ

※お人形、ドレス、自動車、洗濯機や冷蔵庫など一部の家具や小物は入っていません。
　撮影用につくられた小物や別売り商品も含まれています。 

※人形は含まれておりません。

※人形は含まれておりません。

※人形は含まれておりません。

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミー

パッケージ：縦30.5×横52×奥行19（cm) 単4アルカリ×2本

6,980円（税別）

4904810-853152 Ⓒ TOMY

リカちゃん ハウスシリーズ
チャイムでピンポーン ひろびろゆったりさん
玄関のチャイム音がごっこ遊びを盛り上げます。ひろびろとしたおうちには固定化
された2段ベッドやお風呂、トイレなどが配置されています。閉じるとコンパクトな箱
型になるので、お片付けも簡単です。

リカちゃん
スイスイ走るよ！電動じてんしゃ
双子の妹、ミキちゃんとマキちゃん
を乗せて、リカちゃんが運転できる
電動の補助付き自転車です。前カゴ
と後部座席は取り外しも可能です。
ハンドルで前輪を曲げると、円を描く
ようにゆっくり走ります。

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

タカラトミー

縦14×横24.5×奥行9.5（cm) 単3アルカリ×1本

2,500円（税別）

4904810-811244 Ⓒ TOMY

オーシャン
カラット

キャンディ
デート

電　池 各種

メーカー名

価　格 サイズ

タカラトミー

1,500円～（税別） 各種

くるくるおせんたくしましょ：4904810-441779　おそうじだいすき：4904810-451631
こおりコロコロれいぞうこ：4904810-451624 Ⓒ TOMY

リカちゃんハウスと一緒に遊べるリカちゃんサイズの家具
や家電のシリーズです。そうじきはゴミパーツがくるくる
まわったり本物のような動きでごっこ遊びが楽しめます。

メーカー名

価　格

サイズ

プレックス

990円（税別）

縦26×横18.5×奥行4.5（cm)

4907953-320741

ハッピー♪おいしゃさんセット
お医者さんの普段触れることが出来ない器具の形を知ることが出来ます。
たくさんの器具が入っているので、お医者さん気分をごっこ遊びで楽しめます。  
      

ⒸＡＢＣｰA・東映アニメーション

メーカー名 価　格

サイズ

プレックス 990円（税別）

縦26×横18.5×奥行5.5（cm)

4907953-320734

ハッピー♪ヘアドレッサーセット
手鏡、くし、小物入れ、ヘアゴム、ドライヤーがセットになって登場！
小物入れに手鏡を差し込むと、鏡台に早変わり！ 
おしゃれごっこ遊びを楽しくします。

ⒸＡＢＣｰA・東映アニメーション
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メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

電　池

電　池

バンダイ

タカラトミー

縦38.5×横10×奥行7（cm)

縦22×横22×奥行22（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×4本

4,980円（税別）

15,000円（税別）

4549660-039891

4904810-869863

ⒸＡＢＣｰA・東映アニメーション

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

くるくるチャージ☆キャンディロッド

もっとなかよしRobi Jr.

キラキラ☆プリキュアアラ
モードに登場する武器アイテ
ムです。キラキラルが詰まっ
た中央のポット部分を回して
攻撃遊びが楽しめます。５個
付属するリボンパーツを交換
する事によって５人のプリキ
ュアになりきれます。

コミュニケーションに特化した「Ｒｏｂｉ」の幼少期ロボットです。ユーザーからの声か
けに反応していろんな会話が楽しめます（仲良し度UP機能も搭載）。時計・カレンダー
機能で一日の挨拶や季節感も変わります。初期設定は音声誘導してくれて、取扱説明
書も音声版がホームページから確認出来ます。

電　池 単4アルカリ×3本

ちいさなプリンセス ソフィア  アバローのミュージカルコンパクト
「ちいさなプリンセス ソフィア」
の大人気の歌が歌えるコンパ
クトです。コンパクト中央の
ハートボタンを押すだけでソ
フィアのおしゃべりや、オープ
ニングテーマソングなど（全5
種）を楽しむことができます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

パッケージ：縦27×横19.5×奥行5.5（cm)
4,000円（税別）

ⒸDisney 4904810-857792

ちいさなプリンセス ソフィア
アバローのおしゃべりペンダント

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

タカラトミー

3,980円（税別）

パッケージ：縦32×横23×奥行5（cm)

テスト用ボタン型ＬＲ４４×3個（付属）　　

4904810-816300 ⒸDisney

付属の12枚のカードをペンダントに差
し込むと、ソフィアの声でおしゃべりを
楽しむことができます。付属のカード
に貼れる点字シールを希望者に無料で
差し上げます。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

