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共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具共遊玩具共遊玩具共遊玩具とは・・・・とは・・・・とは・・・・とは・・・・ 障害障害障害障害があるがあるがあるがある子子子子どももそうでないどももそうでないどももそうでないどももそうでない子子子子どももどももどももどもも「「「「共共共共にににに遊遊遊遊ぶぶぶぶ」」」」ことができるためのことができるためのことができるためのことができるための、、、、様様様様々々々々なななな配慮配慮配慮配慮がががが施施施施されたされたされたされた玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 小小小小さなさなさなさな凸凸凸凸をつけるなどをつけるなどをつけるなどをつけるなど、、、、視覚視覚視覚視覚やややや聴覚聴覚聴覚聴覚にににに障害障害障害障害があってもがあってもがあってもがあっても他他他他のののの子子子子どもとどもとどもとどもと変変変変わらずわらずわらずわらず楽楽楽楽ししししめるめるめるめる配慮配慮配慮配慮がなされているかがなされているかがなされているかがなされているか。。。。〇〇〇〇 豊豊豊豊かなかなかなかな情操情操情操情操のののの発育発育発育発育、、、、知識知識知識知識・・・・知恵知恵知恵知恵のののの発達発達発達発達、、、、丈夫丈夫丈夫丈夫でででで健康健康健康健康なななな体作体作体作体作りにりにりにりに効果的効果的効果的効果的にににに寄与寄与寄与寄与するするするすることがことがことがことが期待期待期待期待ができるかができるかができるかができるか。。。。
こっちをむいてこっちをむいてこっちをむいてこっちをむいて おさんぽおさんぽおさんぽおさんぽ瞬太郎瞬太郎瞬太郎瞬太郎

（イワヤ株式会社）

2011年8月発売

希望小売価格（税込）

6,280円

刺繍入刺繍入刺繍入刺繍入りのりのりのりの前掛前掛前掛前掛けとピンクのけとピンクのけとピンクのけとピンクの可愛可愛可愛可愛いリモコンいリモコンいリモコンいリモコン付付付付きのきのきのきの柴犬柴犬柴犬柴犬のおさのおさのおさのおさ

んぽワンちゃんですんぽワンちゃんですんぽワンちゃんですんぽワンちゃんです。。。。これまでのおさんぽワンちゃんでは、歩

くスピードが遅いために、お子様があきてしまうことがありま

したが、お子様が楽しめるスピードでお散歩遊びが出来ます。

また、散歩中にワンちゃんの後ろ姿しか見えなかった点を改善

し、本物の犬と同様に、後ろを振り返って飼い主を少し見上げ

る機能を追加しました。その他、小さいお子様が大好きなお

しっこアクション、レバーがちゃんと握れなくても遊べる様に

メロディ付き自動おさんぽボタンもついております。メロディ付き自動おさんぽボタンもついております。

いろんなあけかたいろんなあけかたいろんなあけかたいろんなあけかた

（コンビ株式会社）

カギをカギをカギをカギを使使使使ったりったりったりったり、、、、ひねったりひねったりひねったりひねったり、、、、まわしたりとまわしたりとまわしたりとまわしたりと指先指先指先指先をををを

細細細細かくかくかくかく使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、大大大大きさのきさのきさのきさの違違違違うううう「「「「くまくまくまくま」」」」・・・・「「「「ぶぶぶぶ

たたたた」」」」・・・・「「「「いぬいぬいぬいぬ」」」」・・・・「「「「ねこねこねこねこ」」」」・・・・「「「「ひよこひよこひよこひよこ」」」」のののの人形人形人形人形をををを

次次次次々々々々とととと取取取取りりりり出出出出したりしたりしたりしたり、、、、入入入入れたりするくりれたりするくりれたりするくりれたりするくり返返返返しししし遊遊遊遊びをびをびをびを

通通通通じてじてじてじて大大大大きさやきさやきさやきさや形形形形のののの認識認識認識認識、、、、指先指先指先指先のののの発達発達発達発達をうながすトをうながすトをうながすトをうながすト

レーニングトイですレーニングトイですレーニングトイですレーニングトイです。。。。人形の裏側には、数字が書か

れていますので、数字をおぼえるトレーニングもで

きます。また、数字やボタンはすべてレリーフに

なっているので、目の不自由なお子様も手指で確認

しながら楽しめます。

2010年7月20日発売

希望小売価格（税込）

2,625円



うちのスーパードッグうちのスーパードッグうちのスーパードッグうちのスーパードッグ さかだちラッキーさかだちラッキーさかだちラッキーさかだちラッキー

（株式会社セガトイズ）

共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門共遊玩具部門

触触触触りりりり心地心地心地心地のとってものとってものとってものとっても気持気持気持気持ちいいちいいちいいちいい、、、、芸達者芸達者芸達者芸達者なワンちゃんなワンちゃんなワンちゃんなワンちゃん。。。。音

声認識機能が搭載されているため、「こんにちは」、「お

いで」、「逆立ちして」など13+「隠しコマンド」の言葉

を理解して芸をすることができます。さらに名前をつける

こともでき、名前を呼ばれると反応してから芸をします。

また、実際の犬に教えることが難しい派手なアクションを

簡単にこなすことができ、触っても楽しませてくれるので、

目の不自由なお子様でも十分楽しんで頂けます。まるで本

物の自分のペットのような、家族のコミュニケーション

ツールとしても大活躍のスーパードッグです。

トミカプリスクールトミカプリスクールトミカプリスクールトミカプリスクール ゆびコンゆびコンゆびコンゆびコン シリーズシリーズシリーズシリーズ

（株式会社タカラトミー）

2011年6月16日発売

希望小売価格（税込）

5,229円

2008年8月8日発売

希望小売価格（税込）

9,240円

「「「「スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン」」」」風風風風のタッチパネルのタッチパネルのタッチパネルのタッチパネル式式式式コントローラーコントローラーコントローラーコントローラーでででで

運転運転運転運転するするするする車車車車ですですですです。。。。 音声で車体の動きや居場所を教えてくれ、

車車車車をををを前後前後前後前後にににに転転転転がすことでがすことでがすことでがすことで発電発電発電発電しししし、、、、光光光光ってってってって鳴鳴鳴鳴るというエコるというエコるというエコるというエコ

ロジーとテクノロジーがロジーとテクノロジーがロジーとテクノロジーがロジーとテクノロジーが融合融合融合融合したハイブリッドミニカーしたハイブリッドミニカーしたハイブリッドミニカーしたハイブリッドミニカー

