
一般社団法人日本玩具協会

・ 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）
〒270-2241
千葉県松戸市松戸新田65-5
TEL.047（702）3125／FAX.047（702）3140

（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／ＦＡＸ．0268（７１）０９２４

（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 お客様相談室
〒277-0863
千葉県柏市豊四季945-8
TEL.0120-104609

（株）セガトイズ お客様相談センター
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1住友不動産大崎ガーデンタワー11F
ナビダイヤル.0570-057-080／FAX.03-6864-5468

（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

パイロットコーポレーション（株）玩具事業部 お客様相談室
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-8-8　いちご錦ファーストビル
TEL.052（732）4924

（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）バンダイ お客様相談センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20（配送センター）
ナビダイヤル.0570-041-101

ピープル（株） お客様相談係
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋
TEL.03(3862)3739

（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

マルカ（株）
〒111-0023
東京都台東区橋場1-2-1　
TEL.03(3875)3684／FAX.03（3872)5731

（株）メガハウス 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.0570-066-039

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 
2022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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共遊玩具ができるまで

一般社団法人日本玩具協会
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日本点字図書館　図書情報課　
電話　03-3209-2442（代表）
Eメール ： tosyo@nittento.or.jp

写真は総理官邸での表彰式
（安倍総理から富山会長に表彰状を授与）

お問合せ先

長年の共遊玩具活動が評価され、当協会は、

　令和元年度バリアフリー・
　ユニバーサルデザイン
　推進功労者表彰
において内閣総理大臣表彰を受彰しました。

2019年12月26日

「共遊玩具」のあゆみ
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共遊玩具の工夫点

0505



共遊玩具の工夫点
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のアンパンマンのおも
ちゃです。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！

バンダイ 1,408円（税込）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

コップがさね

かさねやすいコップがさね

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。

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。

コンビ

ローヤル

1,100円（税込）

1,210円（税込）

縦16.5×横11×奥行4.5（cm)

縦12×横12×高12.5～49（cm)

縦13×横13×高45（cm)

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

８ヶ月以上

６ヶ月以上

１０ヶ月以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

06

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！

バンダイ 3,630円（税込）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

縦16×横27.5×高9（cm)

メーカー 価　格

サイズ１歳以上対象年齢

ジャラットプレート
「つまむ」「向きを合わせて入れる」「レバーをたおす」というくり返しに
よって、手先の器用さを養うおもちゃです。穴を触って確認しながら
プレートを入れたり、レバーをたおしてプレートを出す時も、転がらず
に出しやすいので目の不自由なかたも問題なく遊ぶことができます。

くもん出版 3,300円（税込）

縦19×横18×高23（cm)

メーカー 価　格

サイズ１.５歳以上対象年齢
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ⒸYoshikazu Takai

くろくまくんのかたちあわせトラック
正しく入れることができると荷台があがり、ドッシャーンとピース
が出てきます。手で触って形を認識しながら形あわせすることで、
図形の認識力や手先の器用さを養うことができます。

くもん出版 4,180円（税込）

６ヶ月以上

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形 を さ わろう

電　池

〜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
アンパンマンのいたずらあそびトイ！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。

バンダイ 7,150円（税込）

単3×3本縦13×横35×奥行35（cm)

縦24×横9×高11（cm)

メーカー

メーカー

価　格

価　格

サイズ

サイズ

１.５歳以上対象年齢

対象年齢

電　池 単3アルカリ×3本

はじめて英語 くまのプーさん
絵本でおしゃべり！ ゆびさき知育いっぱいできた
くまのプーさんが英語と日本語で読み聞かせのようなおしゃべりをします。
プーさんの声や楽しい音といっしょに、ページをめくったり、形合わせしたり、
つまんでひっぱったり、たくさん手も動かして触る楽しさが経験できます。

タカラトミー 9,020円（税込）（2022年7月以降）  

縦28×横32×奥行29（cm)

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

メーカー 価　格

サイズ８ヶ月以上対象年齢

はじめてのソフトパズル
型はめ遊びをしながら、手先の器用さ、図形の認識力を養うおも
ちゃです。基本図形の形を触って覚えることができるので、目の不
自由なかたも問題なく遊ぶことができます。

くもん出版 3,520円（税込）

パッケージ：縦21×横33×奥行6.5（cm)

メーカー 価　格

サイズ１.５歳以上対象年齢

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。

くもん出版 3,520円（税込）

パッケージ：縦21×横22.7×高4（cm)

メーカー 価　格

サイズ３歳以上対象年齢



形 を さ わろう
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アンパンマンミュージアムシリーズ

アンパンマンくみたて  DIYシリーズ

ディズニーキャラクターDIYTOWNシリーズ

アンパンマンとなかまたちを立体化した約35mmのミニチュア
サイズの人形シリーズです。人形だけではなくミニカーやお話に
登場するメカもあり、キャラクターの世界感がつまっています。

お子さまサイズのネジとレンチやドライバーを使って楽しく、カンタンにくみたて
遊びができる玩具シリーズです。ガイドがあるので、誰でもカンタンに組み立てるこ
とができ、DIY体験ができます。「くみかえいっぱいアンパンマンごうとなかまたち
セット」ではそれぞれのパーツを組み変えて完成したら手で転がして遊ぶことがで
きます。組み立てることで、集中力、想像力、問題解決力を育みます。

キャラクターの特徴やフォルムを忠実に再現した、本物みたいで温か
みのある触感を体感できるコレクションドールと、自分好みに簡単に
組み立てることのできるドールハウスです。ディズニーキャラクター
の世界観を触って存分に楽しむことが出来るシリーズ商品です。

セガトイズ

セガトイズ

セガトイズ

770〜4,180円（税込）

3,278〜10,780円（税込）

1,320〜9,350円（税込）

各種

各種

各種

（電動ドライバー）単3アルカリ×2本 （はたらくのりもの）単4アルカリ×3本
Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

電　池

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

３歳以上

３歳以上

５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

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。

バンダイ 各660円（税込）

全高11（cm)

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

メーカー 価　格

サイズ１.５歳以上対象年齢
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形 を さ わろう

ロングヘア　たんぽぽのぽぽちゃん

お風呂もいっしょよ　たんぽぽのぽぽちゃん

マシュマロぽぽちゃん ひつじさんスタイつき

メルちゃんのいもうと
おめめぱちくりネネちゃん入門セット

メルちゃん入門セット

ぽぽちゃんに着せ替えをしたり、髪の毛をとかしたりしながら、
お着替えといった実生活にも生かせるお人形です。手足が動く
ので様々なポーズをとったり、寝かせると目をつむるので目の
動きもわかります。子どもが抱っこしやすいサイズのぽぽちゃ
んです。

一緒にお風呂に入れるぽぽちゃんで、湯船に肩まで浸かることや、
自分の体の洗い方も遊びながら学べます。乾きやすいベビーショー
トヘアなのでお世話しやすく、お風呂から上がった後も、すぐ一緒
に遊べます。

お世話遊びや抱っこがしやすく、ギュッと抱きしめたくなるポイン
トを詰め込んだ、ぽぽちゃんシリーズの中でも特にやわらかで、
小さめサイズのお人形です。ぽぽちゃんは今どんな気持ち？と
想像を促し、思いやりの気持ちをはぐくむ工夫が詰まっています。

“メルちゃんシリーズ"はいつでもお子様のそばにいて、やさしさを
育むお人形です。はじめてメルちゃんに出会うお子様に最適！うさ
ぎさんのデザインが可愛い基本セットです。「おやすみ」「おきがえ」
「おむつがえ」等の色々なお世話遊びが楽しめます。お風呂にいれ
ると髪の毛がピンク色に変化します。

はじめてのお人形のあそびにぴったりのセット。「おねんね」「おんぶ
だっこ」等、色々なお世話遊びが楽しめます。ネネちゃんは寝かせると
目を閉じ、起こすと目を開き、お風呂にいれると髪の毛がブロンドに
変化します。「ベビーチェア」等、このセットだけの可愛いパーツ入り。

