
 
 
＜報道関係者各位＞                                               

ご取材のご案内                                                  2019年5月 

今年のおもちゃトレンド・玩具業界動向を発表！2019年おもちゃの最優秀商品を発表・展示！ 

「東京おもちゃショー2019」記者発表会 

1「日本おもちゃ大賞2019」発表授賞式 
 

～2019年6月11日（火） 13時 両国・KFCホールにて開催～ 
 

一般社団法人 日本玩具協会 
 

国内の玩具メーカー及び団体 203 社で構成される一般社団法人日本玩具協会（所在地：東京都墨

田区 会長：富山幹太郎）は、2019 年 6 月 13 日より 16 日までの 4 日間、国内最大規模の玩具見本市

「東京おもちゃショー2019」を東京ビッグサイト（西 1～4 ホール）にて開催するにあたり、今年の開催概

要、トレンド情報、注目キーワード、玩具業界動向などを事前に報道関係者の皆様にご案内し、ご理解

いただくため、会期直前の 6 月 11 日（火）13 時より両国・KFC ホールにて、「東京おもちゃショー2019」

記者発表会を開催いたします。また同時に、今年で第 12 回目となる「日本おもちゃ大賞 2019」の発表

授賞式を行います。 

  

 今年で 58 回目を迎える日本最大級の玩具見本市「東京おもちゃショー」は、出展社数 191 社（2019 年

5 月 16 日現在）、おもちゃ総数約 35,000 点の展示で開催を予定しています。昨年は世界中で大ヒットし

た「サプライズトイ」が注目された他、知育玩具で最大の話題となった「STEM」、ゲームでは「周年」、「抱

腹絶倒で楽しめるゲーム」、女の子向け玩具の「ヘアアレンジ遊び、 メイキング、変身、 お世話」、ハイ

ターゲット向けでは、ここまでこだわるかというハイスペックの「究極の逸品」などが注目キーワードにな

りました。今年はどんなおもちゃが登場し、どのようなトレンドが生まれるかなど、記者発表会では概要

説明、玩具業界動向などと併せて発表させていただきます。 

 

今年で 12 回目を迎える「日本おもちゃ大賞」は、全 7 部門（ボーイズ・トイ/ガールズ・トイ/エデュケー

ショナル・トイ/共遊玩具/コミュニケーション・トイ/ハイターゲット・トイ/イノベイティブ・トイ）で、47 社 334

商品の応募があり、その商品の中から各部門より「大賞」および「優秀賞」を受賞した商品を当日発表し

ます。また、「前年度ヒット・セールス賞」も併せて発表いたします。審査委員長は、第１回開催から引き

続き玩具コレクターとして著名な株式会社トーイズ代表取締役 北原照久氏にお務めいただき、その他

玩具業界はもとより百貨店、家電量販店、メディアなど様々な分野から計 26 名の方々に審査いただき

ました。会場には、「日本おもちゃ大賞2019」を受賞した全商品を展示し、メーカー開発関係者にも直接

ご取材いただくことが可能となっております。 

ご多忙中とは存じますが、是非ともご出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

                                

 

 

 

【報道関係者からの問合せ窓口】 

東京おもちゃショー2019 広報センター   担当：山下・新田・駒田 

東京おもちゃショー開催期間中（6/13～6/16）の連絡先 

TEL/03-3405-5070 Mobile/080-4809-5142（山下） E-MAIL/toyshow2019-press@fullhouse.jp 

＜昨年の会場の様子＞ 

mailto:toyshow2019-press@fullhouse.jp


 
 

 

■開催概要 

「東京おもちゃショー2019」記者発表会 

「日本おもちゃ大賞 2019」発表授賞式 

 

開催日程 ： 2019 年 6 月 11 日（火） 

開催会場 ： 「KFC ホール」 

         東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 3 階              

開催時間 ： 開場  12：30～     

開演  13：00～ 14：30（終了予定）  

 

 

開催内容 ： 「東京おもちゃショー2019」 記者発表会 

     13：00～ 主催者代表挨拶  （一社）日本玩具協会 富山会長 

   概要説明      （一社）日本玩具協会 見本市委員会 戸所委員長 

   今年のトレンド説明 （一社）日本玩具協会 見本市委員会 伊吹専門委員 

   質疑応答 

「日本おもちゃ大賞 2019」 発表授賞式 

     13：50～ 概要説明     （一社）日本玩具協会 日本おもちゃ大賞実行委員会 

奥山実行委員長 

   優秀商品、大賞商品発表 （７部門他表彰） 

選評       日本おもちゃ大賞 北原審査委員長 

         閉会    

   大賞受賞者フォトセッション 

 