電　池

電　池

バンダイ

バンダイ

縦6×横9×奥行11（cm)

縦15×横15×奥行7（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

3,980円（税別）

3,500円（税別）

4549660-039822

4549660-003083

ⒸＡＢＣｰA・東映アニメーション

ⒸNHK

まぜまぜ変身！スイーツパクト

ガラピコぷ～  チョロミーの星のペンダント

キラキラ☆プリキュアアラモードの変身アイテムです。「変身アニマルスイーツ」を
つけて光るボウルをまぜまぜすると、5人のプリキュアへの変身あそびが楽しめます。
アニマルスイーツを全種認識し、3種類のミニゲームでも遊べます。

NHKおかあさんといっしょで放映中の人形劇「ガラピコぷ～」
の劇中でチョロミーが着けている星のペンダントのおもちゃ
です。中央の星ボタンを押すと番組のテーマ曲や3曲の音楽が
歌入りで流れます。その他、ボタンを押すとキラーンという効果
音が流れます。

4543112-545954　4543112-545961 Ⓒ1999　BANDAI・WiZ

ハートそだつよ！プリモプエル（くろ、ぴんく）
本体に内蔵された7つのセンサー
に触れることで時間、季節に応
じたセリフを1,050通りの組み
合わせで2,000通り以上おしゃ
べりしてくれます。更に専用の
WEBページから新しいセリフ
を追加することができます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

バンダイ

パッケージサイズ：縦30×横21×奥行22（cm)

単2アルカリ×4本

13,500円（税別）
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9段変形  ＤＸキューザウェポン

激打撃斬  ＤＸガシャコンブレイカー

モンコレＧＥＴシリーズ
ボイスいっぱい！  モンスターボール

キュウレンジャーが9人分の武器として遊べるなりきりアイテム！   
9種の武器名、攻撃音が鳴る！キュータマ1個付属。

仮面ライダーエグゼイドのなりきり武器アイテム。Ａボタンでハンマーから剣に
モードチェンジ！！Ｂボタンを押してスペシャル攻撃を発動！！

「ポケットモンスター サン&ムーン」の劇中でポケモンをゲットするのに使われる
モンスターボール。その体験をリアルに効果音とおしゃべりで楽しめる玩具です。

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

バンダイ

バンダイ

タカラトミー

縦42×横19×奥行5.5（cm)

縦38×横17×奥行9（cm)

縦7.5×横8.5×奥行8.5（cm)

単4×2本

単4×2本

単4アルカリ×3本

3,980円（税別）

4,000円（税別）

3,790円（税別）

4549660-121381

4549660-88127

4904810-864127

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

バンダイ

バンダイ

バンダイ

縦12×横23×奥行15（cm)

縦11×横26.5×奥行11（cm)

縦10.5×横10.5×奥行10.5（cm)

単4×3本

テスト用ボタン型LR44×3個(付属）　　

単4×3本

4,500円（税別）

オープン価格

3,800円（税別）

4549660-121374

4549660-88110

4549660-144496

Ⓒ2017  テレビ朝日・東映ＡＧ・東映

Ⓒ2016  石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

Ⓒバードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Ⓒ2017  テレビ朝日・東映ＡＧ・東映

Ⓒ2016  石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･ TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku  ⒸPokémon 

変身コントローラー  ＤＸセイザブラスター

変身ベルト  ＤＸゲーマドライバー

カメハメハボール

キュウレンジャーが使用する、
銃タイプの変身アイテム！キュー
タマをセットすると、コントロー
ルレバーとして遊べます！全て
のキュータマが対応！キュータマ
が1個付属

ライダーガシャットをベルトにセットしてレベル１に変身！さらにレバーを開いて
レベル２にレベルアップ！ライダーガシャットに隠されたグラフィックが発光して
浮かび上がる！ライダーガシャット1個付属

あの「カメハメ波」を気弾形状で再現！
タッチセンサー、加速度センサーが
内蔵されており、気の高まりを音と
振動で体感することが可能！

メーカー名 価　格

サイズ 電　池

タカラトミーアーツ

縦6.5×横6.5×奥行6.5（cm) 単4アルカリ×3本

各4,200円（税別）

イエロー：4904790-517693　ブラック：4904790-517709　
グ レ ー：4904790-517716 Ⓒ2012 T-ARTS

かくれんぼクロックちゃん 全３種
いろいろなおしゃべりで楽しく時刻を教えてくれる音声時計です。四角い「クロック
ちゃん」の頭を押すと、すっと立ち上がり、手をパタパタさせながらおしゃべりを
します。触らなくても、ときどきおしゃべりをします。時刻設定も音声を聞きながら
合わせることができます。色ごとにキャラクターの性格が異なります。