ピープル

ピープル

ピープル

パイロットコーポレーション

パイロットコーポレーション

5,258円（税込）

3,278円（税込）

3,608円（税込）

6,820円（税込）

6,820円（税込）

縦35×横18×奥行12（cm)

縦35×横16×奥行12（cm)

縦33×横18×奥行12（cm)

縦29×横40×奥行20（cm)

縦29×横40×奥行16（cm)

Ⓒメルちゃん　

Ⓒメルちゃん　

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

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

３歳以上

２歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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形 を さ わろう

NEW たんぐらむ
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。

くもん出版 3,080円（税込）

ガイドボード最大：縦18.5×横30（cm)

メーカー 価　格

サイズ３歳以上対象年齢

NEW さんかくたんぐらむ
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。

くもん出版 3,080円（税込）

パッケージ：縦20×横31.2×高5.3（cm)

メーカー 価　格

サイズ２歳以上対象年齢

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アンパンマンのブロックシリーズ。1.5
歳〜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。

バンダイ 550〜8,360円（税込）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

メーカー 価　格

１.５歳以上対象年齢

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アンパンマンのブロックシリーズ。3歳〜
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。

バンダイ 1,650〜8,360円（税込）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

ダイヤブロック  ＢＡＳＩＣ ３５０
子どもの手に扱いやすい「組み立てやすくはずしやすい」ダイヤブロック。
1962年発売以来、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が載った組み立て説明書付きです。

カワダ 4,180円（税込）

パッケージ：縦28×横35×奥行7（cm)

メーカー 価　格

サイズ３歳以上対象年齢



11

形をさわろう

くもんの日本地図パズル

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、
位置関係などを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。

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。

くもん出版

くもん出版

5,280円（税込）

3,520円（税込）

縦30×横52.9×高3.2（cm)

縦30×横52.4×高2.8（cm)

メーカー

メーカー

価　格

価　格

サイズ

サイズ

５歳以上

５歳以上

対象年齢

対象年齢

1・2年生の小学生ピタゴラス

３・４年生の小学生ピタゴラス

高学年の小学生ピタゴラス

ピタゴラスの個々のパーツには磁石が入っており、平面から立体に
組み立てることができるので、遊びながら自然と図形感覚が身に
つきます。小学校1・2年生の授業に出てくる「平面図形」「辺・面・頂
点」「立体」にぴったりな「長方形パーツ」があり立体の考え方が身に
つきます。

ピタゴラスの個々のパーツには磁石が入っており、平面から立体
に組み立てることができるので、遊びながら自然と図形感覚が身
につきます。小学校３・４年生の授業に出てくる「角」「立体の特徴」
「展開」を学べます。

ピタゴラスの個々のパーツには磁石が入っており、平面から立体に
組み立てることができるので、遊びながら自然と図形感覚が身に
つきます。小学校高学年の授業に出てくる「合同」「多角形と角柱」
にぴったりな「多角形パーツ」が入っている図形上級者むけです。

ピープル

ピープル

ピープル

3,828円（税込）

3,828円（税込）

3,828円（税込）

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

６歳以上

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

縦30×横22×高4（cm)

縦30×横22×高4（cm)

縦30×横22×高4（cm)

サイズ

サイズ

サイズ
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形 を さ わろう

縦14×横6×奥行3.5（cm)

縦17×横8×奥行3（cm)

サイズ

サイズ

Ⓒ円谷プロ

Ⓒ2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ウルトラヒーローシリーズ

ライダーヒーローシリーズ01 仮面ライダーリバイ レックスゲノム
ライダーヒーローシリーズ02 仮面ライダーバイス レックスゲノム

人気のウルトラヒーローを全長約14センチにて再現する人気の
ソフビシリーズです。再現性の高いプロポーションで子供達を
夢中にさせ、個々の想像力で多様な遊びを楽しむことができます。

仮面ライダーリバイと仮面ライダーバイスを全長約17㎝で再現したソフ
ビ人形です。組み立て不要でそのまま遊び始められ、様々な手遊びや人形
遊びが出来ます。角が無い形状の為、触ってキャラクターを楽しめます。

バンダイ

バンダイ

各660円（税込）

1,100円（税込）

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

アニア シリーズ
動物たちの多様性や特徴が触覚でよくわかる手のひらサイズの動物フィ
ギュアです。口や頭・しっぽなど特徴的な部分が可動します。さらに
全長がある恐竜などがラインナップされたラージサイズもあります。

タカラトミー レギュラーサイズ：各660円（税込）、ラージサイズ：各990円（税込）

レギュラーサイズ：縦6×横8.9×奥行5（cm)、
ラージサイズ：縦7×横13.3×奥行5（cm)

Ⓒ TOMY

カプセルアニア シリーズ
動物(恐竜）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。

タカラトミーアーツ 各300円（税込）

縦4×横9.2×奥行5（cm)

Ⓒ TOMY

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

６歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

昆虫の森 シリーズ　発見！幻のサターンオオカブト
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
１５cmのリアルなフィギュアです。頭や脚を動かしたり、羽を開閉
して遊ぶこともできます。

タカラトミーアーツ 各440円（税込）

縦16×横9.5×奥行4.5（cm)

Ⓒ T-ARTS

サイズ

メーカー 価　格

６歳以上対象年齢



トーマストミカシリーズ
映画ＴＶ「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。触って各キャラクターの形状を楽しむこと
ができます。

タカラトミー 各770円（税込）

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

13

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

形 を さ わろう
ダイヤペットシリーズ
ダイヤペットは、現存する日本最古のミニチュアカーブランドです。
全ての商品は手転がしで遊べ、小さなお子様から大人まで誰でも
安全に楽しく遊ぶ事が出来ます。緊急車両や建機など多くの種類が
揃っており、コレクションして楽しむ事も出来ます。

アガツマ 1,980円〜4,950円（税込）

ⒸAgatsuma

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

トミカ シリーズ
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、最近の人気車両までいろいろ揃っています。トミカの箱サイズに
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。

タカラトミー トミカ 各550円（税込） ロングタイプ 各1,045円（税込）
（2022年7月以降）

Ⓒ TOMY

高3.9×横7.8×奥行2.7(cm) 、高4.1×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） 

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

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』などに登場するキャラクターを再現したダイキャスト製の
ミニチュアカーです。さまざまな車の形状を触って楽しむことが
できます。

タカラトミー 各880円（税込）

各種

ⒸDisney/Pixar ； Porsche™ ； Hudson Hornet™ ； Chevrolet™ ； Mercury™ ； Plymouth Superbird™ ,Petty™ ； FIAT™ ； 

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

トミカプレミアム
ハイディテールにこだわった「大人のためのトミカ」シリーズです。
往年の名車を中心に大人にとって憧れのモデルをラインナップさ
れており、今では直接見る事が難しい車両なども触って形を知るこ
とができます。

タカラトミー 880円〜（税込） 

Ⓒ TOMY

パッケージ：高4.1×横7.8×奥行3.9(cm)サイズ

メーカー 価　格

６歳以上対象年齢

Ⓒ TOMY
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形 を さ わろう

Ⓒ TOMY

LD-01 ゆめみるリカちゃん ギフトセット

リカちゃん  シリーズ

ロングドレスやワンピース、さらにおしゃれな小物もついたリカ
ちゃんの入門セットです。髪の毛をアレンジして楽しめます。ドレ
スは後ろが開閉できて、着せ替え易くなっています。

子どもたちのあこがれを叶え、リカちゃんに自分を投影しながら、
ごっこ遊びを楽しめます。テーマごとに異なる髪型・ドレスや小物
等も触って楽しむことができます。リカちゃん人形はすべて着せ
替えが可能です。

プリキュアの衣装を身に着けた、サラサラヘアの植毛ドールシリーズで
す。キャラクターごとに髪型や衣装もアニメと同様にしっかりと再現さ
れており、髪の毛や洋服、小物も触って楽しむことができます。

タカラトミー

タカラトミー

5,500円（税込）

各種

パッケージ：縦26.5×横31.5×奥行4（cm)