ですですですです。。。。手で転がした分だけ光って鳴る発電方式のため、

目の不自由なお子様も耳が不自由なお子様も自分のアク

ションに連動して電気が起きるという一体感を感じても

らえます。搭載している特許申請中の発電ユニットは、

発電効率が非常に高く小さなお子様の力でも簡単に動か

す事ができ、手を離すと止まるため、目が不自由なお子

様もどこにあるのかを音で探すことができます。

2011年9月中旬発売

希望小売価格（税込）

1,659円

電池不要電池不要電池不要電池不要でででで光光光光るるるる！！！！鳴鳴鳴鳴るるるる！！！！エコロエコロエコロエコロ

（株式会社メガハウス）

障害物に出会った時には、音声で教えてくれるだけでなく、

自動でそこから離れます。また、 ゆっくりとした優しい動

きで、低年齢の子どもたちにも安心して遊べる上、 自動走

行（巡回/パトロール）させて遊ぶこともできます。 車が

「どこにいるのか」、「どこにいくか」などを音とおしゃ

べりでも教えてくれるので、目の不自由な友達ともいっ

しょにリモコン運転遊びが楽しめます。



エデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイ部門部門部門部門エデュケーショナル・トイとは・・・・こどものエデュケーショナル・トイとは・・・・こどものエデュケーショナル・トイとは・・・・こどものエデュケーショナル・トイとは・・・・こどもの知育知育知育知育・・・・教育教育教育教育にににに特特特特にににに貢献貢献貢献貢献するするするする玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 豊豊豊豊かなかなかなかな情操情操情操情操のののの発育発育発育発育、、、、知識知識知識知識・・・・知恵知恵知恵知恵のののの発達発達発達発達、、、、丈夫丈夫丈夫丈夫でででで健康健康健康健康なななな体作体作体作体作りにりにりにりに効果的効果的効果的効果的にににに寄与寄与寄与寄与するするするすることがことがことがことが期待期待期待期待できるかできるかできるかできるか。。。。〇〇〇〇 読読読読みみみみ書書書書きやきやきやきや音感音感音感音感、、、、リズムリズムリズムリズム感感感感などなどなどなど、、、、表現表現表現表現するするするする力力力力をををを育育育育てててて、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな創造力創造力創造力創造力のののの成育成育成育成育にににに寄与寄与寄与寄与することがすることがすることがすることが期待期待期待期待できるかできるかできるかできるか。。。。
アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン タッチであいうえおタッチであいうえおタッチであいうえおタッチであいうえお教室教室教室教室

キッズタブレットキッズタブレットキッズタブレットキッズタブレット

（株式会社アガツマ）

2011年８月発売予定

希望小売価格（税込）

7,329円(予価)

最新最新最新最新のタッチパネルをのタッチパネルをのタッチパネルをのタッチパネルを採用採用採用採用したタブレットしたタブレットしたタブレットしたタブレット型知育玩具型知育玩具型知育玩具型知育玩具ですですですです。。。。

タッチパネルは、軽くタッチするだけでボタンを認識し、

スライドタッチにも対応します。｢あいうえお｣や｢数字」

などの学習ができる【学習機能】や「名前登録」や「録

音」ができる【登録機能】、「文字」「言葉」「絵」の問

題が出題される【問題機能】の他、 「ピアノ遊び」や

「メロディ遊び」などの音遊びができる【遊び機能】など

全部で12の機能が搭載されています。また、本体に折り

たたみ式の取っ手が付いているので持ち運びも便利です。

メモリーたまごメモリーたまごメモリーたまごメモリーたまご

（株式会社くもん出版）

2010年10月発売

希望小売価格（税込）

2,940円

ステージにステージにステージにステージに乗乗乗乗せるとたまごのせるとたまごのせるとたまごのせるとたまごの中中中中からからからから動物動物動物動物のののの絵絵絵絵がががが飛飛飛飛びびびび出出出出すすすす！！！！

楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら記憶力記憶力記憶力記憶力やややや集中力集中力集中力集中力のののの発達発達発達発達をををを促促促促せるせるせるせる知育玩具知育玩具知育玩具知育玩具ですですですです。。。。

お子様の成長段階に合わせて、同じ中身のたまごを探し、

出てきた動物の名前を当てるステップ①、同じ絵柄の2つ

のたまごの位置を当てるメモリーゲーム（神経衰弱）を行

うステップ②、さらに同じ動物の絵柄に色違いのものが加

わった応用セットでメモリーゲームを行うステップ③まで、

中からピョンと飛び出すギミックを楽しみながら、段階的

な遊び方ができます。



エデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイエデュケーショナル・トイ部門部門部門部門

2011年7月発売

希望小売価格（税込）

3,675円

アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン おしゃべりいっぱいおしゃべりいっぱいおしゃべりいっぱいおしゃべりいっぱい！！！！

いまからはじめるいまからはじめるいまからはじめるいまからはじめる！！！！せいかつカードせいかつカードせいかつカードせいかつカード

（株式会社セガトイズ）

リアルコンストラクションリアルコンストラクションリアルコンストラクションリアルコンストラクション

〈〈〈〈木工安全体験木工安全体験木工安全体験木工安全体験〉〉〉〉デラックスワークショップデラックスワークショップデラックスワークショップデラックスワークショップ

（株式会社タカラトミーアーツ）

2011年7月21日発売

希望小売価格（税込）

5,040円

安全安全安全安全にできるにできるにできるにできる木工体験木工体験木工体験木工体験をををを通通通通してしてしてして、、、、おおおお子様子様子様子様たちのたちのたちのたちの創造性創造性創造性創造性（（（（イイイイ

マジネーションマジネーションマジネーションマジネーション））））をををを育育育育めるかつてないホビーセットめるかつてないホビーセットめるかつてないホビーセットめるかつてないホビーセット。。。。危険

という理由で子供がなかなか経験できない木工体験ですが、

子子子子どもにどもにどもにどもに人気人気人気人気のリングカードタイプののリングカードタイプののリングカードタイプののリングカードタイプの「「「「生活生活生活生活」」」」をテーマにしたをテーマにしたをテーマにしたをテーマにした知知知知

