
受賞玩具資料

2012.6.12

社団法人日本玩具協会



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

共遊玩具部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

アンパンマン　キッズドライバー 9,240円株式会社アガツマ 2012年4月
もっと！！番犬ガオガオ 3,465円株式会社メガハウス 2012年4月

卓球ハイテンション♪ 2,079円株式会社ハピネット 2011年10月

おいかけっこアンパンマン 2009年7月 2,100円株式会社セガトイズ
ドラゴンハンティングリアル 6,279円株式会社タカラトミーアーツ 2012年3月

社　　　名 発　売　日

エデュケーショナル・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

アンパンマン　大きなよくばりパン工場 13,440円株式会社アガツマ 2012年4月
ぐるぐるドライブシリーズ 4,179円株式会社タカラトミー 2012年7月

ひらがなタブレット 4,179円ローヤル株式会社 2012年6月

アンパンマン　おしゃべりいっぱいことばずかんDX 2012年8月 10,290円株式会社セガトイズ
ゲーム＆パズル　世界地図 3,675円株式会社ハナヤマ 2011年11月

社　　　名 発　売　日

ボーイズ・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

ダイヤロボ 819円株式会社アガツマ 2012年7月
トミカと遊ぼう！スーパーオートステーション 7,329円株式会社タカラトミー 2012年7月

バズ・ライトイヤー　スペースバスター 5,229円株式会社メガハウス 2012年6月

野球盤　メガスラッガー 2012年9月 12,600円株式会社エポック社
モンスターシューティングリアル 6,279円株式会社タカラトミーアーツ 2012年7月

社　　　名 発　売　日

ガールズ・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

ハローキティ　100品ぜんぶおぼえちゃお！ピッピレジーナ 7,329円株式会社ジョイパレット 2012年7月
カラフル変身！　スマイルパクト 3,675円株式会社バンダイ 2012年2月

モノマネラッパー　MCミミクリー 2,940円株式会社タカラトミーアーツ 2012年6月

ジュエルポッド　ダイアモンド 2012年7月 6,825円株式会社セガトイズ
リカちゃん　くるくるかいてんずし 5,040円株式会社タカラトミー 2012年7月

社　　　名 発　売　日

キャラクター・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

アンパンマン　ハラハラシューティング！ 3,129円株式会社アガツマ 2012年8月
バスターマシンCB-01 DXゴーバスターエース及びバスターマシンシリーズ 5,040円株式会社バンダイ 2012年2月

プリティーリズム　スマートポッドタッチ 6,279円株式会社タカラトミーアーツ 2012年8月

はいどうぞ！アンパンマンキッチン 2012年7月 5,229円株式会社ジョイパレット
トランスフォーマー プライム AM01オプティマスプライム 4,200円株式会社タカラトミー 2012年3月

社　　　名 発　売　日

イノベイティブ・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

DIGITAL HANABI 1,344円株式会社アガツマ 2012年6月
スマートペット オープン価格株式会社バンダイ 2012年6月

EDASHシリーズ 4,179円株式会社タカラトミー 2012年7月

ゆび de Piano 2011年12月 2,940円株式会社キューブ
ホームスター　オーロラ　ホワイト/ブラック 8,190円株式会社セガトイズ 2012年7月

社　　　名 発　売　日

ハイターゲット・トイ部門

大 賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

審査結果 作　　　品　　　名 希望小売価格（税込）

1/1000東京スカイツリー®　special ver. 665,700円株式会社ジョイパレット 2011年11月
ジョッキアワー 1,575円株式会社タカラトミーアーツ 2012年5月

大人の超合金　新幹線0系 78,750円株式会社バンダイ 2012年2月

ワールドグレイテストマジック<魔法の復活トランプ>（仮） 2012年9月 1,575（予価）円株式会社テンヨー
BM-01 バスコレ走行システム 専用動力ユニットA 3,780円株式会社トミーテック 2011年11月

