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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。 

声にこたえる お手するワンちゃん SUPER 

（株式会社アガツマ） 

2013年7月下旬発売 

希望小売価格（税込） 
6,279円 

アニア 単品シリーズ 
（株式会社タカラトミー） 

様々な動物の特徴的な形や動きを触って知り、

楽しめる共遊玩具です。統一規格のパッケー

ジに入っており、価格は全て同じ。統一規格

の中で大型動物、中型動物、小動物のサイズ

差を出しつつ、どの動物達も子供達の手に丁

度良いサイズを目指しました。トミカ同様、

子供達に安全で親しみやすいデフォルメをし

ながら、リアルなディテールにもこだわり、

口が開く、首が動くなど、動物達の特徴的な

部分が可動するギミックを搭載。また、動物

の名前と特徴的な足あとの形状を手でさわっ

て理解できる「点字・足あと」シールを希望

者に無料で提供します。 

2013年6月20日発売 
希望小売価格（税込） 
各630円 

音調認識を採用！音の長さで認識、認識率UP！音の長さ

を３段階にプログラムして認識率をUPし、声の強弱や高

低、方言なども問題なく認識することで、愛犬とのふれあ

いを再現、簡単に命令を正しく受け入れてくれます。本体

には、スイッチセンサーが５箇所組み込まれており、手で

触れた動作から動き出すアクションをする。また、鼻に触

れる小刻みな動作をセンサー認識の切り替え動作プログラ

ムにし、くしゃみをするなど、遊びの幅を広げています。

犬種は、今一番人気のトイプードルで、ワンちゃんが大好

きなお子様には、ぴったりの商品です。 



的中ニャンコ 
（株式会社ハピネット） 

共遊玩具部門 

大海賊が隠した秘宝を探し出し、お宝を手に入れよう！迷

路状の盤面に、入手すると得点となるお宝が散らばってい

ます。お宝を隠して今も守り続ける、ガイコツ船長に見つ

からないよう、そーっとお宝を入手していき、ガイコツ船

長に見つかるか全てのお宝がなくなった時点でゲームは終

了。その時点で一番お宝ポイントの高いプレイヤーの勝利。

また、わかっていても怖い「ガイコツ船長ギミック」が盤

面上部に配置されており、トングでお宝を入手していく際

に音をたててしまうと、ガイコツ船長が左右に動き、運が

悪いと盤面上部から落下してきます。 

2012年9月発売 
希望小売価格（税込） 
4,179円 

ゲームロボット50 
（株式会社ハナヤマ） 

2013年7月発売予定 
希望小売価格（税込） 
4,179円 

ドキドキトレジャー 大海賊の秘宝 
（株式会社メガハウス） 

2013年6月下旬発売 
希望小売価格（税込） 
2,079円 

心が読める不思議ネコ！！思い浮かべた生き物を、

「はい」「いいえ」などニャンコの質問に答えている

だけでズバリ！当てちゃう物知りニャンコです。音声

認識機能を搭載しているので、子供も楽しく遊べ、10

個程度の質問で答えを言い当ててしまいます。プログ

ラミングされている生き物は350種類以上、昆虫や魚、

架空の生き物までいろいろあります。加えて、質問の

途中でジョークを言ったり、当たると喜んだり、ニャ

ンコとのコミュニケーションも楽しめる商品です。 

2005年9月に発売した｢ゲームロボット21｣がパワー

アップして戻ってきました。「もっともっと遊びたい」

というユーザーの要望に答え、新たに30のゲームを追加。

楽しみながら音感、記憶力、判断力、推理力、瞬発力、

計算力が磨かれる。ゲームの重要な要素である音源も全

てリニューアルし、2人対戦ゲームも追加。対戦したり、

スコアを競い合ったり、コミュニケーションツールとし

ての要素も充分です。開発段階から視覚障害の方にス

タッフとして加わって頂き、目が不自由な方も遊べる

ゲームを増やしており、共遊玩具に認定されています。 



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 よみかきキッズタブレットDX 
（株式会社アガツマ） 

2013年6月発売予定 
希望小売価格（税込） 
9,429円 

わごむパターンボード 
（株式会社くもん出版） 

2012年9月11日発売 