【組み替え例】
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メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

ハナヤマ

ハナヤマ

縦18.7×横11.9×高5.5（cm)

縦29.2×横36.7×高4（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

4,980円（税別）

オープン価格

4977513-058254

4977513-058919

ゲームロボット50

本格リバーシ

光と音で体感！大人も子供も楽し
めるゲームが登場！脳を刺激する
50種類のゲームをこの1台に集約
しました。音感・記憶力・判断力・
推理力・瞬発力・計算力を磨きま
しょう。視覚障害の方でも遊べる
ゲームが34種類入っています。

視覚障害をお持ちの方と共同開発！ストレスフリーのリバーシゲーム。
ポイント①駒に入ったシボで、触っただけで表裏が確認できる。
②ゲーム盤の中央のドットがあり、スタート準備がしやすい。
③ゲーム盤には溝があり、駒がずれにくく遊びやすい。

大回転オセロ

パタパタおみみのおさんぽニコ

も～っとドキドキ!!  番犬ガオガオ-ネコの手MIX- ポッキーショック NEO（ネオ）

だっこでペロ キュートなポメちゃん/だっこでペロ キュートなマメシバ

盤とオセロ石が一体となった究極のオセロ。石を回転す
る事により白石と黒石が盤面に現れます。黒石の表面と
盤上の枠線に凹凸が有り、触って確認する事ができます。
石がずれる事がないので、対局を途中で保存することも
できて、片付けも簡単です。

リモコンのレバーを握るとおさんぽします。ボタンを押すと
耳をパタパタさせて遠吠えしたり、音楽に合わせて耳をパタ
パタさせて歩きます。頭をなでると「クゥーン」と耳をパタパ
タさせて喜びます。

いびきをかいて居眠りをしているガオガオのエサ箱からホネを取っていくと突然
ガオッと起き上がります。リアルな音声と大きな動きが楽しいアクションゲームです。
起き上がる確率が高い猛犬モードに加え、おじゃまパーツやネコの手ピンセットが
追加され、さらにドキドキ度がアップしました。

お菓子のグリコポッキーそっくりな本体
の箱から順番にポッキーを引いていき、
はずれのポッキーを引いてしまうと残り
すべてのポッキーが、ぜんぶ箱から飛び出
してしまう、ドキドキのアクションゲーム
です。

トコトコ歩いて尻尾をフリフリ
おさんぽします。頭をなでたり、
抱っこすると喜んで「ク～ンク
～ン」と甘え声を出し、頭を前後
に動かしながら、舌を出してペ
ロペロします。しっぽも振って
大喜び。抱きごこちも良く、触れ
合って楽しめます。

メーカー名

メーカー名

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メガハウス

イワヤ

メガハウス

メガハウス

イワヤ

縦30×横30×高3.5（cm)

縦25×横20×奥行25（cm)

縦18×横13×高19（cm)

縦16.5×横9×高14（cm)

縦26×横11×奥行23（cm)

3,300円（税別）

6,400円（税別）

3,980円（税別）

1,480円（税別）

各5,880円（税別）

4975430-507084

4966510-318713

4975430-511562 4975430-511265

キュートなポメちゃん：4966510-305560
キュートなマメシバ：4966510-305577

TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse

ⒸCHIBI-ROCK  Ⓒ2015 IWAYA CORP.

ⒸEZAKI GLICO CO.,LTD.

Ⓒ2007,2015 IWAYA CORP.

Othello®、オセロは登録商標です。

ゲームロボット25
小さなボディに25種類の多彩なゲーム！さまざまな能力
を駆使して多彩なゲームにチャレンジできます。イヤ
ホンをつければ、いつでもどこでも気兼ねなく遊べます。
視覚障害の方でも遊べるゲームが15種類入っています。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池

ハナヤマ

縦11.5×横5.8×高2.6（cm)

単4アルカリ×3本

2,980円（税別）

4977513-057707

キュートなポメちゃん キュートなマメシバ
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黒ひげ危機一発
黒ひげの人形をセットした樽の穴に順番
に剣を差込み、飛び出させた人が負けと
いうハラハラドキドキのパーティーゲーム
です。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

1,980円（税別）

縦19.5×横13.5×奥行13.5（cm)

4904810-398110 Ⓒ TOMY

スター・ウォーズ
ダース・ベイダー危機一発
映画「スター・ウォーズ」のキャラク
ター「ダース・ベイダー」の危機一発
ゲームです。人形を樽の中央にセッ
トすると劇中の音楽が流れます。
付属のライトセーバーを樽に差し
込む度に2種の効果音でゲーム進
行の臨場感を増してくれます。うま
くヒットすると人形が飛び出し、映
画のメインテーマ曲で勝利をお祝
いします。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

2,600円（税別）

縦18×横12×奥行12（cm)

4904810-888345 Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.