育玩具育玩具育玩具育玩具ですですですです。。。。アンパンマンたちのおしゃべりを楽しみながら、

1.5歳～幼稚園入園前のお子様が、生活習慣を楽しく自然に身に

つけられます。カードを本体に差し込むと、｢おはようございま

す｣などの＜あいさつ＞、｢はをみがく｣などの＜生活習慣・お約束

＞、｢にゅうえんしき｣などの＜季節のことば＞をアンパンマンた

ちが教えてくれます。また、＜あいさつ＞と＜生活習慣＞カード

の裏面にはクイズ、＜季節のことば＞の裏面には関係する「もの

のなまえ」があり、カードの両面で遊ぶことが出来ます。

はじめてのペンタッチスクールはじめてのペンタッチスクールはじめてのペンタッチスクールはじめてのペンタッチスクール

（株式会社バンダイ）

2011年8月6日発売

希望小売価格（税込）

5,040円

上手上手上手上手にペンをにペンをにペンをにペンを運運運運べるようになるべるようになるべるようになるべるようになる力力力力＝「＝「＝「＝「運筆力運筆力運筆力運筆力」」」」をコンセプトをコンセプトをコンセプトをコンセプト

にしたにしたにしたにした初初初初のののの教育玩具教育玩具教育玩具教育玩具ですですですです。。。。アンパンマンと一緒だから楽しい

上に、お子様あこがれのゲーム機形状により、ゲーム気分で

書く力を伸ばします。お子様は成長とともに「書く」ことに

興味を持ち始めますが、真っ直ぐな線も上手に書けなかった

りと、なかなか思い通りに出来ないため、「直線」から「曲

線」、さらに「形」から「文字」へと書く内容をステップ

アップしながら遊べることで、スムーズに「運筆力」が育ま

れるメニュー内容。また、「書く」以外にも、音楽遊び、こ

とば遊びなどのメニューもたっぷり搭載。

という理由で子供がなかなか経験できない木工体験ですが、

安全な道具と材料を使用することで、実際にキッドウッド

（擬似木材）をノコギリで切り、ハンマーでクギを打って

自由に作品を作る、手ごたえと楽しさを感じられる本物の

体験ができます。また、新開発のキッドウッドは、発泡ポ

リエチレン製で木くずが出にくいため屋内でも十分に楽し

めるので、家の中で頭だけではなく身体も使って楽しめま

す。



ボーイズ・トイ部門ボーイズ・トイとは・・・・ボーイズ・トイとは・・・・ボーイズ・トイとは・・・・ボーイズ・トイとは・・・・主主主主にににに男男男男のののの子向子向子向子向けのけのけのけの優優優優れたれたれたれた玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 主主主主にににに男男男男のののの子子子子がががが興味興味興味興味やややや関心関心関心関心をををを持持持持っているっているっているっている事柄事柄事柄事柄やややや夢夢夢夢、、、、憧憧憧憧れをれをれをれを素材素材素材素材にににに、、、、遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通してしてしてして想像想像想像想像力力力力やややや創造力創造力創造力創造力、、、、 あるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーション力力力力などをなどをなどをなどを育育育育むことができるかどうかむことができるかどうかむことができるかどうかむことができるかどうか。。。。
2011年9月17日発売予定

希望小売価格（税込）

7,329円(予価)

野球盤野球盤野球盤野球盤 ドクターケイドクターケイドクターケイドクターケイ v.s. v.s. v.s. v.s. ダブルダブルダブルダブルスラッガースラッガースラッガースラッガー

（株式会社エポック社）

半世紀半世紀半世紀半世紀をををを越越越越えるえるえるえる野球盤史野球盤史野球盤史野球盤史のののの究極究極究極究極のののの進化進化進化進化がつまったがつまったがつまったがつまった最新野球最新野球最新野球最新野球

盤盤盤盤。。。。『バッターの進化』として搭載された「ハイブリッド

バット」では、ボールがスタンドにダイレクトインする豪

快なホームランを打つことができます。 また、『ピッ

チャーの進化』として、 「デュアル変化レバー」を搭載。

今まで、投げる、変化球、消える魔球と３種類あったレ

バーがデュアル変化球レバーとして２本に進化し、多彩な

変化球や球速を投げ分けることが可能。また、野球盤ファ

ン待望の電光掲示板を搭載した他、大型の外周フェンスの

ブイエス

爆丸爆丸爆丸爆丸 BABABABA----001001001001 コロッサス・ドラゴンコロッサス・ドラゴンコロッサス・ドラゴンコロッサス・ドラゴン

（株式会社セガトイズ）

2011年7月発売

希望小売価格（税込）

3,990円

ン待望の電光掲示板を搭載した他、大型の外周フェンスの

装備などの『スタジアムの進化』により臨場感も満点です。

大人気放送中大人気放送中大人気放送中大人気放送中のアニメのアニメのアニメのアニメ「「「「爆丸爆丸爆丸爆丸バトルブローラーズバトルブローラーズバトルブローラーズバトルブローラーズガンダリガンダリガンダリガンダリ

アンインベーダーズアンインベーダーズアンインベーダーズアンインベーダーズ」」」」のののの劇中劇中劇中劇中にににに登場登場登場登場するするするする、、、、伝説伝説伝説伝説のののの爆丸爆丸爆丸爆丸「「「「ココココ

ロッサス・ドラゴンロッサス・ドラゴンロッサス・ドラゴンロッサス・ドラゴン」」」」のののの合体合体合体合体をををを完全再現完全再現完全再現完全再現しましたしましたしましたしました。。。。ドラゴノ

イドを5体合体している本体にセットすると、磁石の力で巨

大なドラゴンに瞬間変形します。さらに、本商品の爆丸とバ

トルギアは子供たちに人気の「爆丸バトル」にも対応してい

ます。

ビーエーゼロゼロワン



ボーイズ・トイ部門

連結連結連結連結!!!!ＥＥＥＥ５５５５系系系系「「「「はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ」＆」＆」＆」＆

トミカトミカトミカトミカ駅前駅前駅前駅前ロータリーセットロータリーセットロータリーセットロータリーセット

（株式会社タカラトミー）

2011年4月28日発売

希望小売価格（税込）

5,250円

バーチャルマスターズリアルバーチャルマスターズリアルバーチャルマスターズリアルバーチャルマスターズリアル

（株式会社タカラトミーアーツ）

2011年7月21日発売

希望小売価格（税込）

6,279円

プラレールシリーズにプラレールシリーズにプラレールシリーズにプラレールシリーズに3333両編成両編成両編成両編成のののの最新新幹線最新新幹線最新新幹線最新新幹線EEEE５５５５系系系系「「「「はやぶはやぶはやぶはやぶ