希望小売価格（税込） 
2,625円 

楽しく遊んで、形の感覚を身につけよう！カラフルな

わごむをピンにかけて、様々な形をつくる遊びです。

まずは付属の作例カードをボードにさしこみ、お手本

どおりに作ることからスタート。19ピンと81ピン、

2種のボードに、それぞれ15枚30例ずつ用意された

作例カードは、少しずつ難しくなるよう構成されてい

ます。慣れてきたら、オリジナルのパターン作りに挑

戦！子どもたちの「やってみたい」という意欲を引き

出しながら、たっぷりと達成感を味わうことができる

遊びの中で、手先の器用さや集中力、そして形の感覚

や創造性を養うことができる知育玩具です。 

あいうえおのお勉強の定番「あいうえお教室シリー

ズ」に『文字を書く』機能を加えたデラックス版商

品！液晶画面に「ひらがな」「カタカナ」の書き順が

表示され、専用ペンで文字を書くと形や書き順が合っ

ているか、アンパンマンの声で判定してくれます。

シートを替えれば、英語の｢大文字｣｢小文字｣｢数字｣の

形、書き順も学べる。また、単音の他に「あんぱんま

ん」などの言葉も学べ、問題モードでは、「文字／絵

の問題」、「文字／言葉を書く問題｣など難易度が違

う500問以上が出題されます。「メロディ」「楽器遊

び」「効果音」機能も搭載。 



エデュケーショナル・トイ部門 
2013年7月20日発売 
希望小売価格（税込） 
8,379円 

ミッキー＆フレンズ 
へんしんドライブ！知育ボックス 
（株式会社タカラトミー） 

おうちもおそとも！ 
アンパンマンおしゃべりたまご 
（株式会社バンダイ） 

2013年4月27日発売 
希望小売価格（税込） 
5,775円 

おいかけてコロコロボール 
（ローヤル株式会社） 

2013年2月26日発売 
希望小売価格（税込） 
3,675円 

ボタンを押したり、放っておくと自動でコロコロ転

がります！14フレーズの日本語ボイスで数字や図形

のお勉強ができます。また、11曲のメロディと10

種類の擬音が楽しめる他、電池の消耗を防ぐオート

オフ機能も付いています。 

今までになかった、「指先の遊び」から「身体を使った遊

び」に変身する知育ボックス！8ヶ月～3歳未満まで長く

遊べ、1歳のお誕生日プレゼントにもぴったりです。知育

ボックス時（8ヶ月～）には、おすわりができるようにな

り、周りにあるものを、何でも試してみたくなる赤ちゃん

に合わせた5つの面で23の遊びがあります。また、ドラ

イブ遊び時（2歳頃～3歳未満まで）には、消防車・パト

カーなどのリアルなレスキュー音がし、レスキューランプ

も点滅するなど、自動車の運転手になったつもりで、おも

ちゃにまたがり乗って大胆に遊べ、想像の世界が一挙にふ

くらみます。 

「1-3歳児をもつ親御様がお子様の生活習慣のしつけに

困っている」という調査結果より生まれた商品です。大好

きなアンパンマンとお家でも外でも一緒に過ごして、楽し

く生活習慣を身につけられる。あんよを応援してくれる

「いっしょにおでかけモード」、基本的生活習慣を一緒に

学べる「いっしょにせいかつモード」、ミニゲームが楽し

める「いっしょにあそぶモード」、音声付きアニメが楽し

める「アンパンマンボタン」、苦手な「起床/就寝」など

を自発的にできるよう応援してくれる「おうえんボタン」

など、お子様にも親御様にも嬉しい商品です。 



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。 

2013年6月29日発売 
希望小売価格（税込） 
4,725円 

炎の体育会TV MILLIONSPOON 
（株式会社タカラトミー） 

マイクロチャージャー 
スーパータイムトラックセット 
（株式会社ハピネット） 

2013年7月下旬発売予定 
希望小売価格（税込） 
4,179円 

最小最速!? モーターカーが秒速チャージでレーンを疾
走!!!たったの8秒の急速チャージでビュンビュン走る全
長25ｍｍの超小型モーターカーが、レーンの上を自在
に走行します。時限開閉式のゴールゲートにより、ス
ピードだけではレース展開がわかりません。また、レー
ン付属の発射台で、4台同時にチャージ＆スタートが出
来る上、自由自在に組み替えられるコースで、いろいろ
なレイアウトが楽しめます。モーターカーは2台付属し
ます。 