各種

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

ⒸABC-A･東映アニメーション

プリキュアスタイル
キュアプレシャス/キュアスパイシー/キュアヤムヤム

バンダイ 3,850円（税込）

パッケージ：縦26×横11×奥行5（cm)

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

３歳以上

３歳以上

各種

対象年齢

対象年齢

対象年齢

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

ポケットモンスター　モンコレ
TVアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちの形状を
リアルに再現したフィギュアシリーズです。サイズも大・小分けられ
ているので、大きさの関係や特徴が触覚でも理解できます。

タカラトミー 660円〜（税込）（2022年7月以降）

縦12×横8×奥行4（cm)〜サイズ

メーカー 価　格

４歳以上対象年齢
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映画『ミニオンズ　フィーバー』に登場するミニオンたちが映画の1シー
ンを再現したアクションフィギュアです。色々なポーズをとることができ
て、映画の中の情景やキャラクターの姿をさわって知ることができます。
※商品はそれぞれ別売りです。

Minions: Rise of Gru Ⓒ Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

ミニオン ムービーシーンアソート（全３種）　
ヤング・グルーのバイクセット /カンフー特訓セット /ワチャワチャ工事セット

タカラトミー 各3,960円（税込）

パッケージ：縦25×横31×奥行7（cm)

メーカー 価　格

サイズ４歳以上対象年齢

Disney　レミン＆ソラン
レミン　はじめてのおせわきほんセット

Disney　レミン＆ソラン
ソラン　おしゃれきほんセット

「レミン＆ソラン」は、ディズニーキャラクターが登場するオリジナル絵本のつい
た、お世話人形シリーズです。抱き心地がやわらかく、1.5歳のお子様から楽しめ
る「レミン　はじめてのおせわきほんセット」は、初めてのお人形にピッタリ。
ミルクをあげたり、かみをとかしたり、おふろにも一緒に入ることが出来ます。

「レミン＆ソラン」は、ディズニーキャラクターが登場するオリジナル絵本の
ついた、お世話人形シリーズです。お姉ちゃんの「ソラン」はおしゃれ遊びが
大好き。「ソラン　おしゃれきほんセット」は、ヘアクリップやヘアブラシもつ
いて、おしゃれ遊びが楽しめます。おふろにも一緒に入ることが出来ます。

バンダイ

バンダイ

5,720円（税込）

5,720円（税込）

パッケージ：縦23.5×横23×奥行14（cm)

パッケージ：縦30.5×横19.5×奥行11（cm)

Ⓒ Disney

Ⓒ Disney

メーカー

メーカー

価　格

価　格

サイズ

サイズ

１.５歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

ハチャコレ　ミニオン01～07
映画『ミニオンズ　フィーバー』に登場する主要キャラクターたち
を手のひらサイズに再現しています。キャラクターの形を触って知
ることができます。　※商品はそれぞれ別売りです。
(2022年8月上旬発売予定)

タカラトミー 各550円（税込）

パッケージ:縦13×横7×奥行5（cm)

Minions: Rise of Gru Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

メーカー 価　格

サイズ３歳以上対象年齢
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パウ・パトロール ダイキャストビークル
(ステルスジェットver.) (全７種)
映画「パウ・パトロール 大空のミッション・パウ ロイヤルストーンをとり
もどせ！」で活躍するステルスジェットデザインのダイキャストビークル
です。劇中のキャラクターの形や動きをさわって知ることができます。

タカラトミー 各825円（税込）

パッケージ：縦16.5×横15×奥行4.5（cm)サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

道具箱セット
大工道具を模した知育おもちゃです。道具や部品を手の感触で確
かめながら遊ぶことで、それぞれの使い方を学習できます。認識力
や集中力を育み、また、指先の器用さを養いながら、創る楽しさを
実感しましょう。

マルカ 1,980円（税込）

縦12×横29.5×奥行16（cm)

メーカー 価　格

サイズ３歳以上対象年齢

Ⓒ2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin 
Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

Ⓒフジテレビ ⒸLudorm  plc.

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。

増田屋コーポレーション 2,728〜3,080円（税込）

全長約33（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

RUBIK’S TM & Ⓒ 2022 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.

ルービックキューブ ユニバーサルデザイン
各面の凹凸の形状が異なるので、どんな人でも遊べる、ユニバー
サルデザインです。
シールではなくプレート埋め込み式なので、耐久性抜群です。

メガハウス 2,750円（税込）

縦5.7×横5.7×奥行5.7（cm)サイズ

メーカー 価　格

８歳以上対象年齢
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音や声をさわろう

国立音楽院監修！

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸYoshikazu Takai

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ころころメロディバス

くろくまくんの10までかぞえてバス

くまさんコロコロベル2

まわしてクルクルサウンド

おそらでコンサート

指先遊びと手転がしの2wayで長く遊べるアンパンマンのおもちゃ
です。「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。

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。

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。

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☆

鍵盤に合わせてアンパンマンとなかまたちのお人形がピョコピョコ
とびだします。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
引き出す応援ボイス入り！

コンビ

くもん出版

バンダイ

ローヤル

バンダイ

1,100円（税込）

4,180円（税込）

3,960円（税込）

3,740円（税込）

4,620円（税込）

縦9.5×横13.5×高10（cm)

縦27×横12.5×高11.5（cm)

縦18×横22×奥行8（cm)

縦18×横28×高21（cm)

縦12×横28.5×奥行20（cm)

単3×2本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

６ヶ月以上

１歳以上

１０ヶ月以上

１歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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音 や 声 を さ わろう

ⒸDisney

はじめて英語  ミッキーマウス いっしょにおいでよ！
丸くデフォルメされたミッキーマウスが前に進んだり、回転したり
動きが楽しく、音楽と言葉が１９種類。ミッキーマウスの呼びかけで、
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。

タカラトミー 3,520円（税込）（2022年7月以降）

縦16.4×横20.4×奥行17.8（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ８ヶ月以上対象年齢

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ワンワンカー　ⒸNHK・NHKエデュケーショナル　はらぺこあおむし　TM & Ⓒ PRH

はずむよ！  メロディボール

いっしょにあちこち！タッチでサウンド 
（ワンワンカー/はらぺこあおむし）

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！

楽しい音楽にあわせてあちこち走ります。上部をタッチすると止まって、楽しい音声
が流れます。もう1度タッチすると、楽しい音声と共に再び走り出します。行き止まり
になると、クルッと向きを変えます。思わず追いかけたくなっちゃうので、ワンワン
カーやはらぺこあおむしとお家の中で楽しくお散歩気分になれます♪

バンダイ

イワヤ

4,378円（税込）

4,378円（税込）

縦16×横16×奥行16（cm)

縦14×横23×奥行14（cm)

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×2本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

１歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ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！

セガトイズ 3,850円（税込）

縦22×横16×奥行16（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 １.５歳以上対象年齢

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

つかまえて♪ころぴょん  アンパンマン
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
マンはお子さまが抱っこしやすい形状です。

セガトイズ 2,728円（税込）

縦13×横13×奥行13（cm) 単4アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢
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ⒸDisney ⒸDisney/Pixar ⒸDisney. Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H.Shepard.