対決！ジャンピング  ピカチュウ
ボタンを順番に押していき、ピカチュウが
飛び出したら負けです。触ってたのしい
リアルな造形のピカチュウと大きな動き
で結果が判り易いアクションゲームです。

メーカー名

価　格

サイズ

メガハウス

2,300円（税別）

縦16.5×横9×高14（cm)

4975430-511326 ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･ TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon 

アンパンマンのドキドキアンパンチ！
４キャラクターのスティックをバイキン
じょう型の本体のミゾに差し込み、当たり
の場所に差し込むとばいきんまんが飛び
出すハラハラ！ドキドキ！のゲームです。

メーカー名

価　格

サイズ

アガツマ

2,200円（税別）

縦22×横14×奥行14（cm)

4971404-312791 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

ガブガブばいきんまん

スター・ウォーズ  ＢＢ－８危機一発

口を開けるとゲームスタート、8本ある歯の
内、1本がはずれで、はずれを押すと口が勢い
よく閉じるハラハラドキドキのゲームです。
ゲームの結果が動作と音声でわかります。

映画「スター・ウォーズ」のキャラク
ター「BB-8」の危機一発ゲームです。
人形を樽の上部中央にセットして、
付属の工具を樽の穴に差し込んで
いきます。かわりばんこ穴に差し
こんで人形が飛び出したら、ゲー
ム終了です。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

アガツマ

タカラトミー

3,300円（税別）

2,500円（税別）

縦11×横16×奥行11.5（cm)

縦21×横15×奥行15（cm)

4971404-312609

4904810-834069

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.

ピカチュウ危機一発
TV「ポケットモンスター」に登場するメイ
ンキャラクター「ピカチュウ」の危機一発
ゲームです。高さ１４ｃｍの樽上部中心に
ピカチュウ人形をセットして、かわりばん
こに剣を樽に差し込んで、ピカチュウを
脱出させた人が勝ち。ゲームの勝敗は明
快で、剣の形状もはっきりしています。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

2,300円（税別）

縦21×横15×奥行15（cm)

4904810-869559 ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･ TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon 

電　池

電　池

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×1本
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おえかきピカットボード おえかきアーティスト
透明プレートに楽しくおえかきが出来る
玩具です。同梱の専用色鉛筆で描いた絵が、
スイッチONでカラフルに色々なパターン
で光ります。描いた絵は自分で消す事が
出来るので、何度も自由に遊ぶ事が出来
ます。

96色のカラーパレットを使って
フルカラーの楽しいお絵かき
ができます。さらに本体裏の
カメラで撮った画像をトレー
スしたり、パラパラアニメや動
く絵の自作など10モードの遊
びができて、コミュニケーショ
ンツールとしても使えるお絵
かき専用のデジタルスケッチ
ブックです。

メーカー名

メーカー名価　格

価　格サイズ

サイズ

ハピネット

メガハウス2,980円（税別）

20,000円（税別）縦24.5×横31×奥行2（cm)

縦16.5×横26.2×高2.5（cm)
4907953-814066 4975430-510992

電　池 電　池単3アルカリ×3本 単2アルカリ×3本

アンパンマン  天才脳はじめてのらくがきデスク
専用ペンやマグネットスタンプで何度も
書いたり消したりできるので、コミュニ
ケーションツールとしても使えます。脚が
取り外し可能なので、床に置いてお絵かき
することもできます。

メーカー名

価　格

サイズ

アガツマ

6,800円（税別）

縦35×横56×奥行46（cm)

4971404-311152 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマン  天才脳らくがき教室
磁石を利用して字や絵を書く
ので汚れずに何度でも書いた
り消したりできます。付属の
キャラクターシートを使えば、
アンパンマンが簡単に書けます。

メーカー名

価　格

サイズ

アガツマ

4,300円（税別）

縦32.5×横42×奥行4.5（cm)

4971404-310100 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

２カラーせんせい カーズ３  せんせい

ちいさなプリンセスソフィア  ２カラーせんせい

赤ペンでかくと「赤」、黒ペンで
かくと「黒」、２色の使い分けが
できる「せんせい」です。ペンは
安心安全に配慮された引っ込
むペン先。○△□のブロック
スタンプは握りやすい形状で
且つ本体が薄くて軽いので、
持ち運びや収納にも便利です。
字や絵を描くのに手が汚れず、
何度でも描いたり、消したりで
きます。