社　　　名 発　売　日

特別賞
作　　　品　　　名

シルバニアファミリー シリーズ 株式会社エポック社
社　　　名

2011年度ヒット・セールス賞
作　　　品　　　名

変身ベルトDXフォーゼドライバー 株式会社バンダイ
社　　　名

日 本 おもちゃ大 賞 2 0 1 2 　 大 賞・優 秀 賞



共遊玩具部門
共遊玩具とは・・・・ 障害がある子どももそうでない子どもも「共に遊ぶ」ことができるための、様々な

配慮が施された玩具

評価のポイント・・・ 〇 小さな凸をつけるなど、視覚や聴覚に障害があっても他の子どもと変わらず楽し

める配慮がなされているか。

〇 豊かな情操の発育、知識・知恵の発達、丈夫で健康な体作りに効果的に寄与する

ことが期待ができるか。

アンパンマン キッズドライバー
（株式会社アガツマ）

2012年4月発売

希望小売価格（税込）
9,240円

「手で触って」「体で遊んで」「音で聞いて」ドラ

イブ遊びを実感できます。ハンドル、シフトレバー、

アクセルなどは、まるで本物の車のようなリアルな

形をしており、エンジン音やクラクション音などリ

アルな効果音も満載。実物では説明が難しい「車」

や「運転」といったことを、おもちゃを通して体感

することができます。またお子様の大好きなパト

カー、消防車、救急車の3種類の緊急車両音とそれ

に合わせたアンパンマンのおしゃべりなども楽しめ

ます。成長に合わせ座席位置は3段階に調節可能。

おいかけっこアンパンマン
（株式会社セガトイズ）

アンパンマンと一緒に遊びたい！そんなこどもたち

の夢をかなえる商品です。アンパンマンの頭にポン

とタッチすると、振動センサーが反応し、約20秒

間メロディを鳴らしながら元気いっぱいにくるくる

と動き回り、追いかけて一緒に楽しく遊ぶことがで

きます。また、目の不自由なお子様でも「アンパン

マンはどこにいるかな？」と音をたよりに探す遊び

ができます。ミステリー走行なので障害物に当たる

とくるっと向きを変えて、さらに進み続けます。ふ

わふわのぬいぐるみ仕様なので見た目も可愛く、さ

わり心地も優しいのが特徴です。

2009年7月30日発売
希望小売価格（税込）
2,100円



卓球ハイテンション♪
（株式会社ハピネット）

共遊玩具部門

「番犬の大きなアクション」「エサの形など触れてわか

る」「犬の吠える音声でわかる」の3つの理由から、目や

耳の不自由な方たちも、そうでない方でも一緒に楽しめ

る玩具。順番にエサをとって番犬が飛び出したら負けの

シンプルなルール。「番犬モード」と高難易度の「猛犬

モード」の2つのモードを搭載。また、エサは「ホネ付き

肉」や「デカボネ」もあってバリエーションがあるので

飽きません。シンプルでありながら、飽きずに何度も驚

いてしまうアクションゲームです。

2012年4月下旬発売
希望小売価格（税込）
3,465円

音だけで楽しめる卓球バーチャルトイ。見えな

い相手と卓球のラリーが楽しめます。見えない

相手をイメージしながらラリーを続けることが

できるので、「ラリーが続かなくてつまらな

い」と感じていた卓球初心者でも、気軽に楽し

むことができます。また、本体の内部には振動

センサーを内蔵しており、振ったときの振動に

反応して返球サウンドが鳴るようにプログラミ

ングされているので、音の感覚だけで卓球を楽

しむことができる商品です。

ドラゴンハンティングリアル
（株式会社タカラトミーアーツ）

2012年3月21日発売
希望小売価格（税込）
6,279円

もっと！！番犬ガオガオ
（株式会社メガハウス）

2011年10月発売
希望小売価格（税込）
2,079円

話題のAR技術を搭載した、体感ゲームの第２弾！今度の

テーマは子供たちに人気のドラゴンとのバトル。ゲーム好

きのお子様から大人の方、耳の不自由な方にも楽しめる超

体感バトルゲームです。搭載されたAR機能により、『ス

トーリーモード』、『ハンティングモード』に加え、現実

空間内に現れたドラゴンとバトルできる『ARモード』の3

つのゲームモードが楽しめます。また、ドラゴン出現時、

先端のサンダーブレードが動き、本体が振動しバトルの臨

場感を盛り上げる超体感が味わえます。



エデュケーショナル・トイ部門
エデュケーショナル・トイとは・・・・こどもの知育・教育に特に貢献する玩具

評価のポイント・・・ 〇 豊かな情操の発育、知識・知恵の発達、丈夫で健康な体作りに効果的に寄与する

ことが期待できるか。

〇 読み書きや音感、リズム感など、表現する力を育て、豊かな創造力の成育に寄与

することが期待できるか。

アンパンマン 大きなよくばりパン工場
（株式会社アガツマ）

2012年4月発売
希望小売価格（税込）
13,440円

体を使って大きく遊ぶしかけがいっぱい！３STEPで成長