単3アルカリ×3本電　池

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種のディズニーキャラクターのボールを使ったガチャマシーン
です。本体横のレバーを下に引くとボールが転がり落ちます。１０種
のキャラクターボイスの他に英語の歌３曲、メロディ２曲も合わせ
て楽しめます。切り替えで英語と日本語の選択も可能です。

タカラトミー 7,480円（税込）（2022年7月以降）

縦34×横32.3×奥行29.5（cm)サイズ

メーカー 価　格 １歳〜３歳対象年齢

ⒸDisney

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たちが、
楽しく教えてくれるリモコン型のおもちゃです。キャラクターボイ
ス、３つのメロディ、ゆかいな効果音など、楽しいおしゃべりが盛り
だくさん。

タカラトミー 2,200円（税込）

縦14×横6.5×奥行3.2（cm) 単4アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ６ヶ月以上対象年齢

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

アンパンマン
おしゃべりいっぱいキッズドライバー
ハンドルのボタンを押すと、消防車、パトカー、救急車のサウンドや
アンパンマンのおしゃべり、メロディーが楽しめます。シフトレバー
やウィンカーレバーで本物みたいなドライブ遊びができます。

アガツマ 9,900円（税込）

縦54×横32×奥行74.5（cm) 単4アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

アンパンマン  ミュージックでGO!
のりのりドライブハンドル
音楽やおしゃべりの他にクラクションやウィンカーなど11種類の
ドライブ疑似体験での遊びが盛りだくさん!ドキンちゃんの交通
情報やばいきんまんの情景説明が音声で流れるのでリアルなドラ
イブ遊びが出来ます。

アガツマ 4,378円（税込）

縦15.5×横23×奥行23（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ２歳以上

２歳〜５歳まで

対象年齢

対象年齢
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タカラトミー 12,980円（税込）

縦9×横12.5×奥行12（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

ＣＯＥＭＯ　(コエモ）
コエモはあなたの代わりにそっくりなコエでお話を読んでくれる、読み聞かせ
スピーカーです。あなたの声をもとにAIが合成音声を作り、BGMや効果音とと
もにたくさんのお話を読み聞かせてくれます。合成音声の登録やお話を設定する
専用アプリは読み上げ機能に対応しているほか、本体の操作ボタンを押した際に
流れるサウンドにも、機能がわかりやすいように工夫をしています。本体ボタン
は触ってわかりやすい凸レリーフになっています。（2022年9月末発売予定）

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

いっしょにねんね　すやすやメロディ　
ベビーミッキー/ベビーミニー/くまのプーさん
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５曲あり、ボリュームも３段階から選べます。

タカラトミー 各5,478円（税込）

縦18×横30×奥行17.5（cm) 単3アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ０歳以上対象年齢

ココさかだちして クリーム／アプリコット／チョコレート

毎日おしゃべり 天才インコちゃん 

わたしのことばがわかるじまんのペット！「さかだちして」等のお願いをすると、音声を認識し、
ことばにあった特技を24コ披露してくれます。特技ができる状態になっていることを「ワンワ
ン」と鳴き声でお知らせするので聴覚で把握が出来ます。付属の骨でエサをあげたり、頭をなで
ると喜び、お世話遊びも！立つ、座る、歩く、ダンス 等の動きがたくさんで本物のペットみたい。

楽しくおしゃべりしたりお歌を歌う手のひらサイズの賢いインコ
ちゃんです。脳トレに役立つクイズやゲームもたくさん入ってい
ます。おしゃべりに合わせてほっぺが光り、くちばしがパクパク動
きます。お部屋の温度や湿度、明るさに応じておしゃべりが変化
します。

セガトイズ

タカラトミー

5,500円（税込）

各8,800円（税込）

縦30×横15×奥行26（cm)

縦10.5×横16×奥行5（cm)

単3アルカリ×4本

単4アルカリ×2本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ SEGATOYS 2021

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY



Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ねぇアンパンマン！はじめてのおしゃべりDX
7つのセンサーとマイクを使っておしゃべりがより楽しめるコミュニケー
ション型トイ人形です。『アンパンマン』と呼びかけると『僕を呼んだか
な？』などとお返事をしてくれます。『なかよしタッチモード』と『アンパ
ンマンとおしゃべりモード』の２つのモードで遊ぶことができます。

アガツマ 9,878円（税込）

縦41.5×横29.5×奥行18.5（cm) 単4アルカリ×3本

21

電　池サイズ

メーカー 価　格 １.５歳以上対象年齢

音 や 声 を さ わろう

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

ギュッとして！　おしゃべりピカチュウ
話しかけたりなでたり揺らしたりすると、かわいい声でいろいろな
リアクションをしてくれる、ピカチュウのぬいぐるみです。

タカラトミー 5,940円（税込）

縦33×横22×奥行19.5（cm) 単4アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

ぎゅっとしてキュンっ！ 
あまえんぼコアラ ／ あまえんぼこねこ
頭やお腹をなでたり、ごはんをあげたりすると、甘えたり可愛い声
を出す赤ちゃんみたいなぬいぐるみです。腕にくっつけると頭や鼻
をスリスリさせて甘えてくる仕草を楽しめます。

タカラトミー 各6,578円（税込）

縦23×横17×奥行15.5（cm) 単4アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

Ⓒ TOMY Ⓒ2022 SKYROCKET LLC

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸFujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK

光る！まわる！カラフルライトできみはスター！ 
おうちでアンパンマンカラオケ

いっぱい教えて！おしゃべりドラえもん

ピカピカ光るカラフルなライトの中で、アンパンマンとおうちでカ
ラオケ遊びができるおもちゃです。カラフルライトは光りながら回
転し、部屋中を照らすので、お子様がスター気分でうたえます。

7つのセンサーと傾斜センサー、マイクを使っておしゃべりがよ
り楽しめるコミュニケーション型トイです。音声を認識し、認識し
た各音声に合わせて「ドラえもん」が返答してくれます。『コミュ
ニケーションモード』と『ゲーム・クイズモード』の2モードで遊ぶ
事が出来ます。

バンダイ

アガツマ

9,350円（税込）

9,878円（税込）

縦37×横26×奥行23（cm)

縦34×横30×奥行22.5（cm)

単2アルカリ×3本

単4アルカリ×3本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

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

Ⓒ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 

Ⓒ Disney

アンパンマン光でひけちゃう！育脳キーボード

アンパンマン  森のマジカルボンゴ

トゥーンタウン リズムあそびいっぱい
マジカルバンド

ライト＆オーケストラバイオリン ピンク／ブルー

鍵盤が光って教えてくれる光ガイド機能で楽しく自然と弾けるようになるアンパンマンのキーボードです。
①きょくボタンを押してデモ曲を聴き、テンポとメロディを覚える②かんたんボタンで伴奏のリズムに合
わせてテンポよく弾く練習③ひかりレッスンボタンで光る鍵盤を押して曲のメロディを演奏する3ステップ
で楽譜がなくても曲を覚えて弾けるようになります。メロディは全14曲、色々な楽器の音色や動物の鳴き
声なども入っています。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。

打面が大きくて叩きやすく、楽しい音楽が全20曲収録されている
アンパンマンのボンゴです。打音も12種類に切替が出来るので
音や音楽でリズム感が養えます。アンパンマンとばいきんまんの
おしゃべりも楽しめます。

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種の音入りです。童謡、
ディズニー曲、リズム遊びの曲が全１５曲入っています。

ディズニーの楽曲に合わせて、７色に光り、簡単に弾けるバイオリン玩具です。子ども用分数バイオリ
ンの1/8サイズで設計されているので、持ちやすく遊びやすい！デモ音源が流れた後に同じように弾
いて練習する「レッスンモード」、覚えたメロディを一人で演奏する「演奏モード」、オーケストラの伴
奏と一緒に演奏できる「オーケストラモード」と段階的に練習をすることでリズム感を養うことがで
きます。収録楽曲はそれぞれ、ディズニーの人気楽曲7曲とクラシック楽曲8曲の全15曲です。

ジョイパレット

アガツマ

タカラトミー

バンダイ

6,578円（税込）

3,850円（税込）

6,270円（税込）（2022年7月以降）

各6,028円（税込）

縦20.2×横49.5×奥行7.1（cm)

縦10.8×横21.4×奥行14.4（cm)

縦26×横28×奥行18（cm)

縦42×横15×奥行7（cm)

単3×4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

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

３歳以上

８ヶ月以上

１歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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ピーナッツクリーム メイプルブラウン ロップイヤー

パンダ 和犬

Ⓒ T-ARTS

Ⓒ2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ミミクリーペットシリーズ

すみっコぐらし ムニュムニュドレミファすみっコ

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
音をマネしながら、ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。
マネできる音の長さは最長６秒間。マネはしていても、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。