ささささ」」」」がががが、、、、ユーザーニーズユーザーニーズユーザーニーズユーザーニーズNoNoNoNo1111のトミカとのトミカとのトミカとのトミカと連動連動連動連動アクションのアクションのアクションのアクションの

できるセットでいよいよできるセットでいよいよできるセットでいよいよできるセットでいよいよ登場登場登場登場。。。。連動アクションには、プラ

レールの駅通過に合わせて、駅前で待機していたトミカが

発車するアクションに加え、さらに２車両をマグネット連

結すると２回発車アクションも行える機能を搭載。また、

「はやぶさ」の3両目には、マグネット連結機能がついてお

り、他のマグネット連結機能の車両と連結させることで実

際の東北新幹線の編成を再現することも出来ます。

釣釣釣釣りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思ったったったった時時時時そのそのそのその場所場所場所場所がががが釣釣釣釣りりりり場場場場になるになるになるになる、、、、最先端最先端最先端最先端のののの

ARARARARカメラをカメラをカメラをカメラを搭載搭載搭載搭載したしたしたした超体感超体感超体感超体感フィッシング・ゲームですフィッシング・ゲームですフィッシング・ゲームですフィッシング・ゲームです。。。。

実際の釣りと同じような＜戦略性＞と＜体感＞のリアル

JR東日本商品化許諾済

変身変身変身変身ベルトベルトベルトベルト

DXDXDXDXオーズドライバー・オーメダルシリーズオーズドライバー・オーメダルシリーズオーズドライバー・オーメダルシリーズオーズドライバー・オーメダルシリーズ

（株式会社バンダイ）

2010年9月4日発売

希望小売価格（税込）

6,825円

実際の釣りと同じような＜戦略性＞と＜体感＞のリアル

さが味わえるという最大の特徴に加え、自由に楽しめる

ゲームモード、ライバルと競い合うストーリーモード、

実空間を釣り場に変えるARモードを選べたり、特別な

アイテムや隠しモードを発見できたり、バーチャルなら

ではのメタルフィッシュとのバトルなどの夢のある設定

といった男の子を夢中にさせるゲーム性も魅力です。釣

果は＜魚アルバム＞に記録可能。

男児男児男児男児にににに圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな人気人気人気人気をををを誇誇誇誇るるるる「「「「仮面仮面仮面仮面ライダーライダーライダーライダーオオオオーズーズーズーズ」」」」のののの変身変身変身変身

ベルトとベルトとベルトとベルトと、、、、そのそのそのその変身変身変身変身システムをシステムをシステムをシステムを支支支支えるえるえるえる連動連動連動連動アイテムアイテムアイテムアイテム「「「「オオオオーーーー

メダルメダルメダルメダル」。」。」。」。“オーメダル”には、SuicaやPASMOなどと

同種のテクノロジーである【RFIDチップ】を搭載し、その

『非接触でのスピーディな認識』を変身ベルトの「不思議

さ」の演出に応用。ベルトのスキャナーで瞬時に読み取り、

メダルの組み合わせで音声や光の変化を完全に再現しまし

た。また、オーメダルはガシャポンや食玩でも集めること

ができ、データカードダス筐体とも連動することで、さら

に楽しく遊ぶことができます。



ガールズ・トイ部門ガールズ・トイとは・・・・ガールズ・トイとは・・・・ガールズ・トイとは・・・・ガールズ・トイとは・・・・主主主主にににに女女女女のののの子向子向子向子向けのけのけのけの優優優優れたれたれたれた玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 主主主主にににに女女女女のののの子子子子がががが興味興味興味興味やややや関心関心関心関心をををを持持持持っているっているっているっている事柄事柄事柄事柄やややや夢夢夢夢、、、、憧憧憧憧れをれをれをれを素材素材素材素材にににに、、、、遊遊遊遊びをびをびをびを通通通通してしてしてして想像想像想像想像力力力力やややや創造力創造力創造力創造力、、、、あるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーションあるいはコミュニケーション力力力力などをなどをなどをなどを育育育育むことができるかどうかむことができるかどうかむことができるかどうかむことができるかどうか。。。。
ヘアコレカチュールヘアコレカチュールヘアコレカチュールヘアコレカチュール

（株式会社エポック社）

2011年4月16日発売

希望小売価格（税込）

3,129円

女女女女のののの子子子子にににに大人気大人気大人気大人気のののの「「「「カチカチカチカチュュュューシーシーシーシャャャャ」」」」がががが簡単簡単簡単簡単にににに作作作作れてれてれてれて、、、、思思思思いのいのいのいの

ままにアレンジできるおしゃれままにアレンジできるおしゃれままにアレンジできるおしゃれままにアレンジできるおしゃれ女女女女児児児児ホビーホビーホビーホビー。。。。本体のハンドル

をクルッと回すだけで、一瞬でカチューシャにシールを貼る

ことができる画期的な機構により、おもちゃらしく作業が簡

単にできます。また、付け替え自由のリボンやスイーツなど

立体的で彩色のきれいなデコチャームが盛りだくさんな上、

シールを重ね貼りすることもできるので、デザインバリエー

ションは無限大です。友達にプレゼントしたり、おそろいで

着けられる『作業の簡単さ、実用性、ファッション性』を追

求して生まれた商品です。

ズーブルズズーブルズズーブルズズーブルズ フラワーハウスフラワーハウスフラワーハウスフラワーハウス

（株式会社セガトイズ）

2011年7月発売

希望小売価格（税込）

2,625円

キャキャキャキャンンンンデデデディーィーィーィー工場工場工場工場からからからから飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたしたキャキャキャキャンンンンデデデディーフレンズィーフレンズィーフレンズィーフレンズ

““““ズーブルズズーブルズズーブルズズーブルズ””””をスライダーにをスライダーにをスライダーにをスライダーに転転転転がしてがしてがしてがして遊遊遊遊べるプレイべるプレイべるプレイべるプレイ

セットセットセットセット。。。。キャンディー状態にしたズーブルズをスライ

ダーに転がすと、ズーブルズが“POP OPEN”して可愛

いキャラクターに大変身します。スライダーを滑ったり、

“POP OUT”させて遊べる楽しさ満載で、このセット

のみに付属するキャラクターや他のズーブルズでも遊べ

ます。また、ズーブルズたちは、変身して頭を押すと目

がＣｕｔｅに動いたり、それぞれが独自のフレイバー

（味）をもっていてコレクションTOYとしても一押しで

す。



ガールズ・トイ部門

リカちゃんリカちゃんリカちゃんリカちゃん

サーティワンサーティワンサーティワンサーティワン アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム ショップショップショップショップ