に合わせて長く使える大きなビジーボード。ハイハイ、

たっちの時期とお子様の成長に合わせて、多機能で遊べま

す。キャラクターのおしゃべり、メロディ、光、アクショ

ンなどお子様の好奇心を刺激する遊びが20種類。

ハイハイの練習になる「ハイハイドア」や、たっちで遊ぶ

練習を促す屋根部分の「時計遊び」、手指の機能発達を促

す「ピンポーン遊び」など、遊びながらお子様の成長を促

すことができます。

アンパンマン
おしゃべりいっぱいことばずかんDX
（株式会社セガトイズ）

2012年8月2日発売予定
希望小売価格（税込）
10,290円

お母さんがお子様に幼児のころから親しんでほしい

と要望の高い「英語」、さらに「新テーマ」を入れ、

豊富な知育要素を盛り込みました。「あいうえお」

の前にまず「ことば」を覚えてもらいたいというお

母さん方からの意見を元に、言葉をぐんぐん覚える

時期の幼児に向けて企画開発。直感で操作しやすい

ペン型、内容豊富な４７ページの絵本の形。大きな

特徴はペンのスイッチ切り替え一つで『ことば』が

『英語』の発声になることです。おしゃべりの数は

1700種類以上。もののなまえは日本語800種類以

上、英単語700種類以上。



エデュケーショナル・トイ部門
2012年7月19日発売予定
希望小売価格（税込）
4,179円

ぐるぐるドライブシリーズ
（株式会社タカラトミー）

ゲーム＆パズル 世界地図
（株式会社ハナヤマ）

2011年11月1日発売
希望小売価格（税込）
3,675円

ひらがなタブレット
（ローヤル株式会社）

2012年6月下旬発売予定
希望小売価格（税込）
4,179円

タブレットタイプのフラットパネルのあいうえお

ボード。いつでもどこでも持ち運びが簡単な今話題

のタブレット端末タイプの本格派です。カラーは、

フレンチローズ、スカイブルーの2色。160種類以

上の基本音節や単語・数字と親切なガイダンスでわ

かりやすくなっています。また、濁点などの入力方

法は書き順通りで、音源は聞き取りやすいIC音源。

はじめての「あいうえお」のトレーニングが今話題

のタブレット型端末でお勉強できます。

世界一周旅行ゲームとパズルが１つになった遊び応え満点の世

界地図セットです。遊びながら、自然に世界の位置関係などを

より正確に覚えることができます。パズルピースは山や川など

が載っている「地勢図パズル」と、国や首都などが載っている

「行政図パズル」があります。地図は、学校の教科書に数多く

使われている「帝国書院」の地図を採用しています。また、

ボードを左右入れ替えることによって、大西洋を中心に見た欧

米の地図にすることも可能です。さらに、世界の国旗やさまざ

まな情報が載っている資料が付いています。

初めてでも簡単操作！「自分の力」を「電気」に変えて

動くRCカーです。ハンドルをぐるぐる回す自分の力が電

気になって、車に充電できます。体感しながら、電気を

作ることを学べます。ハンドルを回すだけで車が動くの

で、今まで小さな子どもでは難しかった、また従来のボ

タン操作のアールシーではできない遊びの発展と継続に

繋がります。「自分の力」が電気に変わるという「一体

感」や、ハンドルを回すと、離れたところの車が動く

「不思議感」に興味を持ちつつ、遊びながらパパ・ママ

と対話し、学ぶことができる「知的好奇心」に繋がる商

品です。



ボーイズ・トイ部門
ボーイズ・トイとは・・・・主に男の子向けの優れた玩具

評価のポイント・・・ 〇 主に男の子が興味や関心を持っている事柄や夢、憧れを素材に、遊びを通して想像

力や創造力、 あるいはコミュニケーション力などを育むことができるかどうか。

2012年7月25日発売予定
希望小売価格（税込）
819円

ダイヤロボ
（株式会社アガツマ）

実在する車（約1／64サイズミニカー）がロボットに完全

変形します。車の状態では変形するとは思えないぐらい、

ノーズ部に割目ヒンジが出ていないなど精密なリアル感が

充実しています。車種は身の回りでよく見る車や憧れる車

を乗用車から建設車まで展開。変形したロボットの状態で

は人型、動物型、昆虫型、恐竜型とかっこ良いシルエット

になっています。このサイズのミニカーの中では特に“リ

アリティー”を追求。ロボットの幅広いシルエットも充実

しています。

野球盤 メガスラッガー
（株式会社エポック社）

2012年９月発売予定
希望小売価格（税込）
12,600円

野球盤の集大成！史上 高スペックのスタジアムが誕生。
左右打席に対応できる「ハイブリッドバット」が搭載され、
放たれたボールは、守備の頭上を越えて、綺麗なアーチを
描き、豪快なホームランを打つことができます。さらに野
球盤のサイズもセンター方向に約82ｃｍと過去 大級のス
タジアムとなっております。