デフォルメされたすみっコぐらしの背中を押すと音が鳴る、音楽遊びです。しろくま
は「歓喜の歌」と「ド」の音、というように８種それぞれに童謡のメロディと各音階が
入っています。１つだけで遊ぶことも、たくさんあつめて和音を奏でたり演奏をし
て遊ぶこともできます。また希望の方に「ドレミ点字シール」を無償配布致します。

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

各3,520円（税込）

1,650円（税込）

縦13.5×横9.5×奥行12.5（cm)

縦4.3×横6×奥行8（cm)

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ2020 Pokémon. Ⓒ1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 Ⓒ2020 T-ARTS

ムニュムニュ ドレミファピカチュウ  全８種
上から軽く押すと「ピカー」と音がする、触り心地の良いおもちゃです。ドレ
ミの音や曲（８種それぞれ異なります）を演奏することができます。全種揃
えると本格的な鍵盤遊びも楽しめます。おもちゃの底面に貼ることのでき
る「ドレミファソラシド」の音名点字シールをご希望の方にさしあげます。

タカラトミーアーツ 各1,650円（税込）

縦4.3×横6.1×奥行8（cm) 単4アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

ⒸT-ARTS

ムニュムニュ  ドレミファキャット
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（8種そ
れぞれ異なります）と音階遊びが楽しめます。8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。

タカラトミーアーツ 各1,320円（税込）

縦4×横6×奥行8（cm) 単4アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ８歳以上対象年齢



24

音 や 声 を さ わろう

ⒸDisney/Pixar 

トイ・ストーリー４　　　　            　　　　　　　　
英語と日本語！ おしゃべりフレンズシリーズ
映画『トイ・ストーリー４』に登場するキャラクターたちのおしゃべ
りフィギュアです。傾けるだけで各キャラクターの台詞を楽しむ
ことができます。さらに日本語から英語モードに切り替えること
もできます。

タカラトミー 各2,970円（税込）

単4アルカリ×2本（別売）各種 電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

Minions: Rise of Gru © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

ⒸDisney/Pixar 

ⒸDisney/Pixar 

たっぷりおしゃべり　オットー

トイ・ストーリー
リアルサイズトーキングフィギュアシリーズ

バズ・ライトイヤー　トーキングアクションフィギュア
バズ・ライトイヤー ／ ザーグ

映画『ミニオンズ　フィーバー』に登場するオットーがいろいろなお
しゃべりをします。前に傾けると飛行音が鳴ったり、横に寝かせる
と眠るような声が聞けます。髪の毛やポケットを押したり、付属のゾ
ディアック・ストーンをポケットに差し込んでもおしゃべりします。

『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクター達のリアルサ
イズフィギュアです。背中のひもを引っぱる・ボタンを押すなど
で日本語と英語の両方のおしゃべりを楽しめます。日本語と英語合
わせて50種以上のセリフを収録！

胸のボタンを押すと、映画の台詞やSEが流れます。日本語モードと
英語モードがあります。手足や腰などが動くのでポーズをとって遊
べるほか、アイテムを着脱して遊べます。映画のキャラクターの姿
や動きを、声や音と共にさわって知ることができます。

6,380円（税込）

各7,678円（税込）

バズ・ライトイヤー：7,700円(税込)、ザーグ：9,900円(税込)

テスト用単３マンガンx３本付属

単4アルカリ×3本  テスト用電池（付属）

単4アルカリ×3本（テスト用電池付属）

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

パッケージ：縦30.5×横30.5×奥行14（cm)

各種

バズ・ライトイヤー：縦30×横15×奥行9（cm)、ザーグ：縦39.5×横21×奥行12（cm)

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

４歳以上

４歳以上

４歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

もっと！ベロー！ミニオン(全3種)　
ボブ ウィズ ティム/オットー/スチュアート
映画『ミニオンズ フィーバー』に登場するミニオンたちが手のひらサイズのコミュニケーショ
ントイになって登場 ！話しかけると、振り向いておしゃべりしてくれます。たくさん話しかける
とそれぞれ個性的な反応をします。複数体並べた状態で話しかけると、ときどきミニオン同士
でおしゃべりしたり、歌を歌ったりすることもあります。 ※もっと！ベロー！ミニオンはそれぞれ別売りです。

タカラトミー 各3,520円（税込）

パッケージ：縦12.2×横11.2×奥行8.7（cm) 単4アルカリ×2本別売電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

Minions: Rise of Gru  Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

ボブ ウィズ ティム オットー スチュアート
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一 緒 に あ そ ぼう

ⒸDisney/Pixar

くるくるチャイム

なみなみボール  おしゃべりくるくるロケット 
トイ・ストーリー

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。

ロケットのてっぺんの穴からボールを入れると、ロケットの内側を
くるくる回りながら落ちてきます。ボール落しの遊びをすべてサウ
ンドで誘導してくれます。ボールのトレイ付きなので目の不自由な
子も安心して繰り返し遊ぶことができます。

タカラトミー

くもん出版

5,478円（税込）

4,400円（税込）

縦36×横25.5×奥行22.5（cm)

縦27.2×横22.2×高32（cm)

単4アルカリ×2本

サイズ

メーカー 価　格

１０ヶ月以上対象年齢

電　池サイズ

メーカー 価　格 １歳以上対象年齢

Ⓒ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

おさつスイスイ！セルフでピピッ
アンパンマンレジスター

歯がくるりんでピッカピカ！
アンパンマンおしゃべりはいしゃさん

いっぱいあそんで楽しくまなべる今どきアンパンマンのセルフレジ！おさつがスイスイ入り、コインもジャラッ
と出てくる本格的なセルフレジです。ハンドスキャナーか星スキャナーで付属の小物をスキャンしたあとは、お
支払いを現金、カード、スマートフォンから選んでお会計。おしゃべりやメロディの機能も充実！ごっこ遊
びを盛り上げます。５つのモードで数字のおべんきょうもでき、1.5歳から幅広いお子様が楽しめます。

セガトイズ

バンダイ

8,580円（税込）

5,280円（税込）

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

縦24.7×横25×奥行22（cm)

縦23×横26×奥行19（cm)

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

１.５歳以上

２歳以上

対象年齢

対象年齢

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

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。

ハブラシ＆ドリルでカバおくんの歯を治療するはいしゃさんあそ
びが楽しめます！はいしゃさんあそびがもっとたのしくなるおう
た２曲と17種類の音声入り！

ローヤル 539〜869円（税込）

各種サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢
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アンパンマン　ジュージューころころ
おしゃべりハンバーガー屋さん
アンパンマンと一緒にハンバーガー屋さんごっこ！ ハンバーガーは
組み替え可能で、具材を焼いたり、ころんと重ねる動作は、何度も繰り
返したくなります。ポテトフライヤー、ジュースサーバー、レジスター
からリアルな効果音や店内メロディが流れ、遊びを盛り上げます！

セガトイズ 5,720円（税込）

縦27×横30.6×奥行14.6（cm) 単3アルカリ×2本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

Ⓒ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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

くるっと♪はいっどうぞ
ドキンちゃんのラブリークレープ屋さん

いらっしゃいませ！アンパンマンコンビニ
いらっしゃいませ！アンパンマンコンビニDX

ドキンちゃんと一緒に、楽しくクレープ屋さんごっこを楽しもう！10種類のトッピン
グを組み合わせ、柔らかいクレープ生地をくるっと包んでケースに入れると、可愛い
クレープのできあがり！クレープの組み合わせは全部で４５通り。レジスターのボタンを
押すと、ドキンちゃんのおしゃべりやクレープ屋さんのオリジナルメロディが流れるよ♪

アンパンマンとコンビニごっこしよう♪お弁当やおにぎり、アイスやドーナツなど、コンビニらしい小物が17種類！
おしゃべりするハンドスキャナーで商品をスキャンして、おかいものごっこを楽しむことができます。DXはおしゃべ
りするコーヒーサーバー、おでんなべ、ホットスナックの棚が追加！商品小物が全部で26種類の豪華なセットです。

セガトイズ

セガトイズ 4,620円（税込）

縦8.5×横20.9×奥行10.1（cm) 単4アルカリ×3本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