〈ライトニング・マックィーン〉の
コロコロスタンプや黒ペンを
使って楽しめるおえかきボード
です。何度でも簡単に描いた
り、消したりできるのでコミュ
ニケーションボードとしても
活用できます。本体は薄くて
軽いのでお絵かきもし易く、
手を汚す心配もありません。
また持ち運びや収納にも便利
です。

「赤」と「黒」の２本のペンの
ほかに、△、□型スタンプと、
ソフィアの絵が描けるお絵か
きシートが付いています。ペン
は安心安全に配慮された引っ
込むペン先。本体が薄くて軽い
ので、持ち運びや収納にも便
利です。字や絵を描くのに手が
汚れず、何度でも描いたり、消
したりできます。

メーカー名 メーカー名

メーカー名

価　格 価　格

価　格

サイズ サイズ

サイズ

タカラトミー タカラトミー

タカラトミー

3,980円（税別） 4,300円（税別）

4,300円（税別）

縦31×横44×高3.2（cm) 縦35×横44.5×奥行5.5（cm)

縦31×横44×奥行3.2（cm)

4904810-483694 4904810-877448

4904810-840879

Ⓒ TOMY ⒸDisney/Pixar 

ⒸDisney

ミッキー＆フレンズ  ２カラーせんせい
「赤」と「黒」の２本のペンのほ
かに、ミッキーのシルエットが
写るスタンプと、ミッキーやド
ナルドの絵が描けるお絵かき
シートが付いています。ペンは
安心安全に配慮された引っ込
むペン先。本体が薄くて軽い
ので、持ち運びや収納にも便
利です。字や絵を描くのに手
が汚れず、何度でも描いたり、
消したりできます。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

4,300円（税別）

縦31×横44×高3.2（cm)

4904810-817840 ⒸＤisney

うさぎマークのおもちゃ
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ひらがなしりとりパズル
トレイにカードを差し込み、しりとりを完成させるようにピースをはめていくパズル
です。くり返しパズルでことばをつなげることで、語彙を豊かに広げます。

メーカー名

価　格 サイズ

くもん出版

2,900円（税別） パッケージ：縦22×横29×奥行5.5（cm)

4944121-546527

アンパンマン
スイスイピカッとそうじき
アンパンマンのかわいいそうじきです。吸い込む
筒が透明なので、付属のゴミを吸い込んでいるの
が見てわかります。電源がONの時は本体のLED
が光り、カラフルなダミーのゴミが回転します。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池 電　池

アガツマ

3,800円（税別）

縦16×横16×奥行20（cm)

単2アルカリ×4本 単4アルカリ×4本

4971404-310575 Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

ぼくのプラレールカメラ  Ｅ７系新幹線かがやき
Ｅ７系新幹線のデザインが入った本当に写真
や動画が撮れる子どもカメラです。遊びの指
示は全て液晶画面上に、アイコンと字幕でも
表示されるので、目で見ながら誰でも簡単に
楽しめます。撮影の他にミニゲームでも楽し
めます。

メーカー名

価　格

サイズ 電　池

タカラトミー

9,500円（税別）

縦12×横15×奥行9（cm) 単3アルカリ×3本

4904810-887898 ＪＲ東日本商品化許諾済 Ⓒ ＴＯＭＹ

ディズニー＆ディズニー／ピクサーキャラクターズ
できた！がいっぱい ドリームトイパッド
できた！がいっぱい ワンダートイパッド2
ディズニーキャラクターが100種以上、アプリも
100アプリ以上入ったタブレット型のおもちゃ
です。操作は付属のペンタッチだけでなく、振っ
たり、傾けたり、身体を使って遊べます。楽しい
ゲームから学習までを音声とともにテキスト
文字で対応してくれます。

メーカー名

価　格

サイズ

電　池
電　池

タカラトミー

各14,300円（税別）

縦13.5×横17.8×奥行1.9（cm)

単3アルカリ×4本
単3アルカリ×4本

ドリームトイパッド：4904810-866039　ワンダートイパッド2：4904810-895862
ⒸDisney. ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard. ⒸDisney/Pixar,Plymouth SuperbirdTM 

スイスイおえかき  赤

小学館の図鑑ＮEOＰａｄ

スイスイおえかき  カーズ３

いらっしゃいませ！キラパティショップへ☆

お水の入ったペンでシートに描くと発色し、乾くと筆跡が消えるので繰り返し使用
できます。手や服・お部屋を汚さず、大きなシートでのびのびとおえかきあそびが
楽しめます。