TBS系放送中の「炎の体育会TV」の大人気コーナー

「MILLIONSPOON」を、番組制作スタッフ完全監修

で再現。シンプルなルールで、世界一緊迫したスプー

ン運びを体験できます。球を落とさずに全エリアをク

リアできたら成功。回転する2つのスイッチにボール

を通す「ミリオンスイッチ」、スライダーから滑り落

ちるボールをキャッチする「ミリオンスライダー」、

大小2つのリングにボールを通す「ミリオンリング」、

パイプの先端にボールをのせる「ミリオンパイプ」の

他、 TV未公開の「ミリオンウォール」の計5エリア

が楽しめる。 



ボーイズ・トイ部門 

レゴ®チーマ クラッガーのコマンドシップ 
（レゴジャパン株式会社） 

2013年3月1日発売 
希望小売価格（税込） 
12,600円 

～狙え！一攫千金～ メダルドリーム 
（株式会社メガハウス） 

2013年4月12日発売 
希望小売価格（税込） 
4,725円 

レゴ®ブランドオリジナルのファンタジー「レゴ®チーマ」

に登場する、悪のメインキャラクター『ワニ族「クラッ

ガー」』の巨大戦艦のレゴ®ブロック商品。レゴ®ブロック

商品ならではの組み立て遊びの楽しさに加え、実際に水に

浮かべて遊べる他、後部から切り離せる「ワニヘリコプ

ター」、両側から切り離せる「ワニボート」、開閉可能で

カミツキ機能を楽しめる「ワニの口」など様々な仕掛けが

組み込まれている。また、クラッガーにとって敵であるラ

イオン族の乗り物「ライオン族の小型ボート」も付属して

おり、即座にロールプレイが楽しめます。 

子供達に人気のメダルゲームがおもちゃに！各プレ

イヤーがそれぞれ専用シューターと専用トレイを持

ち、2分間で手持ちのメダルをいかに増やすかを競

う、シンプル且つ必ず盛り上がるルール。メダルは

転がすこと、飛ばすことができ、狙うポイントは3

か所。ポイントにより難易度も異なる。また、

BGMと音声はゲームを更に盛り上げ、回転盤とす

べてのギミックのスピードが3段階に変化するなど、

立体的なバトルゲームの臨場感を味わうことが出来

る。ジャラジャラとメダルを集める爽快感は、プレ

イヤーをワクワクさせること間違いありません。 

カミツキ合体 ＤＸキョウリュウジン 
（株式会社バンダイ） 

2013年2月23日発売 
希望小売価格（税込） 
8,190円 

3体の獣電竜、ガブティラ、ステゴッチ、ドリケラがカ

ミツキ合体したロボ。ガシャポンやお菓子売り場など

から年間通じて発売される、全ての乾電池型連動アイ

テム、「獣電池」を読み込み認識する事ができ、連動

したユニークな音声を楽しむ事ができます。更には

「獣電池」と「獣電竜」をＴＶ劇中同様にカミツキ合

体させていくと、そのコンボに合わせた合体完成音

（サンバ音）が発動するというバリエーション溢れる

仕様。戦隊史上初の合体認識による音声発動ギミック

を搭載し、今までの「ロボ合体」に更にプラスしてユ

ニークな「音楽」の発動を楽しめます。 

LEGO, the LEGO logo and LEGENDS OF 
CHIMA are trademarks of the LEGO Group. 
©2013 The LEGO Group. 



