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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。

コロコロあそぼ！
トミカおしゃべりあいうえお

（株式会社タカラトミー）

大賞

●大きな「くるま」がしゃべる、新しいタイプの「あいうえお」学習ボード

ボード上で押した文字やサウンドをくるまが記憶して、くるまを手で走らせるとしゃべ

ります（３５文字まで）。走らせるスピードでしゃべるスピードも変わり、バック

させるとしゃべり方もさかさまになります。

くるまの発着時には「しゅっぱーつ！」「とうちゃーく！」と音声ガイドで知らせて

くれます。

●本体のモードを変えればいろいろな問題で楽しめます

乗り物の世界観を演出する、絵に対応した楽しい音も満載で、ことばと共にくるまに

記憶させて遊べます。その他、もじの問題やしりとり遊び、おなまえとうろくなど

多彩な内容で遊べます。

●点字シールを作製しておりますので目の不自由な方も一緒に遊べます

目の不自由なお子様もそうでないお子様も共に遊ぶことの出来る「共遊玩具」として、

タカラトミーお客様相談室にてご希望の方全てに無償で差し上げるサービスを行います。

2010年6月発売
希望小売価格(税込)

6,090円



共遊玩具部門

優秀賞（４作品）

アンパンマン
電動レールでＧＯ！ＧＯ！ＤＸ

（株式会社アガツマ）
2010年7月発売

希望小売価格(税込)
16,590円

コントローラーのボタンで前後走行、アンパンマンのおしゃべ

りやメロディが流れる電動走行の乗用玩具です。お家の方が遠

隔操作したり、周りを気にせずレールの上を周回走行できるた

め、子供たちも安心して遊ぶことが出来ます。コントローラー

の前進・後進ボタンは矢印の形になっていますので、触覚・視

覚的にも分かり易い設計です。また「遠隔操作で走行」「レー

ルの上を走行」「レールを外して走行」「足こぎ走行」と４種

類の走行がステップアップで楽しむことが可能です。

びっくりアクション天才ジョイくん
（イワヤ株式会社）

2010年5月発売
希望小売価格(税込)

7,329円

立つ、座る、寝そべる、じたばたする、鳴く、耳を動かす、

首を動かすなどの見ているだけで楽しく、かわいいアクション

が複雑な操作なしに、たった一つのリモコンボタンで小さいお

子様から楽しむことが出来る玩具です。 大のポイントは全身

を使った感情表現。口を開き、耳を動かし、全身で感情を表し

ます。

光と音がいっぱい！たたいて、押して、転がして遊べるドラ

ム。切替で、４種類のサウンドやメロディーが流れ、LEDが

点滅。ハイハイを促したり、何でもパンパンたたく時期に

ぴったりのドラムです。

光るにぎやかドラム
（コンビ株式会社）

2007年3月発売
希望小売価格(税込)

2,625円

体感・リズム・育脳
たいそうサウンドベルト

（株式会社トーホー）

ベルトをつけて、アンパンマンの声に合わせて体を動かすこと

が楽しめるたいそうサウンドベルトです。たいそうモードでは、

アンパンマンがメロディやリズムに合わせて、あるく、たたく、

まわる、ジャンプ！など動きを声でナビゲート。サウンドモー

ドでは、ベルトに付いているリズムパッドをたたくと、楽しい

効果音からアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃんのお

しゃべりが流れます。

2010年8月発売
希望小売価格(税込)

3,129円



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。

大賞

●「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

ご意見を元に、ことばをぐんぐん覚える時期の子どもたちに向けて開発されました。

アンパンマンたちがおしゃべりでいろいろな身の回りのことばを教えてくれる商品です。

●お子様にも直感で操作しやすいペン型、内容豊富な31ページの絵本の形となっています。

●おしゃべりの数７００種類以上！効果音１００種類以上！

他にも「すうじ・かたち・アルファベット・あいうえお」と入園・入学前に覚えたいことが

ギュッとつまった商品です

●絵本をペンでタッチするだけでも楽しめますが、クイズやイベントも盛りだくさん！

しりとりのような「頭文字クイズ」「楽器演奏あそび」「音あてクイズ」など遊びも

いっぱい！

●絵本をペンでタッチするとアンパンマンたちの声が聞こえるという不思議さ、軽くて、持ち

運びもしやすい形も好評です。

ありそうでなかったアンパンマンエイジにぴったりの知育商品です。

アンパンマン
おしゃべりいっぱい！ことばずかん

（株式会社セガトイズ）
2010年4月発売

希望小売価格(税込)
7,140円



エデュケーショナル・トイ部門

優秀賞（４作品）

アンパンマンの
NEWよみかき あいうえお教室

（株式会社アガツマ）

2009年12月発売
希望小売価格(税込)