実況やスコア表示をする野球盤ファン待望の電光掲示板も
搭載。大型の外周フェンスが装備されホームランを外へ逃
さずキャッチ！またフィールドにひかれた人工芝など本物
さながらのスタジアムの臨場感をつたえます。もちろん野
球盤の代名詞「消える魔球」も健在。

Manufactured under license from NISSAN MOTOR CO., LTD



ボーイズ・トイ部門

バズ・ライトイヤー スペースバスター
（株式会社メガハウス）

2012年6月下旬発売予定
希望小売価格（税込）
5,229円

モンスターシューティングリアル
（株式会社タカラトミーアーツ）

2012年７月12日発売予定
希望小売価格（税込）
6,279円

大人気トイストーリーのバズ・ライトイヤーと供にスペー

スレンジャーの一員として、バズとザーグの闘いに参加せ

よ！暗闇に次々と投影される悪の皇帝ザーグをシューター

で狙い撃て！本体のバズから投影されるザーグは、本体が

360°回転することで、どこに現れるか予測不可能。臨場感

抜群なリアルサウンド。ザーグを撃てた回数によって、

ゲーム終了後に流れる音声は4種類に変化します。バズの名

台詞はもちろん、リトルグリーンメンも現れる？！

流行のAR技術を採用した、ゲーム好きなお子様か

ら大人まで楽しめる超体感シューティングゲーム。

今回のテーマは異次元から現れるモンスターとのバ

トル。搭載されたARカメラ機能で写し出された生

活空間に出現するモンスターとバトルを行えます。

また、モーションセンサー内蔵による画面のモンス

ター追随、『クエストモード』、『カウントダウン

アタック』、『タイムアタック』の3つのゲーム

モード、発射時の振動や攻撃を受けた時の衝撃やサ

ウンドを再現した超体感、特定のカラーに反応し隠

れたモンスターが現れるカラー認識機能も搭載。

トミカと遊ぼう！
スーパーオートステーション
（株式会社タカラトミー）

2012年7月14日発売予定
希望小売価格（税込）
7,329円

信号がある大きな駅を中心にプラレールとトミカが楽

しく一緒に停車・発車！

信号が自動で切り替わる完全自動の「オートモード」
と、ボタン操作で好きなタイミングに車両の停車発車
を楽しめる「マニュアルモード」の切り替えが可能。
ユーザーニーズの非常に高い、プラレールとトミカで
一緒に遊ぶことを実現した商品です。

また、別売りの「トミカと遊ぼう！Ｎ７００系駅前
パーキングセット」や「スーパーオートトミカビル」
などの商品とつなぐことにより、遊びが発展し楽しさ
をひろげることができます。