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。 

 

ジュエルミュージックポッド 
（株式会社セガトイズ） 

2013年4月25日発売 
希望小売価格（税込） 
5,880円 

スマートフォンやCDプレーヤーから簡単操作
で録音！遊べる音楽プレイヤーです。スマホ
TOY NO.1の「ジュエルポッドダイアモンド」
で撮影した写真を再生でき、音楽に合わせて遊
べるゲームが８種類。スマートフォン、CDプ
レイヤーなどから付属録音コードでダイレクト
に録音して最大60分、別売SDを使えば沢山の
音楽を持ち歩くことが可能。「ジュエルポッド
ダイアモンド」撮影の写真で、音楽に合わせて
スライドショーを楽しんだり、音楽での占いや、
２人でのゲームプレイも可能。その他、相性占
いやイントロクイズなども楽しめます。 

アクアビーズアート☆ 

キラキラビーズデザイナーセット 

（株式会社エポック社） 

2013年4月20日発売 
希望小売価格（税込） 
4,179円 

ペンでビーズを並べて、お水をシュッとかけるだけ！宝石

のようなカットが施された多面体のキラキラビーズでアク

セサリーが作れるアクアビーズアートの新シリーズです。

ティアラやパフェなどの立体作品や、指輪、ネックレスな

どのアクセサリーが簡単に作れる。水をかけるだけで、本

物の宝石のようにキラキラと輝き、本格的なビーズアクセ

サリーや、ゴージャスなメッキが施されたティアラ型ビー

ズケースは、女の子のおしゃれ心を掴みます。作る過程の

楽しさ、完成度の高さ、作った後の実用性を兼ね備えた

ファッショナブルなメイキングホビーです。 ©2013 EPOCH CO., LTD. 



ガールズ・トイ部門 

アイカツフォン 
（株式会社バンダイ） 

2013年3月30日発売 
希望小売価格（税込） 
4,725円 

トリプルカラーチェンジ リカちゃん 
（株式会社タカラトミー） 

2013年4月20日発売 
希望小売価格（税込） 
3,675円 

ずっ友 キャンディフル☆ネイル 
（株式会社メガハウス） 

2013年6月下旬発売 
希望小売価格（税込） 
3,990円 

おもちゃっぽいネイルはもう卒業！本格的なカラフルネ

イルを作ることが出来ます。未就学児～女児小学生にか

けて、おしゃれが本格的になっている近年の傾向を受け、

おしゃれに興味を持つ子供が自分で作り、思わず友達に

見せたくなるようなネイルがコンセプト。水転写のシー

ルを使い、水を付けたスタンプでポンポンとプッシュす

ることで、デザインを綺麗に転写してネイルチップを作

ります。そして最後にジェル状のシールでカバー。また、

最も大きなサイズのネイルチップを使用すれば、お母さ

んやお姉さん、友達とお揃いで作ることも可能です。 

温度の変化で髪の色が３色に変わる画期的なドール。 

世界唯一の3色変化を実現するため、旭化成ホームプロダ

クツ様の協力を得てオリジナルの新素材を開発しました。

この新素材はお子様の手の温度で色変わりするようこだ

わって開発しているため、手の中でまるで魔法を掛けるよ

うに遊ぶことができます。常温ではピンク色の髪の毛が、

手のひらで温めるといちごミルク色に、付属のクールブラ

シで冷やすとラズベリーブラック色に変わります。 

3色変化によって遊びの創造の幅もぐっと広がり、お子様

それぞれのアイディアで多種多様なアレンジが可能です。 

アイカツ！の番組内で登場するメインアイテム「ア

イカツフォン」のなりきり玩具。マルチLEDを点灯

させることで、カラフルな液晶演出ができる。番組

だけでなく、データカードダス「アイカツ！」とも

強力連動しており、第４弾まで全て読み込める

「バーコードスキャンセンサー」を搭載。コーデポ

イントはデータカードダスと同じであるため、デー

タカードダスで遊ぶ前に最強コーデを確認しておけ

るのがポイントです。他にも「アイドルレッスン」

「オーディション」などのミニゲームや「メール」

遊びも入っており、長く遊べる仕様になっています。 



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 タッチして！ 
カラースマートフォン 
（株式会社ジョイパレット） 