パッド型の「動物・恐竜・昆虫
・魚」図鑑で500種の生きも
のが収録されています。知育
ゲームから学習まで生きも
のテーマのアプリが全部で
100種入っています。更にカ
メラで写真が撮れ、図鑑ペー
ジに保存できるので、自分だ
けの図鑑を作ることも出来
ます。ボリュームは目で見て
わかるほかに、各アプリは音
声と同時にテキスト文字や
画像などで対応しています。

映画「カーズ クロスロード」のお水で描けるお絵かきシートです。乾くと消えるので、
手や服・お部屋を汚さずに繰り返し描いて楽しめます。本体は薄くて軽いシートなので
持ち運びも楽です。

アニメ「キラキラ☆プリキュアアラモード」
に登場するスイーツショップ「キラキラ
パティスリー」と同じデザインのお店屋
さんごっこが楽しめるカラー液晶アイテ
ムです。アニマルスイーツをセットする
とカラー液晶画面に様々な画面が表示
されるので、耳の不自由な方でも直観
的に楽しんでいただけます。他にもミニ
ゲームやお勉強メニューなど様々なメニ
ューもカラー液晶画面で楽しんでいた
だけます。

メーカー名

メーカー名

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

パイロットインキ

タカラトミー

タカラトミー

バンダイ

2,980円（税別）

15,000円（税別）

3,980円（税別）

9,980円（税別）

縦78×横78（cm)

縦13.2×横17.6×奥行2.3（cm)

縦30×横38×奥行7（cm)

縦16×横17.5×奥行7（cm)

4977554-229064

4904810-962113

4904810-895886

4549660-039860 

ⒸPILOTINK

Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

ⒸDisney/Pixar 

ⒸABC-A・東映アニメーション



ポカポンゲーム

サイモン  エア

おたがいに相手の頭を叩きあい、
勝った時には相手の人形の頭がは
ずれ、一目で勝ち負けがわかるよ
うになっています。ボタンを押す
だけなので誰でも簡単に遊ぶこと
ができます。

ランダムに光る赤、青、黄、緑の４色を
目で追って覚え、あとに続いて手をか
ざしていく記憶力ゲームです。ゲームの
スタートや結果が音に頼らず、光の点
滅だけでも理解して楽しめます。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

エポック社

タカラトミー

1,280円（税別）

3,500円（税別）

縦6.4×横22.9×高17（cm)

縦26×横26×奥行5.5（cm)

4905040-054951

4904810-868712

ドンケツゲーム

バーチャルマスターズ  スピリッツ  全２種

おたがいに相手のお尻を押しあい、
勝ったときには相手の人形が倒れ、
一目で勝ち負けがわかるようになっ
ています。レバーを動かすだけなので
誰でも簡単に遊ぶことができます。

魚がえさに食らいつく手ごたえや引っ張
られる体感が楽しめるバーチャルタイプ
の魚釣りゲームです。魚を釣り上げる際の
魚の重量もそれぞれ異なるので、音以外の
体感も変化します。ゲームの進行は画面上
に出てくる字幕で全て進行が可能です。
ボリューム選択機能付き。

メーカー名

メーカー名

価　格

価　格

サイズ

サイズ

エポック社

タカラトミーアーツ

1,280円（税別）

各9,800円（税別）

縦12.3×横14×高13.6（cm)

縦25×横11×奥行6（cm)

4905040-056047

レッド：4904790-510199　ブルー：4904790-510182

うさぎマークのおもちゃ
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電　池電　池 単3アルカリ×4本単3アルカリ×3本

Hello!Zoomer （ハロー！ズーマー) 
ビーグル犬／ハーティーダルメシアン
本物の犬のような動きをする、仔犬型
ロボットです。音声認識により命令に応
じてさまざまな芸をしたり、鳴いたり、
目の表情が変わったりします。命令は
「わかりやすく短く、言いやすい言葉」
になっています。また、言葉を上手く発
音できない子にも遊びやすいように
アプリや公式ホームページでも、命令
音声を提供しています。

メーカー名

価　格

サイズ

タカラトミー

各18,000円（税別）

縦23×横28×奥行20（cm)

ビーグル犬:4904810-836506　ハーティーダルメシアン:4904810-855996 Ⓒ ＴＯＭＹ

電　池 リチウムイオン電池内蔵

Hello! Woonyan （ハロー！ウ～ニャン)         
本物の猫のような動きをする、仔猫型
ロボットです。おでこやほおをやさしく撫
でると本体が微振動をしながらゴロゴロ
鳴いたりもします。猫の気分は瞳の色で
判別することができるので、言葉を使わ
ずにスキンシップが楽しめます。手やじゃ
れボールを使うとじゃれるように後を追
いかけます。