※入場は先着順とさせて頂きます。 

※ご出席につきましては、お手数ですが、添付の返信用紙に必要事項ご記入の上、 

6 月 7 日（金）までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 

 

【昨年の会場の様子】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 日本おもちゃ大賞について                               

 
一般社団法人 日本玩具協会は、この「日本おもちゃ大賞」を通じて、新しい玩具を生み出す作り手、メ

ーカーの開発力を刺激することで、玩具産業全体の活性化を促進する他、日本中の、そして世界中の

消費者にアピールすることによって、玩具の素晴らしさをより深く理解していただけることを願っています。

2009 年に創設され、今年で 12 回目を迎えます。 

 

 

                     日本おもちゃ大賞 2019 の目的 

○ 良質で市場性のある玩具開発の活性化（開発力への刺激）。 

○ 玩具に対する消費者の評価と関心の向上（業界からの発信力の強化）。 

○ 消費者の生活をより豊かにする「楽しさ」の追求（消費者への価値創造）。 

                                               

名    称 ：   日本おもちゃ大賞 2019 

募集テーマ ：   ■ボーイズ・トイ部門 

■ガールズ・トイ部門 

■エデュケーショナル・トイ部門   

                       ■共遊玩具部門 

■コミュニケーション・トイ部門 

■ハイターゲット・トイ部門 

                ■イノベイティブ・トイ部門 

                                       

            □前年度ヒット・セールス賞 
  

 

 

※「特別賞」について 

日本おもちゃ大賞では、上記の他、永きに渡り玩具業界に貢献している定番、未知の可能性 

を秘めた期待性のある玩具など、全応募品の中から、顕彰に値する商品があった場合に 

贈られる「特別賞」を設定しています。 

 

発表日時  ：  2019 年 6 月 11 日（火） 

発表会場  ：  両国・KFC ホール 

○７部門 応募資格と対象品（以下の条件をすべて満たすもの） 

① 応募者は、東京おもちゃショー2019 出展社であること（国内外問わず） 

② 対象品は現在市場に出ている玩具、もしくは 2019 年 10 月末日までに

発売を予定している玩具であって、過去に本大賞に応募を行ったこと

がないもの。 

③ 対象年齢 14 歳以下の商品であって、ST マークの検査対象となるもの

については、ST マークを取得していること。発売予定の商品について

は、ST マーク取得手続きを行うものであること。 

対象年齢 14 歳以下の商品であって、ST マークの検査対象でないもの

については、ST 基準準用検査で適合判定を受けるなど特別な安全対

策を講じていること。 

海外企業またはその日本子会社の商品であって、ST マークを取得し

ないものは、海外の主要規格に適合していること。 

④ 第三者に属する知的財産権を使用する場合は、当該使用について適

法な許諾を受けた商品であること。 

 

 ○ヒット・セールス賞    2018 年 4 月１日～2019 年 3 月 31 日までの販売実績が、最も優れたもの。 

 
 



 

部門 商品 メーカー

●　ボーイズ・トイ部門 大賞 野球盤３Ｄエース　モンスターコントロール 株式会社　エポック社

●　ガールズ・トイ部門 大賞 しゅわボム　カップケーキベーシックセット 株式会社　セガトイズ

●　エデュケーショナル・トイ部門 大賞 カードでピピッと はじめてのプログラミングカー 株式会社　学研ステイフル

●　共遊玩具部門 大賞 トミカ４Ｄ 株式会社　タカラトミー

●　コミュニケーション・トイ部門 大賞 人生ゲーム　タイムスリップ 株式会社　タカラトミー

●　ハイターゲット・トイ部門 大賞 ＤＸ超合金魂　超電磁ロボ　コン・バトラーV 株式会社　BANDAI SPIRITS

●　イノベイティブ・トイ部門 大賞
おせっかいなスマート貯金箱 バンクワン 100円玉専用
／バンクニャン 500円玉専用

株式会社　タカラトミーアーツ

変身ベルト　DXビルドドライバー 株式会社　バンダイ

アンパンマンシリーズ

株式会社　アガツマ
株式会社　ジョイパレット
株式会社　セガトイズ
株式会社　バンダイ

○　前年度ヒット・セールス賞

○　特別賞

 
■日本おもちゃ大賞7部門内容 
 

○ボーイズ・トイ部門 / 主に男の子向けの優れた玩具 
 

 【審査基準】 ・男子に向けた新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか 

・付加価値、プレイバリューなど遊びの楽しさに優れているか 

・市場性、話題性があるか 

 