2013年8月上旬発売予定 
希望小売価格（税込） 
6,090円 

いらっしゃいませ！ 
ジャムおじさんのやきたてパン工場 
（株式会社セガトイズ） 

2012年9月6日発売 
希望小売価格（税込） 
5,040円 

アンパンマンミュージアムで大人気の「ジャムおじ

さんのパン工場」がかわいいオモチャになって登場。

子供が大好きなパン屋さんごっこが楽しめる商品で

す。アンパンマンパンなど、実際のお店で人気のパ

ンを選び、トングでかまどに入れると、ジャムおじ

さんとバタコさんの「おいしくな～れ♪おいしくな

～れ♪」という歌とメロディが流れ、本物のような

パン焼き遊びが楽しめる。また、パンをトレイにの

せてレジにかざすとアンパンマンたちがおしゃべり

してくれるお会計遊び、ドリンクバーギミックなど、

パン屋さんの一連のごっこ遊びが楽しめます。 

パパ、ママが持っているスマートフォンに、お子様

は興味しんしん！そんなお子様の欲求にお答えする

商品。大好きなアンパンマンやなかまたちと、楽し

い電話あそびが出来ます。カラ―液晶＋タッチパネ

ルで、より感覚的に遊んで楽しめる上、本物そっく

りのフィルムとボリューム感、タッチ＆スライドで

の感覚的な操作、アンパンマンたちの顔が表示され

るＴＶ電話機能、会話のやりとりの疑似体験など

様々な電話あそび機能を搭載。また、アンパンマン

たちを撮影出来るカメラあそび、記憶・予測能力を

育める知育ゲームなど楽しいアプリも6種類。 



キャラクター・トイ部門 

チャギントン パズルタウンDX 
ウィルソン入り 
（株式会社増田屋コーポレーション） 

2013年4月下旬発売 
希望小売価格（税込） 
5,040円 

ドキドキ変身！ラブリーコミューン 
（株式会社バンダイ） 

2013年2月2日発売 
希望小売価格（税込） 
3,990円 

パネルの組替え自由自在！遊ぶスペースに合せてパ

ネルを繋いでチャガーを走らせる人気のパズルタウ

ンに、チャギントンの街を再現したデラックス版で

す。セット内容には、パネル12枚、時計台やビルな

ど建物が2個、ヴィー2体、街の背景パネル4枚、

チャガーウィルソン1両が含まれています。 

LINE TOWN（ラインタウン） マイタッチ  
ブルー ピンク グリーン 
（株式会社タカラトミー） 

2013年8月8日発売 
参考小売価格（税込） 
6,825円 

今年最も旬なキャラクター、LINEキャラクターとスタ

ンプ、メッセージ交換のできるスマホ型液晶トイ。超

ヒットアプリ「LINE」と、子どもたちのスマートフォ

ンへの憧れを実現し、本物同様にスタンプを使って、

友達やLINEのキャラクターとコミュニケーションでき

ます。「LINETOWN」を収録し、ゲームアプリで遊び、

スタンプを集め、メッセージ交換をすると、友達にな

るキャラクターが増えるなど、育成要素のある遊びが

可能。また、キャラクターにスタンプ、メッセージを

送ると、自然な会話が成立するように返事が返ってき

ます。 

ドキドキ！プリキュアたちが変身するときに使うアイテ

ムです！子供たちに大人気のスマホモチーフ、憧れのス

ライドタッチアクションで「L/O/V/E」という文字を

描くことで変身ができます。また、パートナー妖精たち

のフェイスカバーが４つ付いており、付け替えると、音

声や遊びが簡単に変わり、妖精たちとコミュニケーショ

ンがとれる。また、キュアラビーズというパーツをセッ

トして、画面をタッチすると変身・攻撃の他、様々なサ

ウンド遊びを楽しめます。なりきり遊び以外にも、ミニ

ゲームや電話遊びも入っており単品としての遊びも充実。 

©LINE/ShoPro/TV TOKYO 

©ABC・東映アニメーション 



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。 

赤外線ヘリコプター ナノファルコン 
（株式会社シー・シー・ピー） 

2013年6月8日発売 
希望小売価格（税込） 
4,704円 

2013年7月6日発売 
希望小売価格（税込） 
各3,360円 

『テレビでポケモンゲット！』シリーズ/ 
モンスターボール、つりざお 
（株式会社 タカラトミー） 

テレビを使ってポケモンのゲット遊びができる

『テレビでポケモンゲット！』シリーズ2種。

【モンスターボール】では、自宅のプレイヤーで

付属DVDを再生し、映像の展開に合わせてアク

ションをすると、テレビの中でボールがポケモン

に向かってとんでいき、新感覚の「ポケモンゲッ

ト遊び」が楽しめます。また、【すごいつりざ

お】も同様に、映像に合わせてつりざおをふると、

つり糸が水面に向かって飛んでいき、タイミング

に合わせてリールを巻いてポケモンをつりあげら

れます。設定はDVDプレイヤーのリモコンと商

品本体を同期するだけでOK！ 

「世界最小の無線操縦ヘリコプター」としてギネス世界

記録 認定。ボディサイズは、わずか65mm、重量

11gと超小型でありながら、デスクスペースで十分に遊

べる高い機動性能を実現。レバー操作で各アクションを

スムーズにコントロールするデジタルプロポーショナル

方式を採用しており、機体の姿勢を自動で制御し飛行を

安定させるジャイロセンサーも搭載。また、充電時間約

30分で約5分の連続飛行が可能（屋内専用）で、アク

ションは上昇、下降、左右回転、前進、後進、左右旋回

ができる3チャンネルコントロール。操作距離は約5m。 

TM 



イノベイティブ・トイ部門 

ディズニー ラストワンピース ジグソーパズル 
（夢のシアターへようこそ、朝のベーカリーショップ） 
（株式会社テンヨー） 

2013年8月発売予定 
希望小売価格（税込） 
3,465円(予価) 