10,290円

ドラえもん 太鼓あいうえお図鑑
（株式会社エポック社）

2010年6月発売
希望小売価格(税込)

10,479円

2010年6月発売
希望小売価格(税込)

6,090円

コロコロあそぼ！
トミカおしゃべりあいうえお

（株式会社タカラトミー）

アンパンマン リトミックステップ
（株式会社バンダイ）

2010年8月発売
希望小売価格(税込) 

4,179円

タッチパネルの押した文字が発音、書き順が液晶画面に表示

され、液晶画面と同じ文字を付属ペンで「文字書きボード」

に書くと、文字の形や書き順が合っているか、アンパンマンが

判定してくれる画期的商品です。「ひらがな」以外に｢カタカナ｣

｢アルファベット＆数字｣のモードに切り替わります。

テレビにつなぐ「あいうえおボード」＆「太鼓ゲーム」を

コンセプトに開発された電子知育玩具です。付属のバチで

太鼓を叩いて遊ぶ「太鼓えんそうゲーム」は、小さなお子様

でも楽しめるやさしいモードから、ちょっと難しいリズム

ゲームまで、長く楽しめる内容になっています。「あいうえお

ボード」では教科書フォントを採用。あいうえお・カタカナ・

えいご・すうじのボイスも収録され、本体の文字盤を押すだけ

でイラストとともに再生されます。

大きな「くるま」がしゃべる、新しいタイプの「あいうえお」学

習ボードです。ボード上で押した文字やサウンドをくるまが記憶

して、くるまを手で走らせるとしゃべります。走らせるスピード

でしゃべるスピードも変わり、バックさせるとしゃべり方もさか

さまになります。その他、もじの問題やしりとり遊び、おなまえ

とうろくなどでも遊べます。

★共遊玩具部門大賞受賞玩具

ご自宅で本格的なリトミック遊びが楽しめるマットです。

日本で幼児リトミックを始めた国立音楽院様の監修なので

本格的メニューです。

『リズム感』『即時反応力』を養えるだけでなく『模倣す

ることで脳を刺激』することができ、お子様の心身の成長

を応援します。



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。

大賞

石川遼 エキサイトゴルフ
（株式会社エポック社）

2010年7月発売
希望小売価格(税込)
8,379円

●石川遼プロ初の公式ゴルフゲーム！！

●石川遼プロはジュニア時代、当社で発売されていた

「スーパーショット！エキサイトゴルフ（２００３年発売）」を使い、

練習が終わった後や、雨の日で練習が出来ない時などに、練習さながらに

遊んでいました。

こうした思い出・経験を元に「ゴルフをもっと世の中に広めたい」という

石川遼プロの意向によって商品化が実現したものです。

●さらに、ご本人自らが商品製作に携わっております。

専用ゴルフクラブの形状・重量、本体機構に関するハード面から、ソフト内容に至るまで、

多岐に渡りアドバイスをいただき、非常に充実した内容となっています。

【遊び方】

本体の上で、本物と同じようにゴルフクラブを振ります。

その動きを、本体カメラセンサーが読み取り、スイングの速度、軌道がそのまま

ゲーム中のボールの飛距離、方向へ反映されます。

クラブヘッドの傾きも読み取るので、フック、スライスがかかってしまったり、

ドロー、フェードをかけたりすることもでき、本当にゴルフを楽しんでいる

感覚を味わえます。



ボーイズ・トイ部門

優秀賞（4作品）

2010年7月発売
希望小売価格(税込)

3,990円

スーパーオート トミカビル
（株式会社タカラトミー）

2010年7月発売
希望小売価格(税込)

6,279円

VooV シリーズ

(VS01～12、VL01～12)

（株式会社バンダイ）
2010年3月発売

VS07～12は6月発売
希望小売価格(税込)

VSｼﾘｰｽﾞ 756円/VLｼﾘｰｽ 1,575円

ブーブショート ブーブロング

ジュース合成 グミックス
マザーセンター

（株式会社メガハウス）

2010年2月発売
希望小売価格(税込)

3,675円

爆丸 BAX-01 
アルティメット・ドラゴノイド
7 in 1(セブンインワン)