（株式会社タカラトミー）

2011年4月21日発売

希望小売価格（税込）

4,725円

なかよしコレクションなかよしコレクションなかよしコレクションなかよしコレクション

（パイロットインキ株式会社）

2011年7月16日発売

希望小売価格（税込）

2,940円

リカちゃんユーザーのリカちゃんユーザーのリカちゃんユーザーのリカちゃんユーザーの中中中中でもっともでもっともでもっともでもっとも商品商品商品商品化化化化のののの要望要望要望要望がががが多多多多かっかっかっかっ

たアイスクリームショップがサーティワンとのたアイスクリームショップがサーティワンとのたアイスクリームショップがサーティワンとのたアイスクリームショップがサーティワンとの最最最最強強強強コラコラコラコラボボボボ

でででで登場登場登場登場ですですですです。。。。アイスクリームパーツをアイスクリームス

クープで取り、コーンやワッフルコーン、カップに盛り付

けたり、バラエティパックに詰めてテイクアウト気分を楽

しむなど、注文ごっこをして本物の店員さんやお客さんに

なった気分が味わえます。また、アイスクリームフレー

バーは20種類あり、さらに別売りの「こものセット」2種

を揃えれば31種類をコンプリートできます。

おおおお友友友友達達達達のイラストをのイラストをのイラストをのイラストを、、、、可愛可愛可愛可愛く・く・く・く・簡単簡単簡単簡単にににに描描描描くくくく事事事事ができるおができるおができるおができるお

えかきえかきえかきえかき玩具玩具玩具玩具ですですですです。。。。35枚のイラストシートから「ヘアスタ

イル」、「顔のパーツ」、「洋服」などを選んでお友達

Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム株式会社商品化許諾済

3D3D3D3Dデコデルカデコデルカデコデルカデコデルカ スタンダードセットスタンダードセットスタンダードセットスタンダードセット

（株式会社バンダイ）

2011年4月23日発売

希望小売価格（税込）

3,150円

イル」、「顔のパーツ」、「洋服」などを選んでお友達

の特徴をピックアップした後、シートと用紙を重ねて本

体にセット。スイッチを入れるとライティングされ、簡

単にトレースできるので、お子様でも、完成度の高い可

愛いイラストを描く事ができます。本体は、コンパクト

なので、持ち運びや片付けも簡単にできます。できあ

がった似顔絵は、お友達にプレゼントしたり、交換して

コミュニケーションツールとして楽しめます。

話題話題話題話題のののの3333DDDD技術技術技術技術をををを文文文文具具具具にににに取取取取りりりり入入入入れたステーショれたステーショれたステーショれたステーショナナナナリートイですリートイですリートイですリートイです。。。。

特殊な印刷がされたカードにオリジナルのデコレーションを

して、レンズを貼ると、あっという間に絵柄が飛び出して３D

に見えるカードが作れます。本体に背景シートをセットして、

レンズを張り付けるだけでメガネをかけなくても3Dに見える

カードが簡単に完成します。作れるものは、下敷き、ポスト

カード、プロフィールカードなどの様々なカード。どの作例

も実際に使うことができるので、学校などでコミュニケー

ションの輪が広がります。



キャラクター・トイ部門キャラクター・トイとは・・・・キャラクター・トイとは・・・・キャラクター・トイとは・・・・キャラクター・トイとは・・・・キャラクターをキャラクターをキャラクターをキャラクターを使用使用使用使用したもののしたもののしたもののしたものの中中中中でででで特特特特にににに優優優優れたれたれたれた玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 キャラクターをキャラクターをキャラクターをキャラクターを通通通通してしてしてして話題性話題性話題性話題性、、、、社会社会社会社会にににに向向向向けてのけてのけてのけての発信力発信力発信力発信力をををを持持持持っているかっているかっているかっているか。。。。〇〇〇〇 キャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターの題材題材題材題材をををを的確的確的確的確にににに捉捉捉捉ええええ、、、、既存既存既存既存ユーザーユーザーユーザーユーザー層層層層だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく新新新新たなたなたなたな層層層層にとってにとってにとってにとってもももも魅力的魅力的魅力的魅力的なななな商品作商品作商品作商品作りにりにりにりに結実結実結実結実しているかしているかしているかしているか。。。。
本当本当本当本当にににに撮撮撮撮れるれるれるれる！！！！しゃべるしゃべるしゃべるしゃべる！！！！

アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン はじめてデジカメはじめてデジカメはじめてデジカメはじめてデジカメ

（株式会社アガツマ）

2011年3月発売

参考小売価格（税込）

7,329円

カメラをカメラをカメラをカメラを初初初初めてめてめてめて使用使用使用使用するするするする小小小小さなおさなおさなおさなお子様子様子様子様でもでもでもでも、、、、簡単簡単簡単簡単にににに扱扱扱扱えるえるえるえる

アンパンマンのアンパンマンのアンパンマンのアンパンマンのデデデデジタルカメラジタルカメラジタルカメラジタルカメラ。。。。小さなお子様（アンパン

マンエイジ）が携帯電話のカメラ、デジタルカメラを使い

たがるという親御様の声が多かったことから、子供用の使

いやすい、楽しいカメラを作るという目的で開発された商

品です。お子様が持ちやすい形状とのぞきやすい大きな窓

のデザインに加えて、アンパンマンが20種類以上のお

しゃべりでナビゲートしてくれるので楽しく撮影ができま

あたまもからだもトレーニングあたまもからだもトレーニングあたまもからだもトレーニングあたまもからだもトレーニング

かぞくでかぞくでかぞくでかぞくで！！！！育脳育脳育脳育脳マットマットマットマットDXDXDXDX

（株式会社ジョイパレット）

2011年7月上旬発売

参考小売価格（税込）

15,540円

す。また、写真を撮らずにゴッコ遊びが楽しめる「おも

ちゃモード」なども搭載。

頭頭頭頭とととと体体体体をををを同同同同時時時時にににに使使使使うことでうことでうことでうことで、、、、そしてそしてそしてそして大人気大人気大人気大人気のアンパンのアンパンのアンパンのアンパン