メーカー名 価　格

サイズ

タカラトミー 18,000円（税別）

縦24×横17.5×奥行29（cm)

 4904810-860211 Ⓒ ＴＯＭＹ

電　池 リチウムイオン電池内蔵

シャクレルプラネット  シャクレルミミクリー  全３種
デフォルメされた動物たちのぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音をまねしながら、
ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。あごがしゃくれたユニークな動物キャラ
クター「シャクレルプラネット」のデザインで、まね出来る音は最長６秒間。小さな音に
も反応し、目で見ていても楽しめます。本商品は既存シリーズとは異なる「低音ボイス」
でオウム返しをしてくれます。

メーカー名 価　格

サイズ

タカラトミーアーツ 各3,700円（税別）

縦14×横11×奥行11（cm)

ⒸPanda's ana  ⒸT-ARTS

デフォルメされた動物のぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音をまねしながら、
ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。まねできる音の長さは最長6秒間。
小さな音にもすばやく反応する、目で見ていても楽しいぬいぐるみです。

ミミクリーペット  シリーズ

メーカー名 価　格

サイズ

電　池電　池

タカラトミーアーツ

①～③：縦14×横9×奥行9（cm)、④：縦13×横9×奥行9.5（cm)

①ピーナッツクリーム:4904790-284564　②メイプルブラウン:4904790-284588
③ココアブラウン:4904790-284571　④ポメラニアン:4904790-284892

パンダ：4904790-285592　ライオン：4904790-285608　ハリネズミ：4904790-285615
Ⓒ2016 T-ARTS

Ⓒ2016 T-ARTSⒸ2016 Hasbro. All Rights Reserved.

各3,200円（税別）

単4アルカリ×3本単4アルカリ×3本

①ピーナッツクリーム ③ココアブラウン②メイプルブラウン ④ポメラニアン
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日本点字図書館
立体囲碁アイゴ(十九・九路盤)
盤面の線が立体に浮き上がり、碁石の裏側には切れ目が入っているので、盤面に碁石を
固定させることができます。 黒の碁石には突起が入っているので、触って碁石を
判別することができます。表面は19路盤、裏面は初心者用の9路盤として楽しめます。

メーカー名

価　格

サイズ

日本視覚障害者囲碁協会

13,680円（税込）

縦44×横46×高2.5（cm)

縦14×横30×高1.3（cm)

KATAMINO パズル
数学的脳や戦略的思考を養うことができる、フランス生まれの木製パズル。
パズルゲームのほか、積み木や動物の形を作って遊ぶこともできます。

メーカー名

価　格

サイズ

ギガミック社

3421271-302018

7,130円（税込）

ウノ
トランプのページワンをより面白くしたカードゲーム、ウノ。（各カードに点字付）

メーカー名

価　格

サイズ

マテルインターナショナル株式会社

1,840円（税込）

カード一枚の大きさ
縦8.7×横5.6（cm)

Ⓒ1981. 1987. 1989. 1990. 1991. 
　I.G.I LIMITED-A MATTEL COMPANY.

アラビアの壺
「シャラシャラ」「カラカラ」「コロコロ」のいずれかが鳴る壺が3個ずつあり、
同じ音の壺をタテ・ヨコ・斜めのどれか一列に並べた人が勝ちです。2人～6人用。

メーカー名

価　格

サイズ

ギフトテンインダストリ株式会社

7,345円（税込）

盤：縦20.5×横20.5×高0.4（cm)
壺：縦4.3×横4.3×高5.5（cm)

トランプ
プラスチック製のトランプに、マークと数字を点字でうったものです。

メーカー名

価　格

サイズ

日本点字図書館

1,295円（税込）

カード一枚の大きさ
縦8.8×横5.8（cm)

ホームページ
http://yougu.nittento.or.jp/

ルービックキューブ
各マスの6つの面を同じ色（手触り）にすることが最終目的です。
（色ごとに手触りの異なるシール付）

メーカー名

価　格

サイズ

株式会社メガハウス

2,520円（税込）

1辺が5.5（cm） Ⓒ1974 Rubik’s    Used under Rubiks Brand Ltd.  All rights reserved.R



共用品推進機構について付 録

障害の有無や年齢・性別などの違いを感じることなく、誰もが安心して暮らせるバリアフリー
社会。共用品推進機構は、そんな社会の実現のために、「共用品・共用サービス」の普及・啓発を
推進しています。また、市民、行政、企業、業界団体の間の橋渡し役として、みんなの「生の声」を
活かした活動を続けています。