通常版：6,270円（税込）
DX版：9,900円（税込）

通常版：縦32×横44×奥行8.2（cm)

DX版：縦32×横61×奥行8.2（cm)

ハンドスキャナー：単4アルカリ×2本
DXのおでん棚：単4アルカリ×2本

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

かまどでやこう♪ジャムおじさんのやきたてパン工場
かまどでやこう♪ジャムおじさんのやきたてパン工場DX
アンパンマンたちのかわいいパンでパン屋さんごっこをしよう！パンをかまどにいれると
楽しい音楽が流れて、ふいごボタンを押すと更に「ボー」っと炎が燃える音がして、パンを焼
く疑似体験が出来ます。レジにパンをかざすとピッ！とレジが光っておかいもの遊びも出来
ます。DXはハンディターミナル、ドリンクバー、人気のパン３個が付いた豪華なセットです。

セガトイズ 通常版：6,578円（税込）
DX版：10,450円（税込）

本体：縦16×横32×奥行16（cm) 本体：単3アルカリ×2本、
ハンディターミナル：単4アルカリ×2本

電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

ピカッとしんだん！
アンパンマン  げんき１００ばいびょういん
アンパンマンと一緒においしゃさんごっこができちゃう！受付をしたら待合
室へ。診察室に呼ばれたらピカッと光るパソコン風の「しんだんモニター」で
診断して、「ちゅうしゃ」や「たいおんけい」などで診察しましょう。病院の実際
の流れに沿って、より本物のおいしゃさんのようにごっこ遊びが楽しめます。

セガトイズ 6,600円（税込）

縦23×横27×奥行15（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ２歳以上対象年齢

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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マルチーズ・スパニエル：Ⓒ2018 IWAYA  CORP.  ポメラニアン：Ⓒ2018,2019 IWAYA CORP.

Ⓒ2019,2021 IWAYA CORP. PAT.P

Ⓒ ＴＯＭＹ　Ⓒ2018 Moose. All rights reserved.

Hug & Touch あまえんぼ
マルチーズ／スパニエル／ポメラニアン

フリフリズムのオシリーヌ おさんぽレトリバー

だっこして ネルン
クッキーベア / ピーチベア

トコトコ歩く可愛いワンちゃん。頭をタッチすると立ち止まって「待て」
ができます。背中をなでると立ち止まってワンワン！抱っこするとクー
ンクーンと甘えます。抱っこした状態で頭をなでると喜んで歌います。

（メロディ4種）触れ合って反応を楽しめるワンちゃんです。

リモコン操作で3種類のおさんぽ遊びが楽しめます。（メロディ4種）
元気に鳴きながら歩いたり、音楽に合わせて歩いたり、おしりを
フリフリしながら歩きます。頭やおしりを触ると、鳴いたり、おなら
をするなど、いろいろなリアクションが楽しめるワンちゃんです。

お世話すると目を閉じてくーくーねむってしまう、触り心地の良いくまの赤
ちゃんです。頭やお腹をなでたり、おしゃぶりをくわえさせると、げっぷをし
たりかわいい声を出します。未就学児がだっこして、遊びやすいサイズです。

イワヤ

イワヤ

タカラトミー

4,378円（税込）

6,490円（税込）

各6,578円（税込）

縦24.5×横16×奥行26（cm)

縦25×横15×奥行27（cm)

縦26×横26×奥行12（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×2本

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

タカラトミー 5,280円（税込）

パッケージ：縦26×横35×奥行7（cm)

Ⓒ ＴＯＭＹ

Colemanデザインをリカちゃん風にアレンジしたキャンプ用具
（テントや寝袋、ブランコ、ハンモック、メスティンなど）のセットで
す。２枚のフードプレートのふちには、さわって識別できるように
異なる切れ込みが入っています。

リカちゃん  わくわくおとまりキャンピング

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢
※人形・ドレスは別売です。

Ⓒ TOMY

リカちゃん  家具シリーズ
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。せんたくきは、中のドラムがリアルにぐるぐる
回転します。本物のような動きで、ごっこ遊びを楽しめます。

タカラトミー 1,650円〜（税込）

各種 各種

※人形、スリッパは別売です。

電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢
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Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

リカちゃんハウス
チャイムでピンポーン かぞくでゆったりさん

LF-05 リカちゃん
ラクラクおでかけ！電動じてんしゃ

リカちゃん人形を使って楽しめる、小物も入っているおうちのセッ
トです。玄関のチャイム音がごっこ遊びを盛りあげます。ひろびろ
としたおうちには２段ベッドやお風呂、トイレなどが固定できます。
閉じるとコンパクトな箱型になるので、お片づけも簡単です。

双子の妹、ミキちゃんとマキちゃんを乗せられる電動の補助付き
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。

タカラトミー

タカラトミー

3,080円（税込）

8,250円（税込）

縦14.6×横25.1×奥行10（cm)

パッケージ：縦30.5×横44×奥行19（cm)

単3アルカリ×1本

単4アルカリ×2本

※人形は別売です。

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

リカちゃん  ドキドキちょうしんき！リカちゃん病院

リカちゃん
もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー

セット内の聴診器をあてると、リカちゃんの声で診断結果を教え
てくれる病院ごっこ遊びが楽しめます。20種以上の診断結果に合
わせて、お手当て用マスクやギブス・注射器などの治療グッズを
使って触覚でも楽しめます。

本物みたいにジュージュー音がしてバーベキュー遊びが楽しめます。お水を
入れると煙（白煙状の水蒸気）も出ます。好きな食材を串にはめたり、網で焼
いたり、コンロテーブルやアウトドアワゴン、食器などでリアルに遊べます。
食材などの小物はさわっても識別できるように工夫をいたしました。

タカラトミー

タカラトミー

6,578円（税込）

6,578円（税込）

縦21.5×横29×奥行13（cm)

パッケージ：縦26×横38×奥行10（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

※人形・ドレス・一部小物は別売です。

※人形・ドレスは別売です。

※人形・ドレス・一部小物は別売です。

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ TOMY

リカちゃん LF-06 おしゃべりいっぱいリカちゃんキッチン
楽しいサウンドがいっぱいのリカちゃんのキッチンです。ＡＩロボッ
トが献立やスケジュール、メールを読み上げてくれたり、楽しいお
しゃべりでお料理やお手伝い遊びを盛りあげます。キッチン小物
もたくさん付いており、飾り棚や扉つきの吊戸棚、シンク下にも
収納ができ、遊び終わったらお片づけもできます。

タカラトミー 5,478円（税込）

パッケージ：縦26.5×横34×奥行12（cm) 単3アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢
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Ⓒ ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

Ⓒ ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

Ⓒ ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
キラパワチェンジDX

ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
キラパワバトン

ビッ友×戦士キラメキパワーズ！　
キラパワリボン

TV番組「ビッ友x戦士 キラメキパワーズ！」で主人公たちが身につ
けている変身ツールです。付属の「キラパワメモリー」を使って番
組中の憧れシーンをリングカバーのスライドや音声と共に楽しむ
ことができます。他にも、ミニゲーム（4種）も音声で楽しめます。

TV番組「ビッ友x戦士 キラメキパワーズ！」で主人公たちが使用する決め技アイ
テムです。中央のボールパーツを回転させることで技のモードを選択し、セリフ
や効果音と共に決め技遊びを楽しむことができます。他にも、ミニゲームなど
が４種入っていて、色を使ったゲームも音と声で楽しめるよう工夫しています。

TV番組「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！」で主人公たちが使用する、全長約120cmのリボンが
付いた決め技アイテムです。中央のボールパーツを回転させることで技のモードを選択し、セリフ
や効果音と共に決め技遊びを楽しむことができます。リボンをくるくる回したり、ウェーブ状に動
かしたりしながら、ドラマ内と同じように派手な決め技アクションを音声や光と共に楽しめます。

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

6,380円（税込）

6,380円（税込）

6,380円（税込）

縦9×横13×奥行5.8（cm)