（株式会社セガトイズ）

爆丸とは、瞬間変形するフィギュアとカードを組み合わせた

バトルホビーです。北米、アジアをはじめ、世界80カ国で

展開、1億7千万個を販売しております。アニメに登場する

「アルティメット・ドラゴノイド」を完全再現しました。

7つのフィギュアは、全て爆丸バトルでも使用できます。

また本玩具は「2010 BOY TOY OF THE YEAR」を受賞

しました。

３９年間の歴史ある「トミカビル」がフルモデルチェンジ！

トミカ４０周年にふさわしいトミカワ－ルドの核となる商品

です！商品左側のスパイラルエレベーターという新機構によ

り、電動で次々と複数のトミカを垂直に持ち上げては、

スロープを下りてくる見てても楽しい商品です。

商品は電動と手動の切り替えができて、電池がなくてもエレ

ベーター遊びが楽しめます！

今までにないバンダイならではの技術とアイディアを詰め込

んだ「変身」するミニカーです。小さなお子様でも簡単に、

普通の車が働く車などに、電車(在来線)が新幹線や特急列車

などに変身させられるという驚き、斬新さが親子のユーザー

に受けています。VS12種、VL12種の既存ラインナップは、

全て「実車」～「実車」へと変身をしており今後も続々ライ

ンナップは増えていく予定です。

史上初の男児向けクッキングTOYです。これからは男性も

料理をする時代。自分で作って食べる喜びを、楽しみながら

体感できます。男の子が大好きなカブトムシやザリガニが食

べられる･･･本物と見間違えるほど、リアルでカッコいいグミ

が出来ます！ジュースやケチャップ、海苔の佃煮など身近に

ある色んな材料で作れます。

子供を大人に！大人はこどもに！玩具の可能性に挑戦した新

カテゴリーの誕生です。



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。

大賞

シュシュルン
（パイロットインキ株式会社）

2010年4月発売
希望小売価格(税込)
2,604円

●今、子供から大人まで女性に大人気のアクセサリー「シュシュ」が簡単に作れる

メイキングホビートイです。

●髪につけたり腕につけたり、おしゃれが大好きな女の子にぴったりの商品です。

●セットされている付属の生地を組み合わせて何通りもの自分だけのオリジナルシュシュ

が簡単に作れます。

●オリジナルの生地やアクセサリーを使えば、さらに個性的におしゃれが楽しめます。

●ゴムパーツはロック式で繰り返し使えるので、何度でも作り直したり、かばんの持ち手

や洋服につけたりと、既成のシュシュではできないおしゃれも楽しめます。

●別売りパーツも同時発売中。

元気いっぱいでＰＯＰな印象の「ハデカジセット」。

ロマンチックでかわいい印象の「ラブスウィートセット」。

これらのアイテムを組み合わせるとさらにアレンジが楽しくなります。



ガールズ・トイ部門

優秀賞（4作品）

アクセクルーラ スタンダードセット
（株式会社エポック社）

2010年6月発売
希望小売価格(税込)

3,129円

マジカルポップコーン
（株式会社タカラトミー）

2010年8月発売
希望小売価格(税込)

3,129円

Tamagotchi iD (6種)
（株式会社バンダイ）

2009年11月発売
希望小売価格(税込)

5,040円

ハッピーキッチンカフェ
ロールケーキパレット

（株式会社メガハウス）
2010年4月発売

希望小売価格(税込)
2,625円

キュートなアクセサリーが簡単に作れる新コンセプト女児ホビー。

うさぎなどかわいい形のビーズを自由にレイアウトして、オリジ

ナルのアクセサリーを作ることができます。本体のハンドルをく

るっと回すだけで、一瞬で糸が通るなどおもちゃらしく作業が簡

便化できるよう工夫しました。ブレスレットだけでなく、２種類

の形のキーチェーンや、長いネックレスなどいろいろな形を作っ

て楽しむことができます。

テーマパーク、映画館でも人気の『フレーバーポップコー

ン』をご家庭で簡単に作れて親子で楽しめるクッキングト

イです。わさびなど家にある材料で作れる味は無限大です。

また『電子レンジ』でポップコーンの豆から安全に作るこ

とが可能で、斜めのポットが回転しながら、上からフレー

バーがかかる設計なので、ハンドルを回していればポップ

コーン全体にまんべんなくコーティングできます。

カラー画面の 「Tamagotchi iD」は、新しい要素がいっぱい
で遊びもパワーアップ！たまごっち同士のツーしんはもちろん、
携帯電話から好きなアイテムをダウンロードして、何度でも書
き換えることが可能。自分だけのたまごっちをつくることがで
き、遊びがますます広がります。お世話遊びやミニゲームだけ
でなく、女の子たち同士の話題となるコミュニケーションアイ
テムです。