タブレットforキッズ tapme（タップ ミー） 
（株式会社メガハウス） 

2013年7月下旬発売 
希望小売価格（税込） 
20,790円 

親子のための安心機能を搭載 ぼくの、わたしの、こど

も専用タブレット登場！！インターネット・メール・知

育・ゲーム・アニメ・音楽・カメラなどが楽しめる、こ

どもが大好きな機能がすべて詰まったこども向けタブ

レット。夢中になる機能が満載な一方、親子が安心して

使用できるように独自の管理モードとこども専用のモー

ドを搭載。遊びすぎ防止タイマー、アプリのロック、イ

ンターネットへの接続等を設定・管理出来ます。アプリ

はタッチパネルの直感操作を活かした知育アプリ、ゲー

ム、カメラ遊びなど、30種以上をプリインストール。 

最後のピースを入れた瞬間、何かが起こる！ディズニー

ラストワンピースジグソーパズルがついに完成！パズル

を組んだ後に、iPadやiPhoneをかざすと、パズルの絵

から新たな夢と魔法の世界が出現します。自作のメッ

セージを絵の中に流すことができる他、圧倒的な迫力と

美しさの動画が展開。さらに、パズルに出ていないキャ

ラクターも出現し、楽しい動きを見せたり、ディズニー

ミュージックが流れ、夢と魔法の世界を盛り上げるなど、

ディズニーならではのファンタジックな世界を表現。今

までにない、ジグソーパズルの楽しみ方が可能です。 

映画で活躍したサリーとマイクがあなたの家にやってく

る！！映画「モンスターズ・ユニバーシティ」から、主

人公のサリーとマイクを「映画完全連動」で商品化。

「外観」の再現度はもちろん、「音声」は日本語版吹き

替えの声優を起用し特別収録。大きな怖がらせボイスが

魅力のサリーは、両腕を上げると大きな声でおたけびを

上げます。また、仲間のモンスターたちのコーチ役のマ

イクは、教科書を持たせると、モンスターのことを教え

てくれる。最大の魅力は、サリーとマイクの通信。映画

さながらの絶妙な掛け合いを聞かせてくれます。 

2013年6月22日発売 
希望小売価格（税込） 
サリー：7,140円 
マイク：5,460円 

トレーニング サリー、コーチング マイク
（株式会社バンダイ） 



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。 

nanoblock Space Center  
Deluxe Edition 
（株式会社カワダ） 

2013年9月中旬発売予定 
希望小売価格（税込） 
7,560円 

2013年 発売5年目を迎えた世界最小級ブロック

nanoblock(ナノブロック) 。最小サイズ4×4mmのブ

ロックを約1600ピース使用し、スペースシャトルをよ

り細かく再現。さらに、展開するハッチ部、作業アーム、

円筒形の燃料タンク等も縦だけではなく横方向にもブ

ロックを組み合わせる事で再現しました。また、組みか

えにより発射台設置状態と飛行状態の２つの状態が楽し

めます。 

オートミーS 小型自動ロボットクリーナー 
（株式会社タカラトミー） 

2013年3月28日発売 
希望小売価格（税込） 
1,575円 

話題のロボット掃除機をスマートフォン、タブレッ

トPC用に小型、玩具化！単３電池１本だけで、画

面から落ちずに走行し、取り付けられた専用のク

リーニングペーパーを回転させ、液晶面に着いた皮

脂、指紋汚れを拭き掃除します。定期的に方向転換

をする「オートターン機構」を搭載し、満遍なく画

面上を走行する仕組みです。直径わずか75mmの小

型ながら、走行、回転、掃除の機能を盛り込みつつ、

お求めやすい価格設定、話題のロボット掃除機とい

うトレンドを取り入れた最近のネタ消費にぴったり

