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　なりきり新幹線

作　　　品　　　名

　ルービック360

　家あげ花火（ウチアゲハナビ）

　トランスフォーマーディズニーレーベル　ミッキーマウストレーラー

　昭和銀座ジオラマ

　クリスタルパズル　ホース　

作　　　品　　　名

　生キャラメルポット

作　　　品　　　名

　なぞるおえかき　ピカッとかけた！

　マイメロディ　おしえてナビキッチン

　かまってかまって　わんぱくシバちゃん

　ピカピカいっしょにおりょうりショー

　オセロ極【きわめ】

　TV地球儀

　アンパンマン　ソーラーメリー

作　　　品　　　名

共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門

ベーシックベーシックベーシックベーシック・・・・トイトイトイトイ部門部門部門部門

トレンディトレンディトレンディトレンディ・・・・トイトイトイトイ部門部門部門部門

ハイターゲットハイターゲットハイターゲットハイターゲット・・・・トイトイトイトイ部門部門部門部門

　ハニービー3ch　ミッションキャリアー　S.W.A.T

　夢ねこヴィーナス

　ROBO-Q　RQ-01フューチャーホワイト

作　　　品　　　名

　メタルファイトベイブレード　BB-32　ハイブリッドウィール対戦セット　

　エコブロック　たっぷりセット

　くもんのNEW日本地図パズル

　仮面ライダーディケイド変身ベルト　DXディケイドライバー

　株式会社エポック社

社　　　名

　株式会社セガトイズ

　株式会社アガツマ

　イワヤ株式会社

　株式会社アガツマ

2009年9月発売予定

2009年6月

2004年7月

発売日

2009年7月

2009年8月発売予定

　株式会社トーホー

　株式会社メガハウス

社　　　名

　株式会社ビバリー

社　　　名

　株式会社タカラトミー

　株式会社バンダイ

社　　　名

　株式会社メガハウス

　株式会社セガトイズ

　株式会社タカラトミー

　株式会社バンダイ

　株式会社河田

　株式会社くもん出版

　ローヤル株式会社

　株式会社シー・シー・ピー

　株式会社セガトイズ

　株式会社タカラトミー

社　　　名

　株式会社タカラトミー

小売価格（税込）

3,570円

5229円

3,675円

9,240円

3,465円

36,750円

2009年2月

2009年7月

2009年7月

2009年2月

発売日

2009年3月

2009年4月

2009年4月

2004年2月

2009年1月

2009年6月

発売日

2009年7月

　2009年8月発売予定

発売日

2009年8月発売予定

2008年8月

3,129円

2009年7月

発売日

2009年4月

10,500円

3,675円

小売価格（税込）

8,925円

4,179円

4,725円

3,465円

※これから発売となる商品のなかには、発売日が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

2,499円

15,540円

3,990円

198,000円

2,625円

小売価格（税込）

2009年4月

2009年5月

2009年4月

2009年3月

　株式会社メガハウス

　アイデス株式会社

　株式会社エポック社

　株式会社バンダイ

　ミッフィーアイメリー

小売価格（税込）

3,675円

5,250円

2,940円

6,825円

4,179円

小売価格（税込）

8,379円

8,379円



障害のあるお子様も、そうでないお子様と「共に遊ぶ」ことができるための
様々な配慮が施されたおもちゃ。

《大賞》

◇◇◇◇なぞるおえかきなぞるおえかきなぞるおえかきなぞるおえかき ピカッピカッピカッピカッとかけたとかけたとかけたとかけた！！！！
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社セガトイズセガトイズセガトイズセガトイズ））））

価格価格価格価格：：：：3333,,,,570570570570円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年8888月発売予定月発売予定月発売予定月発売予定

光で文字や絵がかけるお絵描きボード。
暗いところでも使うことができるので、聴覚障害の
あるお子様が、手話や表情を読むことができない
場面でもコミュニケーションをとることが可能。

《優秀賞》

◇◇◇◇マイメロディマイメロディマイメロディマイメロディ おしえておしえておしえておしえてナビキッチンナビキッチンナビキッチンナビキッチン
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社アガツマアガツマアガツマアガツマ））））

価格価格価格価格：：：：5,2295,2295,2295,229円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2008200820082008年年年年8888月発売月発売月発売月発売

マイメロディが料理の手順を音声で教えてくれる
キッチン遊び玩具。
その他IHクッキングヒーターの火加減や水道
遊びなども音声や光とともに遊ぶことができる。

◇◇◇◇かまってかまってかまってかまってかまってかまってかまってかまって わんぱくわんぱくわんぱくわんぱくシバシバシバシバちゃんちゃんちゃんちゃん
（（（（イワヤイワヤイワヤイワヤ株式会社株式会社株式会社株式会社））））