今や、百貨店のスイーツ店やコンビニショップでも人気の
「ロールケーキ」がおうちで簡単に、しかも可愛く作れます！
「作って楽しい、食べて美味しい」だけでなく、流行りの
デコりまで楽しめます。生地にオリジナルの模様をつけたり、
メッセージを入れたり、自分だけのアレンジが出来て、楽しさ
もいっそう広がります。ロールケーキ生地は電子レンジで
作れ、ロール台とフィルムを使って、簡単にロールケーキを
巻き込むことが出来ます。



キャラクター・トイ部門

大賞

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。

仮面ライダーＷ 変身ベルト
ＤＸダブルドライバー

（株式会社バンダイ）
2009年9月発売

希望小売価格(税込)
6,825円

●3～6歳の支持は圧倒的NO.1、ターゲットに対し３人に1人が所有！

平成ライダー 高の56万個販売見込み！

●テレビ朝日系にて日曜朝8:00より大好評放送中、男児に圧倒的な人気を誇る

「仮面ライダーダブル」の変身ベルト。

●ボタン電池内蔵の音声ユニット「ガイアメモリ」が４本付属、劇中同様の変身アクション、

サウンドギミックを再現！

二つのメモリの組み合わせで、LEDが各色に点灯、変身音＆変身メロディが鳴る！！

変身メロディは左右の組み合わせで固有のメロディを構成、組み合わせで遊びが拡がる！

●また、すべての「仮面ライダーダブル」商材の中心アイテムとして、

メモリを起点に各アイテムに連動！

バンダイ各事業部から販売される「ガイアメモリ」は現段階で40種以上、累計７７０万ＰＣＳ

以上の出荷実績！

バンダイの連動アイテムでは過去 高の実績！

ダブル



キャラクター・トイ部門

優秀賞（4作品）

おしゃべりロッキング アンパンマン
（株式会社アガツマ）

2010年7月発売
希望小売価格(税込)

8,190円

TRANSFORMERS 
デヴァイスレーベル シリーズ

（株式会社タカラトミー）
2009年11月発売
希望小売価格(税込)

USBメモリ3,990円/マウス6,300円

トイ・ストーリー
アルティメット バズ・ライトイヤー

（株式会社タカラトミー）
2010年6月発売

希望小売価格(税込)
39,900円

ハートキャッチプリキュア！
変身香水 ココロパフューム

（株式会社バンダイ）
2010年2月発売

希望小売価格(税込)
3,465円

アンパンマンを大きく使用し、全体にアンパンマンの仲間た

ちキャラクターを散りばめたアンパンマンの世界観いっぱい

のロッキング遊び商品です。アンパンマンの背に乗り、一緒

に空を飛んでいるのをイメージさせるデザインです。また音

と光の楽しいアクションと傾斜センサー搭載で、遊びをさら

に盛り上げるギミックがついています。

「実用性のある本物のＰＣ周辺デバイスがトランスフォー

マーに」のコンセプトの元にトランスフォーマー25周年を

記念して、株式会社東芝とのコラボレーションを実現させた

トランスフォーマー商品です。USBメモリ（２ＧＢ）がデ

ヴァイスジャガーに、実用可能な光学式マウスがグリムロッ

ク（恐竜）にトランスフォームします。

全身で７つのモーターを搭載し、リアルな動きをする高性能

二足歩行ロボです。リモコン操作はもちろんボイスコマンドで

アクション指令も可能。トーク時には、瞬きをして口を動かし

て話すなどスーパーテクノロジーのロボットです。スパニッ

シュモードも搭載！

「ハートキャッチプリキュア！」の変身アイテムです。

付属の「プリキュアの種」をセットすることで、変身なり

きり遊びが楽しめます。ブロッサム、マリンそれぞれの

音声と光で変身遊びができます。その他の「こころの種」

を入れることで、光のパフューム遊びもできます。



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。

大賞

JIGAZO PUZZLE ＠rt
（株式会社テンヨー）

2010年9月発売予定
希望小売価格(税込)

2,310円(予価)