マンとマンとマンとマンと一緒一緒一緒一緒にににに遊遊遊遊ぶことでぶことでぶことでぶことで、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら脳脳脳脳をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる育育育育

脳脳脳脳マットですマットですマットですマットです。。。。脳科学分野における世界的第一人者、

京都大学名誉教授 久保田競先生の監修による、育脳メ

インの「育脳ゲーム」、運動メインの「運動ゲーム」、

一人はスティック・もう一人はマットを使って楽しむ

「協力ゲーム」の3種類、全部で12のゲームが入って

います。また、「育脳ゲーム」のトレーニングの結果

は6つの能力の観点から分析をしたグラフ・コメントが

出ます。



キャラクター・トイ部門

カーズ・トミカカーズ・トミカカーズ・トミカカーズ・トミカ コースにコースにコースにコースに変身変身変身変身！！！！マックィーンマックィーンマックィーンマックィーン

（株式会社タカラトミー）

2011年6月30日発売

希望小売価格（税込）

4,410円

変身携帯変身携帯変身携帯変身携帯モバイレーツモバイレーツモバイレーツモバイレーツ及及及及びびびび

レンジャーキーシリーズレンジャーキーシリーズレンジャーキーシリーズレンジャーキーシリーズ

（株式会社バンダイ）

2011年2月11日発売

希望小売価格（税込）

4,725円

映画映画映画映画『『『『カーズカーズカーズカーズ』』』』のののの主主主主人人人人公公公公「「「「マックィーンマックィーンマックィーンマックィーン」」」」がトミカでがトミカでがトミカでがトミカで遊遊遊遊べるべるべるべる

コースにコースにコースにコースに変身変身変身変身しますしますしますします。。。。車形体の時はビックサイズのマッ

クィーンとして手ころがし遊びができ、コース形体の時は付

属のシューターでトミカ（別売り）を走行させることが出来

ます。さらに、コースはジャンプコースと直線コースがあり、

直線コースはレールチェンジさせることも可能。また、１つ

のシューターでトミカ２台同時に打ち出して、競争させるこ

とが出来ます。付属のシューターとトミカは、車形態時には

本体中に収納することが出来ます。

1111975975975975年年年年のののの秘密戦隊秘密戦隊秘密戦隊秘密戦隊ゴレンジゴレンジゴレンジゴレンジャャャャーからーからーからーから数数数数ええええ、、、、33335555作品目作品目作品目作品目

のアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリー戦隊戦隊戦隊戦隊・・・・海賊戦隊海賊戦隊海賊戦隊海賊戦隊ゴーカイジゴーカイジゴーカイジゴーカイジャャャャーのーのーのーの変身変身変身変身

©Disney／Pixar

ONE PIECE LOGBOXONE PIECE LOGBOXONE PIECE LOGBOXONE PIECE LOGBOX

（株式会社メガハウス）

2010年9月シリーズ第1弾発売

希望小売価格（税込）

630円

のアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリーのアニバーサリー戦隊戦隊戦隊戦隊・・・・海賊戦隊海賊戦隊海賊戦隊海賊戦隊ゴーカイジゴーカイジゴーカイジゴーカイジャャャャーのーのーのーの変身変身変身変身

アイテムアイテムアイテムアイテム。。。。「変身携帯モバイレーツ」は、付属＆別売り

の「レンジャーキー」を使用する事で、様々なスーパー

戦隊に変身する遊びを搭載。父親世代の戦隊への変身遊

びもできるので、｢親子同一視点玩具｣としてコミュニ

ケーションツールになっています。また、レンジャー

キーのモチーフである「鍵」を回すという行為は、手先

の発達にも役立ちます。

TVTVTVTVアニメアニメアニメアニメ「「「「OOOONENENENE PI PI PI PIEEEECCCCEEEE」」」」のののの名名名名シーンをシーンをシーンをシーンを立立立立体化体化体化体化したジしたジしたジしたジオオオオラマラマラマラマ

フィギフィギフィギフィギュュュュアですアですアですアです。。。。動きのあるジオラマ、奥行きや距離感、空気

の流れ等を表ベースに表現しており、さらにジオラマフィギュ

アひとつひとつに付いてくる「ボーナスパーツ」を集めると、

更なる名シーンを完成させることができるコレクションフィ

ギュアには欠かせない「箱買い」を促進する仕様。また、選出

シーンは、前後5秒間の動きや流れも表現できるよう立体表現に

は工夫を凝らしています。



イノベイティブ・トイ部門イノベイティブ・トイとは・・・・イノベイティブ・トイとは・・・・イノベイティブ・トイとは・・・・イノベイティブ・トイとは・・・・素材素材素材素材・・・・技術的技術的技術的技術的にににに優優優優れたものれたものれたものれたもの、、、、新規性新規性新規性新規性のあるのあるのあるのある玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 製品化製品化製品化製品化するにあたってのするにあたってのするにあたってのするにあたっての仕様仕様仕様仕様、、、、素材素材素材素材、、、、製造技術製造技術製造技術製造技術などにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいて、、、、他他他他にににに類類類類のないのないのないのない工夫工夫工夫工夫ががががされているかされているかされているかされているか。。。。〇〇〇〇 企画企画企画企画のののの着眼点着眼点着眼点着眼点からデザイン・からデザイン・からデザイン・からデザイン・設計設計設計設計・・・・製造製造製造製造、、、、流通流通流通流通にいたるすべてのにいたるすべてのにいたるすべてのにいたるすべての過程過程過程過程におけるにおけるにおけるにおけるどこかにおいてどこかにおいてどこかにおいてどこかにおいて、、、、他他他他にににに類類類類のないのないのないのない工夫工夫工夫工夫がなされているかがなされているかがなされているかがなされているか。。。。
3D3D3D3DスプレーアートスプレーアートスプレーアートスプレーアートPROPROPROPRO

（株式会社セガトイズ）

2011年4月28日発売

希望小売価格（税込）

3,675円

エアブラシみたいにイラストがエアブラシみたいにイラストがエアブラシみたいにイラストがエアブラシみたいにイラストが描描描描けるスプレーアートけるスプレーアートけるスプレーアートけるスプレーアート