(C)Disney/Pixar

※車両、トミカ、レール、
橋脚、プラキッズは別売りです。



ガールズ・トイ部門

ガールズ・トイとは・・・・主に女の子向けの優れた玩具

評価のポイント・・・ 〇 主に女の子が興味や関心を持っている事柄や夢、憧れを素材に、遊びを通して想像

力や創造力、あるいはコミュニケーション力などを育むことができるかどうか。

ジュエルポッド ダイアモンド
（株式会社セガトイズ）

2012年7月26日発売予定
希望小売価格（税込）
6,825円

「まるで本物のスマートフォンみたい！！」女

児が一番憧れているものは、大人がみんな使っ

ているスマートフォン。指1本ですべての操作

が可能な私だけのスマホです。人気キャラク

ター「ジュエルペット」のアニメでは魔法アイ

テムとして登場。写真を撮って、プリクラみた

いにデコったり、人相占い、待ち受け画面にも

できます。また、通信機能はメールだけでなく、

スタンプやフレーム、プロフ交換もできます。

その他、カレンダー、アラーム、ジュエルペッ

トアルバム、コレクション、たくさんのミニ

ゲームや占い等、多数の機能を搭載。

ハローキティ
100品ぜんぶおぼえちゃお！ピッピレジーナ
（株式会社ジョイパレット）

2012年7月発売予定
希望小売価格（税込）
7,329円

100枚のカードでスキャンし放題！！日用品や食材がぐん

ぐん覚えられるキティちゃんのかわいいレジスターです。

ママが普段よくお買い物する日用品や食材を100枚のカード

にまとめました。ピッとスキャンするとキティちゃんが品

名と金額を読み上げてくれますので、遊びながら目と耳で

『ことば』と『かず』が学べます。カードの裏面には商品

の特徴や栄養グラフ、えらび方のポイントが記載されてお

り、ママの役にも立つ情報満載です。また、キティちゃん

が問題を出してくれる「かず」、「けいさん」モードも付

いており、長く遊んでいただけます。



ガールズ・トイ部門

モノマネラッパー MCミミクリー
（株式会社タカラトミーアーツ）

2012年6月28日発売予定
希望小売価格（税込）
2,940円

リカちゃん くるくるかいてんずし
（株式会社タカラトミー）

2012年7月21日発売予定
希望小売価格（税込）
5,040円

ミミクリーペットシリーズに「モノマネラッパー」が

登場！！話しかけると、何と音楽に合わせてリズムを

きざみ、カッコ良く動きながら、録音した言葉（約４

秒）をラップ調に“うたまね”をしてくれます。また、

モノマネラッパーらしい、カラフルなパーカーを着用

し、頭にはヘッドホン、手にはマイク。種類はハムス

ター、マンチカン、ペンギンの3種類。小さなお子様

から、年配者の方や家族皆で楽しんでいただけ、音楽

には国境がないのと同様世界中の言葉をラップ調で

「うたまね」して世界中の人々のハートをつなげます。

人気の回転寿司がリカちゃんシリーズに登場！！おすし、ス

ウィーツなどの、リアルな小物が94個も付いているので、子

供が大好きな「回転寿司」ごっこが、臨場感たっぷりに楽し

めます。本体の「回転ボタン」を押すと、レーンが回転。

「注文ボタン」を押すと、音声が流れて注文ができ、「お会

計ボタン」を押すと、お会計の音声が流れます。他にも、お

茶サーバーに湯飲みをおくと、「コポコポ」とお茶を注ぐサ

ウンド、お皿を「お皿返却口」に入れるとランダムで面白サ

ウンドが流れるなど、楽しいギミックがいっぱいです。リカ

ちゃんのおすしやさんドレスも商品に付属しています。

カラフル変身！ スマイルパクト
（株式会社バンダイ）

2012年2月4日発売
希望小売価格（税込）
3,675円

「スマイルプリキュア！」に登場する５人のプリ

キュア達に変身する、なりきりあそびが楽しめる

商品。この商品の一番の驚きは「コンパクトにパ

フをあてるだけで色が映りパフが光るギミック」。

遊び方は簡単で、付属のキュアデコルと呼ばれる

チャームをコンパクト本体にセット。そこにパフ

を当てるだけで、セットしたキュアデコルの色が

パフに映り、その色に光ります。さらに、本体か

らはそれぞれのプリキュアの音声がなり、本当に

プリキュアになったかのようなあそびが楽しめま

す。光のお化粧あそびが出来る女の子の憧れ満載

のアイテム。



キャラクター・トイ部門

キャラクター・トイとは・・・・キャラクターを使用したものの中で特に優れた玩具

評価のポイント・・・ 〇 キャラクターを通して話題性、社会に向けての発信力を持っているか。

〇 キャラクターの題材を的確に捉え、既存ユーザー層だけではなく新たな層にとって

も魅力的な商品作りに結実しているか。

アンパンマン
ハラハラシューティング！
（株式会社アガツマ）

2012年8月発売予定
参考小売価格（税込）
3,129円

アンパンマンとばいきんまんの対決シーンの臨場感とハ