○ガールズ・トイ部門 / 主に女の子向けの優れた玩具 
 

【審査基準】 ・女子に向けた新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか 

・付加価値、プレイバリューなど遊びの楽しさに優れているか 

・市場性、話題性があるか 

 

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

 【審査基準】 ・新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか  

・豊かな情操の発育、知識・知恵の発達に寄与する楽しさがあるか 

・市場性、話題性があるか 

 

○共遊玩具部門 / 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 
 

【審査基準】 ・視覚や聴覚に障害があっても遊ぶことができる新たな配慮がなされているか 

・豊かな情操の発育、知識・知恵の発達に寄与する楽しさや、障害の有無を超えてコミュニケーションを促進する 

 楽しさがあるか 

・市場性、話題性があるか 
          ※共遊玩具とは・・・ 

                目や耳が不自由な子供たちもそうではない子供たちも、共に遊ぶことができるよう配慮されている玩具。 

                特別に作られたものではなく、より多くの子供たちが楽しく遊べる玩具のことです。 

 

○コミュニケーション・トイ部門 / 世代、性別を問わず楽しめる娯楽性の高い玩具 
 

【審査基準】 ・世代、性別を問わず新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか  

・付加価値、プレイバリューなど遊びの楽しさに優れ、コミュニケーションを促進するか 

・市場性、話題性があるか 

 

○ハイターゲット・トイ部門 / 大人が楽しめる玩具 
 

【審査基準】 ・大人に向けた新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか 

・大人の評価に耐えられる付加価値、プレイバリューなど遊びの楽しさに優れているか 

・市場性、話題性があるか 

 

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

【審査基準】 ・新たなユーザーを取り込む新しい技術や機能、提案など着眼点に優れているか 

・付加価値、プレイバリューなど遊びの楽しさに優れているか 

・市場性、話題性があるか 
 

■昨年度実績 「日本おもちゃ大賞2018」受賞商品 ※ヒットセールス賞、特別賞含 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ＦＡＸ： ０３-３４０１-８０８５ 

「東京おもちゃショー2019」記者発表会・「日本おもちゃ大賞 2019」発表授賞式 

参加申込書 返信用紙 

 

 

 

 

東京おもちゃショー2019 広報センター 山下・新田・駒田 行 

（TEL:03-3405-5070／E-MAIL:toyshow2019-press@fullhouse.jp） 

 

□ ご出席     □ ご欠席 
※上記いずれかに○をつけてください 

 

開催日程 ： 2019 年 6 月 11 日（火） 

開催会場 ： KFC ホール（東京都墨田区横網 1-6-1 KFC ビル 3 階） 

開催時間 ： 開場 12：30～    開演 13：00～14：30（終了予定）  

 

貴社名  ：                                

貴媒体名 ：                                

部署名  ：                                

お名前   ：                 (合計参加数：    名) 

TEL    ：              FAX ：               

E-MAIL  ：                                 

カメラ   ：□スチール    □ムービー ※撮影位置は先着順となります 

備考    ：                                
※（一社）日本玩具協会 会長・委員への取材等のご希望がある場合は事前にご相談ください。 

※ご出席につきましては、お手数ですがこちらの返信用紙に必要事項ご記入の上、 

6 月 7 日（金）までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 

※ご記入頂きました個人情報は、上記イベント出欠確認の為に使用させて頂き、適切に取扱い致しま

す。 

 

◆ 「東京おもちゃショー2019」（開催 6/13～16）のご取材に関しては、後日ご案内する「東京おもちゃシ

ョー2019 取材案内状」をご確認いただき、別途申請下さいます様お願い申し上げます。 

【報道関係者からの問合せ窓口】 

東京おもちゃショー2019 広報センター   担当：山下・新田・駒田 

イベント期間中（6/13～6/16）の連絡先 

TEL/03-3405-5070 Mobile/080-4809-5142（山下） E-MAIL/ toyshow2019-press@fullhouse.jp 

mailto:toyshow2019-press@fullhouse.jp
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