価格価格価格価格：：：：3,3,3,3,675675675675円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年9999月発売予定月発売予定月発売予定月発売予定

じゃれてくる犬のかわいらしさを表現した電動
動物玩具。
背中をなでたり、付属の骨を使ってコミュニケー
ションをとることで、お座りをしたり、喜んでいる
ような声を出したりするワンちゃんと遊ぶことが
できる。

◇◇◇◇ピカピカピカピカピカピカピカピカいっしょにおりょうりいっしょにおりょうりいっしょにおりょうりいっしょにおりょうりショーショーショーショー
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社トーホートーホートーホートーホー））））

価格価格価格価格：：：：9,2409,2409,2409,240円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年6666月発売月発売月発売月発売

音・光・動きがショーのようににぎやかで楽しい
キッチン遊び玩具。
見て楽しむだけでなく、ままごと遊びもしっかり
できるようにパーツも充実。

◇◇◇◇オセロオセロオセロオセロ極極極極【【【【きわめきわめきわめきわめ】】】】
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社メガハウスメガハウスメガハウスメガハウス））））

価格価格価格価格：：：：3333,465,465,465,465円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2004200420042004年年年年7777月発売月発売月発売月発売

「オセロ石」が盤と一体化したオセロゲーム。
指先一つで簡単にひっくり返すことができ、
ゲーム終了後の後片付けも簡単。
また、黒石の面に凸凹をつけたことで、目の
不自由な方も楽しめる。

共遊玩具部門



一歩先を行く、新しい技術やアイデアがつまったおもちゃ。

《大賞》

◇◇◇◇TV地球儀地球儀地球儀地球儀

（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社エポックエポックエポックエポック社社社社））））
価格価格価格価格：：：：36363636,,,,750750750750円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年7777月発売月発売月発売月発売

本体とTVをつなぎ、付属のペンで地球儀をタッチ
するとTV画面に表示されている地球からタッチした
国の首都や世界遺産などの情報がクローズアップ
されてみることができる、世界初のTVにつなげる
地球儀。

《優秀賞》

◇◇◇◇アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン ソーラーメリーソーラーメリーソーラーメリーソーラーメリー
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社アガツマアガツマアガツマアガツマ））））

価格価格価格価格：：：：8888,,,,379379379379円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年8888月発売予定月発売予定月発売予定月発売予定

部屋の明るさでもメロディとともにメリーを動かす
ためのエネルギーに変換する小さなソーラー
パネルを搭載した乾電池不要のメリー。
床置き、ベビｰベッド取り付けの2WAYの使用が
可能。

◇◇◇◇ハニービーハニービーハニービーハニービー 3ch

ミッションキャリアーミッションキャリアーミッションキャリアーミッションキャリアー S.W.A.T.

（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社シーシーシーシー・・・・シーシーシーシー・・・・ピーピーピーピー））））
価格価格価格価格：：：：8,3798,3798,3798,379円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年7777月発売月発売月発売月発売

地上・空中が連動した新しいアクションを楽しめる
赤外線コントロールアイテム。
キャリアーとキャリアーに収納されているヘリコプ
ターの全てのアクションを１台のコントローラーで
操作が可能。

◇◇◇◇夢夢夢夢ねこねこねこねこヴィーナスヴィーナスヴィーナスヴィーナス
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社セガトイズセガトイズセガトイズセガトイズ））））

価格価格価格価格：：：：10,10,10,10,500500500500円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年7777月発売月発売月発売月発売

本物の猫を飼っている気分を楽しめる代理ペット
ロボット。
実際の猫が行う「顔を洗う」仕草や背中をなでると
喜ぶ仕草などのほか、まぶたや口、耳も本物
そっくりに動く。また、遊ぶことで脳（前頭前野）の
活性化が得られる。

◇◇◇◇ROBO-Q RQ-01フューチャーホワイトフューチャーホワイトフューチャーホワイトフューチャーホワイト
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社タカラトミータカラトミータカラトミータカラトミー））））

価格価格価格価格：：：：3,6753,6753,6753,675円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年2222月発売月発売月発売月発売

全長わずか3.4cmの人工知能(AI)搭載ロボット。
前進・左・右の３方向に歩行をコントロールする
ことができるほか、自分で障害物を避けて歩行
したり、障害物に向かって歩行するなど自らの
意思で行動する2つの「AIモード」を搭載。