の玩具です。 © TOMY 



ハイターゲット・トイ部門 

DX超合金魂 マジンガーZ 
（株式会社バンダイ） 

2012年12月14日発売 
希望小売価格（税込） 
36,750円 

メタリック ナノパズル シリーズ 
（株式会社テンヨー） 

2013年5月発売 
希望小売価格（税込） 
924円～1,764円 

地獄ジグソーパズル 純白地獄  
大王2000ピース 
（株式会社ビバリー） 

2013年7月12日発売 
希望小売価格（税込） 
3,150円 

TwitterやFacebookから火が付きTVメディアに
も数多く取り上げられた地獄ジグソー。シリーズ
の8ケ月セールス合計4万個の販売実績、一面が１
色の究極のドMパズル「地獄ジグソー」シリーズ
に、ついに衝撃の2000ピース「大王」が登場。
通常の「柄を探し、組み合わせて一つのアートを
完成させる」のではなく、その形だけで組み上げ
なければならない１面一色のジグソーパズルで、
今回はさらに裏も白。想像を絶するこの恐怖に心
の強さが試されます。初心者禁止のこの地獄を貴
方はクリアすることができるか！？ 

発売から1年強で累計50万個を突破!！！超細密な

レーザー加工を施したメタルシートから、世界中の

著名な建造物や乗り物を忠実に再現し、その完成度

の高さと高級感が手頃な価格で楽しめます。パーツ

を取り外し、ペーパークラフトのように曲げたり、

折ったり差し込んで、製作して行きます。手のひら

サイズのハイクオリティーなミニチュアモデルの世

界をお楽しみ頂いた後は、小さなインテリア、そし

てコレクションとしても楽しめます。今春には、

『姫路城』、『タイタニック号』、『D51-498号

機』、『スター・ウォーズTM』版などが発売。 

TVアニメ生誕 40 周年を記念し、「マジンガーZ」を

精密に再現した全高約30cm の「LED・音声ギミック

内蔵の完成済み大型超合金」。精密な内部構造を再現し

つつ各関節の可動範囲を確保し、「格納整備基地」付属

でディスプレイも楽しめる。また、アニメの主題歌（イ

ンスト）の他、「ロケットパーンチ！」「パイルダーオ

～ン！」など、主人公の名セリフと効果音を内蔵。目や

胸部には LED を搭載し、「ブレストファイヤー」など

の発光が再現されており、自分で操縦している様に楽し

めます。サウンド・発光ギミックは、付属の赤外線リモ

コンで操作可能。 



2012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、昨年新設された   

           「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り制定さ 

           れたものです。 

 

応募資格と対象品・・・  平成2４年4月1日～平成2５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ウィザードライバー 

（株式会社バンダイ） 

2012年9月1日発売 

希望小売価格（税込） 
6,825円 

テレビ朝日系で大好評放送中、仮面ライダー最新作「仮面ライダーウィザード」の変身

ベルト。今回のライダーは指輪の不思議な力で変身。近づけると電池無しで光る『不思

議』感と、『コレクション』要素を併せ持つ連動キーアイテム「ウィザードリング」を

手形を模したベルトにかざすことで、様々なスタイルへの変身なりきり遊びを楽しめま

す。ベルト手形にある発光部は、「ウィザードリング」に対応した光と音で反応、番組

同様の多種多様な音声を再現しています。本商品は78万個、「ウィザードリング」シ

リーズは累計2,800万個以上の販売見込みとなっております。 