共用品・共用サービスとは 使いやすさの形

共に考え、共に創る「不便さ」や「便利さ」を調べ伝える

次の三者を包括する概念である。

（1）福祉用具がもとで一般化した福祉目的の設計（
（2）初めから全ての人々を対象に、適合するよう考える共用設計（
（3）一般製品の利用上の不都合をなくすバリア解消設計（

福祉用具 一般製品

共 用 品

…専用福祉用具
…一般化した福祉目的の設計製品
…共用設計製品
…バリア解消設計製品
…一般製品

他の容器と区別
するための
ギザギザ、ライン

他の紙パック飲料と
区別するための
牛乳パックの切欠き

乗り降りしやすいように

スロープが出て

段差がなくなるバス

スマートホンの
着信などを

振動・音声・光で
知らせる機能

高齢者や障害のある人たち、難病の人たちが、どんなことに
困っているかを調べたり、良かったことを調べたりしています。
その調査結果が、モノづくりやサービスに活かされるよう、
調整しまとめています。

私たちの身のまわりのいろいろなところで、共用品・共用
サービスが使われています。みんなでアイデアや工夫を
出し合い、共用品・共用サービスを一緒に創り、普及に
つなげています。また、製品を開発するためのルール作り
も行っています。
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・ このカタログに掲載されているおもちゃは、
 日本点字図書館扱い以外、玩具店でお買い求めになれます。
・ 時期によっては、お買い上げいただけない場合がございます。
・ 商品の価格はメーカー希望小売価格を表示してあります。

カタログ掲載商品お問い合せ先（あいうえお順）

（株）アガツマ
〒111-8524
東京都台東区浅草橋3-19-4
TEL.03（5820）1171／FAX.03（5820）1179

イワヤ（株）
〒121-8520
東京都足立区梅島2-14-7
TEL.03（3889）6115／FAX.03（3889）6140

（株）エポック社（お客様サービスセンター）
〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
TEL.029（862）5789／ＦＡＸ．０29（862）1180

（株）カワダ 長野工場 お客様サービス課
〒389-0514
長野県東御市加沢1409
TEL.0268（62）1819

（株）くもん出版
〒108-8617
東京都港区高輪4-10-18京急第1ビル13階
TEL.0120（373）415／FAX.03（5421）1612

コンビ（株）コンシューマープラザ
〒339-0025
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.048（797）1000／ＦＡＸ．０48（798）6109

（株）ジョイパレット
〒111-0051
東京都台東区蔵前1-8-2東邦ビル
TEL.03（3864）1151／FAX.03（3864）7501

（株）セガトイズ お客様相談センター
〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-20-8　CSタワー４F
ナビダイヤル.0570-057-080／FAX.03（5829）9336

（株）タカラトミー（お客様相談室）
〒124-8511
東京都葛飾区立石7-9-10
ナビダイヤル.0570-04-1031／ＦＡＸ．０３（５６5０）１０４７

（株）タカラトミーアーツ（お客様相談室）
〒124-8511
東京都葛飾区立石7-9-10
ナビダイヤル.0570-04-1173／ＦＡＸ．０３（5650）１０４７

パイロットインキ（株）玩具事業部 お客様相談室
〒466-8588
愛知県名古屋市昭和区緑町3-17
TEL.052（732）4924／FAX.052（732）4943

（株）ハナヤマ
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町1-25秋葉原鴻池ビル6F
TEL.03（5298）2244／FAX.03（5298）2250

（株）ハピネット（お客様窓口）
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-5駒形CAビル
TEL.0120-755-995／FAX.03（5828）6353

（株）バンダイ お客様相談センター
〒277-8511
千葉県柏市豊四季241-22
ナビダイヤル.0570-041-101
PHS、IP電話をご利用中の方は
04-7146-0371におかけください。

（株）プレックス（お客様サービスセンター）
〒277-8511
千葉県柏市豊四季241-22
TEL.04（7146）8251／ＦＡＸ．０３（5827）5216

（株）増田屋コーポレーション
〒111-8678
東京都台東区蔵前2-6-4
TEL.03（3861）0152／FAX.03（3861）2407

（株）メガハウス
〒111-0043
東京都台東区駒形2-5-4
TEL.03（3847）1740／FAX.03（3842）5157

ローヤル（株）
〒111-0042
東京都台東区寿2-9-5
TEL.03（3842）4756／FAX.03（3844）1891

〒130-8611
東京都墨田区東駒形4-22-4

TEL.03（3829）2513／FAX.03（3829）2510 
2017年6月1日発行

発行：一般社団法人 日本玩具協会　共遊玩具推進部
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