イノベーション・トイ部門



いつの日も変わらない、子どもたちをとりこにするおもちゃ。

《大賞》

◇◇◇◇メタルファイトベイブレードメタルファイトベイブレードメタルファイトベイブレードメタルファイトベイブレード BB-32

ハイブリッドウィールハイブリッドウィールハイブリッドウィールハイブリッドウィール対戦対戦対戦対戦セットセットセットセット
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社タカラトミータカラトミータカラトミータカラトミー））））

価格価格価格価格：：：：3333,675,675,675,675円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年3333月発売月発売月発売月発売

2人対戦でベイバトルがすぐにできる対戦セット。
5層構造のハイブリッドウィールシステムを搭載し、
コマを集め組み替えることで、多彩なバトルと改造
が可能。

《優秀賞》

◇◇◇◇エコブロックエコブロックエコブロックエコブロック たっぷりたっぷりたっぷりたっぷりセットセットセットセット
（（（（株式会社河田株式会社河田株式会社河田株式会社河田））））

価格価格価格価格：：：：5555,,,,250250250250円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年4444月発売月発売月発売月発売

再生出来ず廃棄されてきた紙を主原料にした
新素材を使ったエコを意識したブロック。
従来のダイヤブロックと同等の強度・耐久性を
持ち、同じサイズなので一緒に遊ぶこともできる。
また、プラスチックと木製の中間のような風合い
を持つ。

◇◇◇◇くもんのくもんのくもんのくもんのNEW日本地図日本地図日本地図日本地図パズルパズルパズルパズル
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社くもんくもんくもんくもん出版出版出版出版））））

価格価格価格価格：：：：2,9402,9402,9402,940円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2004200420042004年年年年2222月発売月発売月発売月発売

遊びながら日本地図に親しめるパズル。
8つの地方ごとに色分けされた「基本ピース」と
全て白一色の「発展ピース」があり、子どもの力に
合わせて遊ぶことが可能。
「都道府県名確認地図」や「地形図」なども付属。

◇◇◇◇仮面仮面仮面仮面ライダーディケイドライダーディケイドライダーディケイドライダーディケイド
変身変身変身変身ベルトベルトベルトベルト DXディケイドライバーディケイドライバーディケイドライバーディケイドライバー

（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社バンダイバンダイバンダイバンダイ））））
価格価格価格価格：：：：6,8256,8256,8256,825円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年1111月発売月発売月発売月発売

「仮面ライダーディケイド」に登場する主人公の
なりきりベルト。付属の「仮面ライダーカード」を
スキャンすることで、テレビ同様の変身サウンドを
再現。また、別売りのカードを使って、最大25人
の仮面ライダーに変身することもできる。

◇◇◇◇なりきりなりきりなりきりなりきり新幹線新幹線新幹線新幹線
（（（（ローヤルローヤルローヤルローヤル株式会社株式会社株式会社株式会社））））

価格価格価格価格：：：：4,1794,1794,1794,179円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年6666月発売月発売月発売月発売

本物そっくりのマスコン操作でN700系新幹線の
運転手気分になれる、なりきりおもちゃ。
6種類のリアルサウンドとマスコンレバーを使った
3段階のスピード調整とブレーキランプで運転手
気分を盛り上げる。手を挟めないように空回り安
全機構も搭載。

ベーシック・トイ部門
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大人をはじめ、幅広い層が楽しめるおもちゃ。

《大賞》

◇◇◇◇ルービックルービックルービックルービック360

（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社メガハウスメガハウスメガハウスメガハウス））））
価格価格価格価格：：：：2222,,,,499499499499円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年7777月発売月発売月発売月発売

考えるだけではなく、構造理解力・スキル・バラ
ンス感覚が問われる新世代パズル。
「ルービックキューブ」を開発したエルノー・ルー
ビック氏による、今までルービックキューブができ
なかった人も挑戦ができるアイテム。

《優秀賞》

◇◇◇◇家家家家あげあげあげあげ花火花火花火花火（（（（ウチアゲハナビウチアゲハナビウチアゲハナビウチアゲハナビ））））
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社セガトイズセガトイズセガトイズセガトイズ））））

価格価格価格価格：：：：15151515,,,,540540540540円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年8888月発売予定月発売予定月発売予定月発売予定

自宅で花火大会気分を楽しめる新ホームエンタ
テインメント商品。
花火大会での期待とワクワク感を味わえる「花火
大会モード」と花火師になった気分で構成を作る
「花火師モード」で構成。また自作のメッセージや
イラストを”家（うち）あげる”ことも可能。

◇◇◇◇トランスフォーマーディズニーレーベルトランスフォーマーディズニーレーベルトランスフォーマーディズニーレーベルトランスフォーマーディズニーレーベル
ミッキーマウストレーラーミッキーマウストレーラーミッキーマウストレーラーミッキーマウストレーラー