ラハラ感を再現した赤外線のシューティングゲームです。

赤外線を利用し、玉が出ていないのにターゲットが倒れ

るため、小さなお子様にとって、とても興味を引く仕様

になっています。遊びのモードでは、ばいきんまんと対

決する「アンパンチモード」、ばいきんまんを連射で倒

す「れんぞくパンチモード」、起き上がってくるばいき

んまんを素早く撃って倒す「はやうちパンチモード」の3
つのモードで楽しむ事ができます。バンバン撃って楽し

い、シューティングゲームです。

はいどうぞ！アンパンマンキッチン
（株式会社ジョイパレット）

2012年7月発売予定
希望小売価格（税込）
5,229円

楽しいギミックが盛り沢山！アンパンマンのにぎやかなキッチ

ン。コンロのボタンを押すと点火音とともに光ってフライパン

が動き、時間がたつと、段々焦げた音に変わります。また、新

ギミックとして、蛇口レバーを上げるとシンクの底が回転し、

食材や食器を入れるとまるで自動で洗っているよう。メロディ

ボタンを押すとメロディとともにアンパンマンが左右に動き、

「ぼくと半分こしようよ！はいどうぞ！」とおしゃべりします。

火の危険性や水を大切にすること、ものを分けあう思いやりな

ど、生活中のルールをアンパンマンが教えてくれます。



キャラクター・トイ部門

バスターマシンCB-01
DXゴーバスターエース及びバスターマシンシリーズ
（株式会社バンダイ）

2012年2月25日発売
希望小売価格（税込）
5,040円

プリティーリズム スマートポッドタッチ
（株式会社タカラトミーアーツ）

2012年8月4日発売予定
希望小売価格（税込）
6,279円

スーパー戦隊シリーズ第３６作品目となる「特命戦隊ゴー

バスターズ」、その魂とも言える商品がこの「DXゴーバ

スターエース」です。

大のポイントは驚異の4モード変形です！ゴーバスター

エースからチーター（アニマルモード）、ビークルモード、

バディロイドが合体したモードなど完全変形がこの１つの

アイテムで可能！

更には発売中の「GT-02ゴリラ」、「RH-03ラビット」等

のバスターマシンシリーズと合体させる事で新たなロボ

「ゴーバスターオー」が完成する等更にゴーバスターズの

ロボの魅力が広がります！続々登場予定のバスターマシン

シリーズ、是非ご期待ください！

JS（女子小学生）憧れのスマートフォンを疑似体験！！

「ライブフィット」をコンセプトに現実とアニメのシンク

ロにより、ゲーム筐体でプリズムストーンを集めてのコー

デ遊びが大ブームとなった「プリティーリズム」は、今年

4月から新展開アニメがスタート。JS憧れのファッション

アイテムとして、アニメやゲーム筐体とも連動しコーデ遊

びの世界がひろがります。プリズムストーンデータを集め

てのコーデ遊びや女の子ならではの実用系アプリからゲー

ム、プロフィール・メール交換、ゲーム筐体のデータ

GETなどスマートフォン遊びが満載。

トランスフォーマー プライム AM01
オプティマスプライム
（株式会社タカラトミー）

2012年3月31日発売
参考小売価格（税込）
4,200円

世界中で愛されてきた「トランスフォーマー」が、新

作アニメ『超ロボット生命体 トランスフォーマー プ

ライム』放送開始に合わせ新しく生まれ変わる！28

年間、こだわり続けてきた「カッコいいものから カッ

コいいものへの変形」という要素に今回もこだわり、

アニメ内でのスタイリッシュなロボット･ビークルの

フォルムを崩すことのない完全変形を再現。さらに、

新要素としてロボットから武器に変形する小型トラン

スフォーマー「アームズマイクロン」を各フィギュア

に付属。カスタム遊びが楽しめる。

Ⓒ２０１２ テレビ朝日・東映ＡＧ・東映



イノベイティブ・トイ部門
イノベイティブ・トイとは・・・・素材・技術的に優れたもの、新規性のある玩具

評価のポイント・・・ 〇 製品化するにあたっての仕様、素材、製造技術などにおいて、他に類のない工夫が

されているか。

〇 企画の着眼点からデザイン・設計・製造、流通にいたるすべての過程における

どこかにおいて、他に類のない工夫がなされているか。

DIGITAL HANABI
（株式会社アガツマ）

2012年6月30日発売予定
希望小売価格（税込）
1,344円

2011年12月上旬発売
希望小売価格（税込）
2,940円

ゆび de Piano
（株式会社キューブ）

本物の花火みたいな音、光！安全に花火が楽しめる商品です。

スイッチを入れると先端が光り、リアルな花火の音で花火気

分が味わえます。また、手持ち花火、線香花火、連発手持ち

花火の3種類の花火が体感でき、特に暗い部屋で、壁に光を映

すと綺麗に見えます。火を使わないので安全で、遊ぶ場所を

選びません。

右手に装着するだけで簡単にピアノ演奏が楽しめます。

音は、モードボタンを押す事により「ピアノ」「ハンド