がががが自由自由自由自由にににに作作作作れるれるれるれる３３３３DDDDになりましたになりましたになりましたになりました。。。。ペンを入れてボタ

ンを押すだけの簡単操作で、本格的なエアブラシの様

な絵が３Dで書けます。自分で描いたイラストや、ぬ

りえカードに色をつけた作品が専用３Dメガネをかけ

て見ると、フワッと浮き出て見えます。通常の紙に自

由に描けるので、何枚でも自由に作品を作る事が可能

で、お子様だけでなく、幅広い世代の方に３D作品を

トミカプリスクールトミカプリスクールトミカプリスクールトミカプリスクール ゆびコンゆびコンゆびコンゆびコン シリーズシリーズシリーズシリーズ

（株式会社タカラトミー）

2011年6月16日発売

希望小売価格（税込）

5,229円

自分の手で作る楽しみを味わって頂けます。

タッチパネルのコントローラーでスマートフォンのようにタッチパネルのコントローラーでスマートフォンのようにタッチパネルのコントローラーでスマートフォンのようにタッチパネルのコントローラーでスマートフォンのように

指指指指1111本本本本でででで感感感感覚覚覚覚的的的的にににに操作操作操作操作できできできでき２２２２歳歳歳歳児児児児（（（（幼幼幼幼児児児児））））でもでもでもでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる

「「「「リモートコントロールカーリモートコントロールカーリモートコントロールカーリモートコントロールカー」」」」ですですですです。。。。「前へ進むよ！」な

どと、車が動く前に必ず行く方向をおしゃべりして動く

「おしゃべり機能」を搭載しているので、遊びながら方向

を覚えることができる他、障害物をに当たると「障害物が

あるよ！」とおしゃべりで教えてくれた後、自動で障害物

から離れたり、自動走行モードではメロディをならしてパ

トロール（巡回）に出かけることもできます。また、クラ

クションなど車のサウンドでも楽しく遊べます。



イノベイティブ・トイ部門

にんげんがっきにんげんがっきにんげんがっきにんげんがっき

（株式会社タカラトミーアーツ）

2011年6月30日発売

希望小売価格（税込）

3,360円

1/7001/7001/7001/700スケールスケールスケールスケール 東京東京東京東京スカイツリースカイツリースカイツリースカイツリー

（株式会社バンダイ）

2011年9月30日発売

希望小売価格（税込）

42,000円

『『『『にんにんにんにんげげげげんがっきんがっきんがっきんがっき』』』』はははは触触触触ったったったった人人人人をををを楽楽楽楽器器器器にににに変変変変えるえるえるえる不不不不思思思思議議議議なななな

玩具玩具玩具玩具ですですですです。。。。ほっぺやおでこ、腕などを「タッチ」するだ

けなので、友達や家族、恋人など年齢や性別を問わず誰

とでもタッチコミュニケーションが楽しめます。2～4

人まで同時に楽しめ、人に触れるとまるでピアノなどの

楽器を奏でている様に曲のを演奏できる「えんそうモー

ド」、人の体が動物や水や金属などに変身してしまう

「へんしんモード」、人の体で本格的なドラム演奏を体

感できる「ドラマーモード」の3つのモードを搭載して

います。

東京東京東京東京スカイスカイスカイスカイツツツツリーリーリーリー のののの独特独特独特独特なななな外観外観外観外観とととと複雑複雑複雑複雑なななな鉄格鉄格鉄格鉄格子子子子をををを1111////700700700700

ススススケケケケールールールール（（（（約約約約90909090㎝㎝㎝㎝））））でででで、、、、精密精密精密精密かつかつかつかつ忠実忠実忠実忠実にににに再現再現再現再現。。。。その精密な

®

®

2011年7月下旬発売

希望小売価格（税込）

3,465円

～～～～盤盤盤盤がががが動動動動けばゲームがけばゲームがけばゲームがけばゲームが動動動動くくくく～～～～ オセロ・オセロ・オセロ・オセロ・革命革命革命革命

（株式会社メガハウス）

ススススケケケケールールールール（（（（約約約約90909090㎝㎝㎝㎝））））でででで、、、、精密精密精密精密かつかつかつかつ忠実忠実忠実忠実にににに再現再現再現再現。。。。その精密な

造形と大きさから、下から見上げても本物と変わらない迫力

を体感することができます。また、本物同様に１日毎に変わ

る塔体中央部が水色に光る「粋」と外側を江戸紫に照らす

「雅」のイメージを演出し、一定の速さで回り続ける「時を

刻む光」、鉄骨構造体を照らす「雪の冠雪」や航空障害灯ま

でも再現したライティング機能を搭載しています。組立て途

中を楽しむ建設用クレーンも４基付属。

盤盤盤盤面面面面のパネルがのパネルがのパネルがのパネルが動動動動きききき、、、、パネルをパネルをパネルをパネルを動動動動かすことでかすことでかすことでかすことで展開展開展開展開がががが変変変変わわわわ

るるるる画期画期画期画期的的的的ななななオオオオセロですセロですセロですセロです。。。。単純に石をひっくり返すだけで

なく、石を置くときは、パネルを移動した後のことも考

えながら戦略を立てなければならないため、パネルを移

動することでさらに相手の石を挟むなど連鎖的に展開が

変わる面白さがあります。さらに、盤をいろんな形にし

て楽しむ「フリーオセロ」や動く四目並べ「ムービング

4」などパネルが動くからこそできるゲームも楽しめま

す。もちろん通常の8×8オセロもできます。

©TOKYO-SKYTREE※画像は監修中のものです。



ハイターゲット・トイ部門ハイターゲット・トイとは・・・・ハイターゲット・トイとは・・・・ハイターゲット・トイとは・・・・ハイターゲット・トイとは・・・・大人大人大人大人がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる玩具玩具玩具玩具評価評価評価評価のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・のポイント・・・ 〇〇〇〇 使使使使うううう（（（（遊遊遊遊ぶぶぶぶ））））者者者者のイマジネーションをのイマジネーションをのイマジネーションをのイマジネーションを刺激刺激刺激刺激しししし、、、、与与与与えられたえられたえられたえられた楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、自分自分自分自分からからからから遊遊遊遊びびびび方方方方やややや楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方をををを発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、広広広広げてげてげてげて行行行行けるようなけるようなけるようなけるような要素要素要素要素をもっているかをもっているかをもっているかをもっているか。。。。〇〇〇〇 コミュニケーションにコミュニケーションにコミュニケーションにコミュニケーションに寄与寄与寄与寄与するするするする、、、、またはまたはまたはまたは癒癒癒癒しやしやしやしや豊豊豊豊なななな時間時間時間時間をををを提供提供提供提供するするするする工夫工夫工夫工夫がなされてがなされてがなされてがなされているかいるかいるかいるか。。。。
nanoblocknanoblocknanoblocknanoblock 東京東京東京東京スカイツリースカイツリースカイツリースカイツリー