（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社タカラトミータカラトミータカラトミータカラトミー））））
価格価格価格価格：：：：3,9903,9903,9903,990円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年2222月発売月発売月発売月発売

トレーラーからミッキーマウス型ロボットに変形する
トランスフォーマーとディズニーのコラボレーション
アイテム。
運転席のミッキーマウスがロボット変形時にはバト
ルスーツを着てロボット頭上に登場するなどのギミ
ックが搭載。

◇◇◇◇昭和銀座昭和銀座昭和銀座昭和銀座ジオラマジオラマジオラマジオラマ
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社バンダイバンダイバンダイバンダイ））））

価格価格価格価格：：：：198,00198,00198,00198,000000円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年4444月発売月発売月発売月発売

日本中が活気に溢れていた昭和30年代。戦後

日本復興の象徴であった銀座の街並みを再現。
当時のランドマークや街のざわめきなどを具現化
し、ジオラマの中に当時と同じ時間が流れるよう

に、都電や雑踏の人々の動きも表現。

◇◇◇◇クリスタルパズルクリスタルパズルクリスタルパズルクリスタルパズル ホースホースホースホース
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社ビバリービバリービバリービバリー））））

価格価格価格価格：：：：2,6252,6252,6252,625円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年7777月発売月発売月発売月発売

美しく輝く透明のジグソーピースを組み上げる
ハイクオリティな立体パズル。
「手ごたえのあるサイズのものが欲しい」という
購入者からのリクエストにより従来のサイズよりも
2.5倍の大きさとなっている。

ハイターゲット・トイ部門
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その時々の時代のキーワードを捉えた、話題性の高いおもちゃ。

《大賞》

◇◇◇◇生生生生キャラメルポットキャラメルポットキャラメルポットキャラメルポット
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社タカラトミータカラトミータカラトミータカラトミー））））

価格価格価格価格：：：：3333,,,,129129129129円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年4444月発売月発売月発売月発売

生キャラメルを電子レンジで簡単に作ること
ができるクッキングトイ。
全て市販の材料を使って作ることができ、
調理時間は約10分、材料費も1回分約100円
と経済的。

《優秀賞》

◇◇◇◇ミッフィーアイメリーミッフィーアイメリーミッフィーアイメリーミッフィーアイメリー
（（（（アイデスアイデスアイデスアイデス株式会社株式会社株式会社株式会社））））

価格価格価格価格：：：：8,8,8,8,925925925925円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年3333月発売月発売月発売月発売

本体内蔵の音楽のほかミュージックプレイヤーを
つなげて、自分の好きな音楽も楽しむことができる
花型のメリー。
メリーとしてだけでなく、スピーカーとしての使用も
可能。また、ベッドとフロアの２シチュエーションで
使用できる。

◇◇◇◇アクアビーズファインアクアビーズファインアクアビーズファインアクアビーズファイン☆☆☆☆
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社エポックエポックエポックエポック社社社社））））

価格価格価格価格：：：：4,1794,1794,1794,179円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年4444月発売月発売月発売月発売

糸や工具などを使用せずに水だけでビーズ
アクセサリーなどを作ることができるホビーアイテム。
ビーズを並べて水をかけ、乾いたら付属のアクセ
サリーパーツをつければ完成する。その他パレット
やペンなども全てセットになっている。

◇◇◇◇遊歩計遊歩計遊歩計遊歩計シリーズシリーズシリーズシリーズ
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社バンダイバンダイバンダイバンダイ））））

価格価格価格価格：：：：4,7254,7254,7254,725円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年5555月発売月発売月発売月発売

楽しみながらウォーキングができる、ゲーム要素の
入ったエンターテインメント歩数計。
歩数によって、作品のストーリーに沿った様々な
イベントが発生したり、応援キャラが登場するなど
エンターテイメント性を付加しつつ、本格的な歩数
計としての機能も備えている。

◇◇◇◇ペンペンペンペンでかんたんでかんたんでかんたんでかんたん！！！！ ネイルキュートネイルキュートネイルキュートネイルキュート
（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社メガハウスメガハウスメガハウスメガハウス））））

価格価格価格価格：：：：3,4653,4653,4653,465円円円円（（（（税込税込税込税込）））） 2009200920092009年年年年4444月発売月発売月発売月発売

ペンとステンシルで簡単にキュートなネイルチップ
がつくれるホビーアイテム。
好きな色のネイルチップとペン、ステンシルを選び
模様を描き、さらに付属のデコパーツなどでデコ
レーションするだけで簡単にオリジナルのネイル
チップが完成する。

トレンディ・トイ部門
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