縦45.4×横8.6×奥行14.2（cm)

パッケージ：縦27×横7.5×奥行7.5（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

Ⓒ2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ⒸABCｰA・東映アニメーション

変身ベルト DXリバイスドライバー
DXメガロドンバイスタンプ
仮面ライダーリバイ、仮面ライダーバイスへの変身なりきり遊びが
楽しめます。バイスタンプのボタンを押して、スタンプ台に押印し
てセットします。レバー操作で、音声＆発光ギミックが発動します。

バンダイ

バンダイ

ベルト：7,150円（税込）  スタンプ：1,650円（税込）

4,378円（税込）

ベルト：縦12×横21×奥行28（cm)  スタンプ：縦9.8×横6.2×奥行6（cm)

縦18×横13×奥行14（cm)

ベルト：単4アルカリ×2本（別売り）/ボタン型LR44×3個（付属）
スタンプ：ボタン型LR44×3個（付属）　　

単4×2本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

にぎにぎ変身！おしゃべりコメコメ  
サンドde変身！おしゃべりパムパム
ミラクル変身！おしゃべりメンメン

『デリシャスパーティ♡プリキュア』に登場する、コメコメ、パムパム、メンメンのおしゃべ
り変身ぬいぐるみです。フードをくるんと裏返すことでエナジー妖精フォームからそれ
ぞれのたべものフォームにチェンジして、それぞれのプリキュア変身遊びが楽しめます。
お世話モードが搭載しており、エナジー妖精とのおしゃべりやゲームををして遊べます。
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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。

メガハウス スライム：858円（税込）、ミニスライム・スライムカラーズ：528円（税込）

サイズ

Ⓒ2022 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 価　格

６歳以上対象年齢 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)

ゲームロボット25

ゲームロボット50

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。

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。

ハナヤマ

ハナヤマ

3,278円（税込）

5,478円（税込）

縦11.5×横5.8×高2.6（cm)

縦18.7×横11.9×高5.5（cm)

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

エポック社 385〜16,280円（税込）

各種

ⒸEPOCH

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。

シルバニアファミリーシリーズ

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマン
ばいきんまんとだだんだんドキドキアンパンチ！
ばいきんまんをセットして本体の穴にスティックをさしていき、
当たりの穴にスティックがささると、ばいきんまんが飛び出す
ハラハラドキドキの楽しいゲームトイです。スティックは抜けに
くい構造になっています。

アガツマ 2,728円（税込）

縦22.5×横15.5×奥行14（cm)

Ⓒ TOMY

Ⓒカルビー

黒ひげ危機一発

も～っとドキドキ!!  番犬ガオガオ-ネコの手MIX-

黒ひげの人形をセットしたタル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
。剣の形状は触っても前後が明快で、ゲームの結果は人形の飛出
し音でもわかります。

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。

タカラトミー

メガハウス

2,178円（税込）

4,378円（税込）

縦19.5×横13.5×奥行13.5（cm)

縦18×横13×高19（cm) 単3アルカリ×3本電　池

じゃがりこショック
カルビーの人気スナック菓子「じゃがりこ」そっくりのドキドキゲーム。
本物そっくりの容器から順番に「じゃがりこ」を引いていきます。
はずれの「じゃがりこ」を引いてしまうと容器の中に残っている

「じゃがりこ」が全て飛び出します。大きなアクションで遊びの結果が
判りやすく、目が不自由なお子さまにも楽しく遊んでいただけます。

メガハウス 1,628円（税込）

縦8.7×横8.7×高9（cm)サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

６歳以上

４歳以上

６歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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カラーオセロ　3種
（ビタミンオレンジ・インディゴブルー・パールブラック）

一体オセロ

本格リバーシ

きのこの山ＶＳたけのこの里 オセロ ３ゲームス

カラーオセロの特徴は、オセロ石の表裏に異なる「形状」「触り心地」をつける事
で触感で色が判別できるようになっております。　カラー面は、直線を基本と
したデザインとザラザラの触感。白面は、曲線を基本としたツルツルの触感。
盤面も枠線が凸になっており、場所も分かりやすくずれにくくなっております。

オセロ石がなくならない、その名も「一体オセロ」！！オセロ盤に石が内蔵
されたオセロです。盤面の丸い溝のふちを押すと、緑から黒、白と色が変
わります。また、黒石の面に凸、白石の面に凹があり、触るだけで石の判別
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、
片付けも簡単です。アウトドアでも遊ぶ事が出来る、究極の商品です。

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。

（株）明治のチョコスナック「きのこの山」と「たけのこの里」の立体コマを
使った６×６のオセロゲームです。リアルな形状を触って「きのこの山」と

「たけのこの里」の形を認識することができます。また盤面が穴状になっ
ていて石を差し込んでいくため、石がずれることが有りません。同じ盤面
を使ってオセロの他にはさみ将棋と四目ならべで遊ぶこともできます。

メガハウス

メガハウス

ハナヤマ

メガハウス

各2,530円（税込）

3,630円（税込）

オープン価格

2,178円（税込）

縦25.7×横25.7×高3.5（cm)

縦30×横30×高3.5（cm)

縦29.2×横36.7×高4（cm)

縦16.8×横16.8×高3（cm)

TM &Ⓒ Othello,Co. and MegaHouse

TM &Ⓒ Othello,Co. and MegaHouse

Ⓒmeiji
TM&ⒸOthello,Co.and MegaHouse

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

６歳以上

６歳以上

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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うさぎマークのおもちゃ
マジカルプレイタイム　おえかきせんせい

マジカルプレイタイム　カラフルせんせい

スイスイおえかき  ＮＥＷカラフルシート

絵や文字を手を汚さずに何度も描いたり、消したりできます。３
種のスタンプのほかに「おえかき・ひらがなシート」が３枚付属し
ています。

絵や文字を手を汚さずに何度も描いたり、消したりできます。
３種のスタンプのほかに「赤」「青」「黄」「緑」の４つのカラーでい
ろんなおえかきが楽しめます。

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。手や洋服、お部屋を汚さず、大きな
シートでのびのびとおえかき遊びやスタンプ、ローラー遊びが楽
しめます。4色で描けるカラフルなシートで色覚えも出来ます。

タカラトミー

タカラトミー

パイロットコーポレーション

4,378円（税込）

4,950円（税込）

4,378円（税込）

縦31×横44×奥行3.2（cm)

縦31×横44×奥行3.2（cm)

縦32.5×横42.5×奥行7（cm)

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマンが上手に描けちゃう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天才脳らくがき教室
磁石を利用して字や絵を描くので汚れずに何度でも描いたり消し
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
のなかまたちが簡単に描けます。

アガツマ 4,950円（税込）

縦32.5×横42×奥行40（cm)

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

１.５歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

サイズ

メーカー 価　格

１.５歳以上対象年齢
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うさぎマークのおもちゃ

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

あそんでまなべる！マウスでクリック！
アンパンマンパソコン
アンパンマンのキャラクターが登場するカラー液晶付きのパソコン
玩具です。あいうえお配列キーボードに本格マウス付属でパソコン
練習が可能です。音声オフでも遊べる仕様になっており、耳が聞こ
えないお子様でも画面の指示に沿って遊べる仕様になっています。

バンダイ 15,840円（税込）

単3×4本縦20×横26×奥行4（cm) 電　池サイズ

メーカー 価　格 ２歳以上対象年齢

電　池

電　池

電　池

単3アルカリ×4本 別売ACアダプター対応

時計用コイン型CR1個（付属）、単3アルカリ×4本

単3アルカリ×4本

Ⓒ2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

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

カメラもIN！マウスできせかえ！すみっコぐらしパソコン  プレミアム

ポケモン　ピカッとアカデミー　マウスでゲットパソコン

ドラえもんラーニングパソコン

勉強も遊びもこれ1台！すみっコたちと楽しくパソコン操作を覚えちゃおう♪すみっコぐらしの可愛いき
せかえマウスカバー５つ付き★マウスカバーを付けると画面の中にすみっコが登場するよ♪パソコン操
作を学びながら、入学準備～就学までの学習をサポートします。楽しいプログラミング学習や、ゲーム、カ
メラ、おたのしみ要素もいっぱい！耳の不自由なお子様も遊びやすいように、消音でも画面の指示を見て
遊べる工夫の他、取扱説明書に音声以外の操作で遊ぶことができるメニューの案内を記載しています。