ベル」「ネコの鳴き声」に切り替える事ができ、音量は、

モードボタンを押しっぱなしにする事により3段階に変更

可能。「小学一年生」で好評だった付録をリニューアル

し、鍵盤を指に装着するという逆転の発想で、音楽を身

近に楽しめるガジェットとして開発されました。カラー

バリエーションはホワイト、ブラック、ピンクの3種類。



イノベイティブ・トイ部門
ホームスター オーロラ
ホワイト/ブラック
（株式会社セガトイズ）

2012年7月26日発売予定
希望小売価格（税込）
8,190円

ホームスターシリーズ初の動画搭載！今年は約11年ぶりに

オーロラがよく出現するといわれている“オーロライヤー”。

夕陽から日が落ち、星がまたたき、オーロラが出現する･･･北

欧にいるような星空が、お部屋に広がります。3基の光学エン

ジンを搭載し、それぞれを詳細にコントロールすることで、

高精度かつ動きのある映像を再現。また、プラネタリウムク

リエイター大平貴之氏と、快眠セラピスト三橋美穂先生との

ダブル監修により、安眠を誘う3種のヒーリングサウンドと日

没からオーロラの出現までの夜空の動きを同時に楽しめます。

スマートペット
（株式会社バンダイ） 2012年6月16日発売予定

希望小売価格（税込）
オープン価格ロボットの顔としてiPhoneやiPod touchをセットし、

本体と連動させて遊ぶ、まったく新しい次世代ペット

ロボットです。AppStoreから専用アプリケーション

（無料）をダウンロードし、犬型の本体にセットする

と、ペットのように動きます。タッチパネル操作での

お世話遊び、カメラ・マイク機能で手の動きや呼びか

けに反応させたり、他のスマートペットと連動してダ

ンスをさせることもできます。表情と動きの組み合わ

せで計100種類以上のリアクションが楽しめます。

※iPhone/iPod touchは別売り。

EDASHシリーズ
（株式会社タカラトミー）

2012年7月19日発売予定
希望小売価格（税込）
4,179円

離れたところから「自分の力」を伝えて動かす新感覚

ＲＣカー。ハンドルを回すことで発電、車に充電し、

操作もハンドルで行う乾電池を使わないRCです。ハ

ンドルを前に回すと前進、逆に回すと後進、速く回す

と車もハイスピードになるなど、回す自分の力が車を

操作している「不思議感」を体験できます。またコン

トローラーの左右ボタンを押して右や左に自由自在に

コントロールすることも可能。ハンドルを回して発電

するので、乾電池を使わずに赤外線RC遊びが可能。

ラインナップはエコカーの実車をモデルとしているの

で、父親と子どものコミュニケーションも促進します。

ⒸＢＡＮＤＡＩ ２０１２



ハイターゲット・トイ部門

ハイターゲット・トイとは・・・・大人が楽しめる玩具

評価のポイント・・・ 〇 使う（遊ぶ）者のイマジネーションを刺激し、与えられた楽しみ方だけではなく、

自分から遊び方や楽しみ方を発展させ、広げて行けるような要素をもっているか。

〇 コミュニケーションに寄与する、または癒しや豊な時間を提供する工夫がなされて

いるか。

1/1000東京スカイツリー
special ver.
（株式会社ジョイパレット）

2011年11月15日発売
希望小売価格（税込）
665,700円

昨年発売されたライティングスケールモデル「1/1000

東京スカイツリー 」に、スワロフスキー・エレメントを

“約30,000ピース”デコレーションしたスペシャル

バージョン。実際の東京スカイツリー に近づけた「粋

風」「雅風」「時計光」の他、「さくら」「新緑」「夏

空」「ハロウィン」「クリスマス」「正月」「ライト」

「レインボー」の8種類のオリジナルライティングを用

意。スワロフスキー・エレメントの煌めきとライティン

グの相乗効果により、スケールモデルの域を超えたイン

テリア性を実現しました。専用キャリーケースと展示用

アクリルボックス付属。

®

®

®

ジョッキアワー
（株式会社タカラトミーアーツ）

2012年5月31日発売
希望小売価格（税込）
1,575円

ワンプッシュで極上の泡立ちが楽しめるビール

ジョッキです。スパークリングレバーを押し下

げるとグリップ内に組み込まれた連動パーツが

可動。スパークリングハンマーがジョッキの底

をたたきつけることにより振動を与え、泡を大

量発生させることができます。

MADE WITH SWAROVSKI   ELEMENTS
®



ハイターゲット・トイ部門

BM-01 バスコレ走行システム
専用動力ユニットA
（株式会社トミーテック）

2011年11月1日発売
希望小売価格（税込）
3,780円

ワールドグレイテストマジック
<魔法の復活トランプ> (仮)
（株式会社テンヨー）

2012年9月23日発売予定
希望小売価格（税込）
1,575円(予価)