+LED+LED+LED+LEDプレートプレートプレートプレート

（株式会社河田）

東京スカイツリー 2011年9月発売予定LEDプレート2011年9月発売予定 希望小売価格（税込）東京スカイツリー ¥2,625LEDプレート ¥1,050
自立自立自立自立式電式電式電式電波塔波塔波塔波塔としてはとしてはとしてはとしては世世世世界一界一界一界一のののの高高高高さをさをさをさを誇誇誇誇るるるる「「「「東京東京東京東京スカイスカイスカイスカイ

ツツツツリーリーリーリー 」」」」をををを世世世世界界界界最最最最小級小級小級小級のブロックのブロックのブロックのブロック「「「「nannannannanooooblblblbloooock  ck  ck  ck  」」」」でででで

作作作作ってってってって楽楽楽楽ししししめますめますめますめます。。。。ブロックは約500ピースを使用し、

想定製作時間は約1時間。下から上にいくにつれて断面

が三角形から円になっていく東京スカイツリーの独特な

フォルムを表現する為、この商品に合わせて新部品を採

用しています。また、作って楽しいだけでなく、出来上

がった作品はお部屋のインテリアにもなり、さらに別売

りのLEDプレートに載せることで暗闇に美しく光るオブ

®
®

®

®

®
®

TRANSFORMERS DUAL MODEL KITTRANSFORMERS DUAL MODEL KITTRANSFORMERS DUAL MODEL KITTRANSFORMERS DUAL MODEL KIT

(DMK01)OPTIMUS PRIME(DMK01)OPTIMUS PRIME(DMK01)OPTIMUS PRIME(DMK01)OPTIMUS PRIME

（株式会社タカラトミー）

2011年6月25日発売

希望小売価格（税込）

9,240円

りのLEDプレートに載せることで暗闇に美しく光るオブ

ジェになります。

タカラトミーがタカラトミーがタカラトミーがタカラトミーが満満満満をををを持持持持してフしてフしてフしてファァァァンにンにンにンに贈贈贈贈るるるる、、、、史上初史上初史上初史上初のののの

トランスフォーマーのトランスフォーマーのトランスフォーマーのトランスフォーマーの本格本格本格本格キキキキットモットモットモットモデデデデルですルですルですルです。。。。「フ

ル可動のボディーフレーム＋彩色済みカラーラン

ナー」の半完成キット仕様となっており、初心者の

方でもディティールを堪能しながら組み上げられる

他、国際的なプラモデル規格「１/35スケール」を

採用しているので、他の車等との比較を楽しむこと

も可能です。総パーツ点数は450以上、変形を捨て

る事で劇中同様のスーパーディティールとアクショ

ンを両立しました。付属パーツも充実した高密度

TF立体物の最高峰です。

ディーエムケイゼロイチ©TOKYO-SKYTREE

© 2010 Paramount Pictures Corporation.
® and/or TM & © 2011 TOMY. All Rights Reserved. TM & 
® denote Japan Trademarks.



ハイターゲット・トイ部門

超不思議超不思議超不思議超不思議マジックマジックマジックマジック「「「「ザ・サードアイザ・サードアイザ・サードアイザ・サードアイ」」」」

（株式会社テンヨー）

2011年9月発売

希望小売価格（税込）

2,100円(予価)

TCSTCSTCSTCSワイヤレス・パワーユニットワイヤレス・パワーユニットワイヤレス・パワーユニットワイヤレス・パワーユニット NNNN----WL WL WL WL 10101010----CLCLCLCL

（株式会社トミーテック）

2010年9月発売

希望小売価格（税込）

24,990円

いままでになかったユニークなテーマのマジックグッズいままでになかったユニークなテーマのマジックグッズいままでになかったユニークなテーマのマジックグッズいままでになかったユニークなテーマのマジックグッズ。。。。

「第三の目」を額につけるだけで、その場にいる誰でも相手

が思っていることや、密かに選んだトランプを知ることがで

きます。相手に何枚かのカード中から1枚を選んでもらい、

カードを並べると、選んだカードの裏が赤く点滅して「第三

の目」をつけた本人だけに合図を送ります。しかも、まわり

の人には、点滅どころか何の変化も見られないので非常に不

思議。相手への「ラブ度」をこっそり伝えたり、本格的なマ

ジックをしたり、パーティーを楽しく盛り上げられます。

RRRR/C/C/C/Cのようなのようなのようなのような操作操作操作操作感感感感覚覚覚覚でででで鉄道模鉄道模鉄道模鉄道模型型型型のののの運転運転運転運転がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる「「「「次世次世次世次世代代代代

コントローラーコントローラーコントローラーコントローラー」」」」ですですですです。。。。これまで「固定」があたりまえだっ

ティーシーエス エヌダブリューエル テンシーエル

大人大人大人大人のののの超合金超合金超合金超合金 小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ

（株式会社バンダイ）

2011年6月24日発売

希望小売価格（税込）

24,150円

コントローラーコントローラーコントローラーコントローラー」」」」ですですですです。。。。これまで「固定」があたりまえだっ

た鉄道模型のコントローラーですが、コントローラー自体を

持ち歩き無線操作で鉄道模型を操作することで、今までとは

違い様々な位置や視点へ移動しながら鉄道模型の走行が楽し

めます。また、16チャンネルの切り替え設定可能で、なんと

最大２５６路線の同時併走や遠く離れた箇所のポイント切り

替えも手元で切り替えを行うことも可能です。

「「「「小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機小惑星探査機はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ」」」」のののの1111/24/24/24/24ススススケケケケールールールール塗装済塗装済塗装済塗装済みみみみ完成完成完成完成品品品品

モモモモデデデデルですルですルですルです。。。。JAXAはやぶさプロジェクトチームの徹底監修

の元、実機同様に、太陽電池パドルの展開やLEDの発光によ

るイオンエンジンの稼動状態など、細かなディテールや彩色

まで忠実に再現。また、カプセル・ターゲットマーカーは磁

石によって固定、着脱できるなど、はやぶさの勇姿を堪能で

きる仕様になっています。さらに、『小惑星探査機はやぶさ

の大冒険』を執筆された山根一眞氏による特別冊子とディス

プレイ台座用シートとして、はやぶさが実際に撮影した画像

4種も同梱。