どんどん学んで「付け替えマウス」でポケモンをゲットできるパソ
コン型知育玩具です。パソコンスキルやプログラミング入門など、
3000問以上のメニューで楽しめます。「文字の読み方」、「音楽」以外
は声の内容が文字や映像で表現されています。音量は、設定時に目
で見てわかります。

ドラえもんと一緒に更にたのしく勉強ができるパソコン玩具が登場！STEＭ教育メ
ニューに加え「漢検10級～8級」や「しゃかい（地理）」を採用。10カテゴリ1700問以
上の出題数で楽しく学べる内容がつまっています。音声オフでも遊べる仕様になって
おり、耳が聞こえないお子様でも画面の指示に沿って遊べる仕様になっています。

セガトイズ

タカラトミー

バンダイ

18,700円（税込）

17,600円（税込）

18,150円（税込）

縦20.5×横27.5×奥行6.8（cm)

縦25.5×横37×奥行7.5（cm)

縦22×横28×高4（cm)

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

６歳以上

４歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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うさぎマークのおもちゃ

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

Ⓒ Disney/Pixar © Just Play, LLC

さわって知育　ビジーパッド　/ディズニーキャラクターズ
スイッチレバーがたくさん付いた知育タブレットです。直感的に遊べるゲームやひらがな、英語、数字が
学べる学習要素もあり、成長に合わせて長く遊べます。声や音の内容が文字や映像で表現され、一部の
音遊び、リズム遊び意外は音が聞こえなくても楽しめます。音量を設定時に目で見て知ることができま
す。音を楽しむメニューには、取扱説明書で「♪」マークを表示しています。（2022年8月６日発売予定）

タカラトミー 19,580円（税込）

縦17×横22.5×奥行5.8（cm) 単3アルカリ×4本電　池サイズ

メーカー 価　格 １歳以上対象年齢

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。

くもん出版 3,520円（税込）

パッケージ：縦22×横29×奥行5.5（cm)サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

「小学館の図鑑NEO」の「動物」「昆虫」「魚」「恐竜」「花」「危険生物」より
700種類の生き物が収録されたパッドです。ゲームや学習アプリも全部
で100種入っています。更に内蔵カメラで写真が撮れ、図鑑ページ内に
保存ができ、自分だけの図艦を作ることもできます。音量が目で見て判
るほか、音声の内容も画面上の文字や画像などによってわかります。

Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

小学館の図鑑ＮＥＯＧｌｏｂｅ
見て聞いて触れて学べるパッド付のしゃべる地球儀。地球儀とパッドは連動して
遊ぶことができ、知りたい国を付属のペンで地球儀にタッチすると、国名を読み
上げます。パッド上では、タッチされた国の情報が、音声や画像で表示されます。
パッドの音声は、５段階のボリューム調整が可能で、カメラ機能ではシャッター音
と同時に撮影した画像がすぐに確認できるので、操作がわかりやすいです。

タカラトミー 32,780円（税込）

縦45×横31×奥行29（cm) 単3アルカリ×8本電　池

６歳以上対象年齢

サイズ

メーカー 価　格

電　池
Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

小学館の図鑑ＮEOＰａｄDX

タカラトミー 17,490円（税込）

充電式リチウムイオン電池　内蔵縦14.5×横22×奥行1.3（cm)

３歳以上対象年齢

サイズ

メーカー 価　格
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うさぎマークのおもちゃ
ピーナッツクリーム メイプルブラウン ロップイヤー

パンダ 和犬

Ⓒ T-ARTS

ミミクリーペットシリーズ
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
音をマネしながら、ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。
マネ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。

タカラトミーアーツ 各3,520円（税込）

縦13.5×横9.5×奥行12.5（cm) 単4アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢

バーチャルマスターズ　スピリッツS
（ブルー／レッド／ブラック）

本体を振って、動かして、魚釣りを楽しむことができる釣りゲームの最
新作です。魚によって異なる「振動」や「重くなるリール」でフィッシング
バトルを体感できます。ゲームの進行は画面上に出てくる字幕で全て確
認でき、サウンドをOFFにしても全ての遊びを楽しむことができます。

タカラトミーアーツ 8,580円（税込）

単4アルカリ×4本縦22×横13.5×奥行8.5（cm)
Ⓒ T-ARTS

電　池サイズ

メーカー 価　格 ６歳以上対象年齢

ポカポンゲーム

ドンケツゲーム

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。

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。

エポック社

エポック社

1,408円（税込）

1,408円（税込）

縦6.4×横22.9×高17（cm)

縦12.3×横14×高13.6（cm)

サイズ

サイズ

４歳以上

４歳以上

対象年齢

対象年齢

メーカー

メーカー

価　格

価　格
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日本点字図書館
オセロ
盤のマス目の仕切りを凸状にし、コマの黒面にはうず
巻き状の凸線を施し、コマの中には磁石が入っていま
すので、視覚障害者だけでなくちいさなお子様にも使
いやすいオセロです。

メガハウス

3,810円（税込）

使用時：縦25.4×横24.9×高2.3（cm)
折りたたみ時：縦12.3×横24.9×高4.6（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。

ギガミック社

7,260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）

マテル・インターナショナル株式会社

1,870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.

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。

日本点字図書館

1,320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/

TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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
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共用品推進機構について付 録

障害有無、年齢の高低にかかわらず、誰もが使いやすい
製品・サービス・環境の普及を、行っています。

共用品・共用サービスとは 使いやすさの形

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（Ⅱ）

（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（Ⅲ）

（3）一般製品の利用上の不都合をなくすバリア解消設計（Ⅳ）

福祉用具 一般製品

共 用 品

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

他の容器と区別
するための
きざみ、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

「不便さ」や「便利さ」を調べ伝える
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。

共に考え、共に創る
明らかになった不便さの「解決案」を、異なった立場の人たち
で考えます。

2018年１月１２日発行
広辞苑に「共用品」、初掲載

解決策の標準化
みんなの話し合いで作った共用品・共用サービスの工夫は
日本工業規格（JIS）となり、国際規格（IS）となって世界中で
使われ、多くの人達の不便さを取り除きます。
（共用品は英語ではアクセシブルデザインと言います。）

もち さわ わ

良かったこと調査報告書
みんなの良かったことを収集し、伝え、広げる

情報誌『インクル』
共用品・共用サービス（AD・ADサービス）情報発信！

共用品ニュース
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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 お客様相談室
〒278-0015
千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
TEL.0570（011）415

イワヤ（株）
〒270-2241
千葉県松戸市松戸新田65-5
TEL.047（702）3125／FAX.047（702）3140

（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／ＦＡＸ．0268（７１）０９２４

（株）くもん出版
〒141-8488
東京都品川区東五反田2-10-2東五反田スクエア11F
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 お客様相談室
〒277-0863
千葉県柏市豊四季945-8
TEL.0120-104609

（株）セガトイズ お客様相談センター
〒141-0033
東京都品川区西品川1-1-1住友不動産大崎ガーデンタワー11F
ナビダイヤル.0570-057-080／FAX.03-6864-5468

（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

（株）パイロットコーポレーション おもちゃのお問い合わせ窓口
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-8-8　いちご錦ファーストビル
TEL.052-732-4924

（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）バンダイ お客様相談センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20（配送センター）
ナビダイヤル.0570-041-101

ピープル（株） お客様相談係
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-15-5VORT東日本橋
TEL.03(3862)3739

（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

マルカ（株）
〒111-0023
東京都台東区橋場1-2-1　
TEL.03(3875)3684／FAX.03（3872)5731

（株）メガハウス お客様相談センター
〒321-0298
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20（配送センター）
ナビダイヤル.0570-066-039

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 
2022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