卓上でミニチュアサイズのバスが走る！ジオラマの情景

やコレクションとして、ホビーファンから高い支持を得

ている「1/150 バスコレクションシリーズ」。その

“バスコレ”を『走らせる』ことが出来る専用動力ユ

ニット。発売済みのバスコレを動力ユニットに乗せれば、

様々なバスの走行シーンが楽しめます。バスの走行には

別売りの「専用道路パーツ」が必要となりますが、それ

らを組み合わせて自由なサイズの道路パターンを作った

り、“自動停止”するバス停ユニットや、2車線道路な

どの関連商品により、様々な情景シーンの再現も可能。

ありえないマジックがついに完成！4つに切

れているトランプに手をかざしていくと…、

バラバラのトランプがどんどんくっついて、

なんと1枚のつなぎ目のないトランプに復活

します。その巧妙な仕掛けは、斬新な発想

によってできた、いままでになかった全く

新しいものですが、やり方を知れば、子供

から大人までどなたにでも簡単にマジック

を楽しむ事ができます。

大人の超合金 新幹線0系
（株式会社バンダイ）

2012年2月24日発売
希望小売価格（税込）
78,750円

『夢の超特急』として1964年運行開始後、2008年ま

で活躍し機械遺産となった『新幹線0系』の先頭車両を

徹底再現した1/45スケール（全長約560mm）塗装済

完成品モデル。商品設計にあたり、実車が展示されてい

る「交通科学博物館」協力の下、徹底取材を行い、さら

に元国鉄職員・大石氏の協力で、運転席内部から洗面所

等車内の隅々まで開業当時の姿を再現。また、すべての

扉類開閉、屋根の取り外しや座席の全席方向転換も可能。

24個のLEDを内蔵し、標識灯、室内灯を点灯させライ

ティング・ディスプレイも楽しめます。 JR東海承認済 / JR西日本商品化許諾済



2011年度 ヒット・セールス賞
ヒット・セールス賞とは・・・・ 従来のおもちゃ大賞7部門は、「市場に出て間もないもの」「これから市場

に出ようとしているもの」を中心に展開するのに対し、今回より新設した

「ヒット・セールス賞」は、「過去1年のなかで、もっとも消費者に支持さ

れ、売場に貢献し実績を残したもの」を顕彰することで、玩具メーカーのみ

ならず、流通・小売も含めた玩具業界全体を活性化していこうという主旨に

よって制定したものです。

応募資格と対象品・・・ 平成23年4月1日～平成24年3月31日までの販売売上実績が、

下記①②のどちらかに該当するもの。

①販売額(上代換算) 3億円以上 ②販売個数30万個以上

※国内での販売売上実績のみ対象

変身ベルトDXフォーゼドライバー
（株式会社バンダイ）

2011年9月3日発売

希望小売価格（税込）
6,825円

男児に圧倒的な人気を誇る仮面ライダー 新作「仮面ライダーフォーゼ」の変身ベルト。

スイッチの『手遊び』要素と、『コレクション』要素を併せ持つ「アストロスイッチ」

をコクピットに模したベルトに装填することで、様々なフォームへの変身なりきり遊び

を楽しめます。中央にある発光部は、飛行機の計器盤のように状態を光で示し、左右の4

つのソケットにスイッチを入れ替えることで、番組同様の様々な音声を再現。「変身ベ

ルトDXフォーゼドライバー」は80万個、「アストロスイッチ」シリーズは累計3800

万個以上の販売見込み。

Ⓒ２０１１ 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映



日本おもちゃ大賞 特別賞

特別賞とは・・・・ 日本国内のみならず世界中40ヶ国以上の国々で多くの消費者に支持され、

日本発、世界中の女の子の夢を育てる玩具として世界的に売上を拡大して

いるという功績を称え、特別賞に選定されました。

シルバニアファミリー シリーズ
（株式会社エポック社）

1985年3月～発売

シルバニアファミリーは発売から27年間、長く愛され親しまれ、現在では世界40カ国以上で

発売されています。

1985年の発売以来、子どもから大人まで広く愛され、国内外の人形の累計販売数は1億体にも
のぼります。1987年にはヨーロッパへ進出。海外でもこれまでに様々なToy awardを受賞して
います。

「自然・家族・愛」をテーマに、シルバニア村を舞台にしたあたたかいストーリーに沿って展
開される商品は、可愛らしく、細やか。特に人形は、心地よい感触とぬくもり、表情、素朴さ
など、誰もが感じる「かわいい」という感性を大切にしています。細部にまでこだわりデザイ
ンしたお家や家具、小物は、大人の鑑賞にも充分耐えられる完成度です。

シルバニアファミリーは、「ごっこ遊び」はもちろん、「きせかえ」「模様替え」「コレク
ション」など、様々な遊びを、年齢や成長の段階に合わせて、長く総合的に楽しむことができ
ます。またそれらの遊びを通じ、『情操玩具』として、想像力や発想力はもちろん、愛情や優
しい気持ちを育み、情緒豊かな成長を促します。