●まず、お好きな絵画やアートのジガゾーパズル（520P）をお店で購入し、その絵柄を

楽しく組んでください。そしていよいよ、自分や作りたい人の顔をケータイで写真に撮って、

テンヨーにメールしてください。すると数秒後にいま組み上げたパズルをどのように並べ

変えれば、ご希望の顔が作れるかの解答図が返信されてきます。その通りにピースを組んで

い くと、もともとの絵や写真に変わり、自分や希望した人の顔が現れます。

●現在発売中のジガゾーパズルが、何もない1色のパターン（ピース）で顏を作って

いたのに対し、新バージョンは、カラーの、しかも絵画や写真などの具体的な画像が、

あなたの顔に変わってしまうという、画期的なものです。

カラーですから、色を感知して、赤い花のピースは唇にもってくるなど、より高度な

システムになっています。

また、絵画には独自のタッチがあり、それが残るので、例えばゴッホの絵で作れば

あなたの顔をゴッホが描いたような感じになるのがおもしろい点です。

●また、元の絵がなんであったかがわかるよう、完成した顏と一緒に元絵を飾れるような

工夫もいたします。もちろん、新たに別の人の顔の写真を送信して、作り直したり、

人間だけでなくペットの顏も作れるなどの魅力はそのままです。



イノベイティブ・トイ部門

優秀賞（4作品）

モスキートサウンド年齢予測マシーン
トシバレール

（株式会社エポック社）
2010年2月発売

希望小売価格(税込)
924円

40周年記念 テコロジートミカ
（株式会社タカラトミー）

RG 1/144スケール RX-78-2ガンダム
（株式会社バンダイ）

2010年7月発売
希望小売価格(税込)

2,625円

リアルグレード

ハイパーテレスコープ ～天体図鑑～
（株式会社バンダイ）

2010年5月発売
希望小売価格(税込)

20,790円

モスキートサウンドと呼ばれる蚊の羽音のような音を発生させ、

年齢を予測してしまう禁断のマシーンです。人間の聴力は、年を

とるごとに高い周波数が聞き取れなくなるため、年齢不詳の相手

にモスキートサウンドを聞かせることで、相手のおおよその年齢

を予測。合コンや、会社内、家族で試しても盛り上がれるコミュ

ニケーションツールです。

新設計の小型発電機を内蔵し、手転がしでトミカを転がすこと

で自ら発電し、警光灯を光らせることができるトミカです。電

池は使用しません。トミカを転がすスピードに応じて警光灯の

光り方が変化するので、子供たちが｢手転がしで発電！｣を実感

し易く、エコロジーやエネルギーなどに興味を持つきっかけに

なってくれるのではないかと考えています。

幅広いユーザーを持つガンプラ。
そのスタンダード「HGシリーズ」の上位グレードが、ガンプ
ラ30周年を迎える2010年、新ブランドとして登場。30年の
技術をこのブランドに集約し、上位カテゴリーでもあるＭＧシ
リーズの作り応えと可動性能を、1/144スケール＝全高12.5
ｃｍに圧縮。いまなお「Made in Japan」として代わらぬ商
品クオリティを維持しています。外観は、まさに本物と見間違
うような、メカとしてのリアルなデザインを表現、追求。30
年前のガンプラの発売日に合わせた7月24日に発売予定してい
ます。

楽しく遊びながら宇宙について学べる２１世紀の望遠鏡です。

望遠鏡型本体を覗くと、液晶画面に実際の星空と同じ場所に天

体を映し出します。地球上のあらゆる場所から観測出来、１９

００年～２０９９年までの過去と未来、約２００年分の星空や

天文現象を再現します。探したい星を指定すれば星空の中から

自動的に位置を探しだしてくれます。さらに、本体はＴＶにつ

ないで遊ぶことが可能です。時間設定が自由にできるので日中

でも夜の星空が再現できるため学校教材としても注目を集めて

います。

2010年８月発売
希望小売価格(税込)

1,029円



ハイターゲット・トイ部門

ハイターゲット・トイとは・・・・大人も楽しめる玩具

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。

大賞

オタマトーン
（株式会社キューブ）

2009年11月発売
希望小売価格(税込)

2,940円

●現代アーティスト明和電機との共同開発による、オタマジャクシ（音符）型の可愛らしい電子

楽器です。今までにない演奏方法で純粋に音を楽しむ事ができ、練習すれば曲も弾けます。

（練習用シート付属）

●シッポ（棒部分）にあるスイッチをつまむだけで音が出ます。上の方が低く、下の方が高い音

になります。

●スイッチをつまんだまま指をスライドさせると、「キュィ～～～～ン」と音がつながります。

●音を出したまま口をパクパクさせると「ワウワウワウワウ」と可愛いビブラート効果が

得られます。口をパクパクする姿はまるで歌っているようで見ている人も楽しめます。

●背面にあるスイッチの切り替えで音量は2段階、音域は3段階（低音・中音・高音）に

変化します。

●オタマトーンを愛するファンの方々は「オタマニスト」と呼ばれ、Myオタマトーンに

コスプレして楽しんだり、オフ会が開催されています。

●またニューヨーク近代美術館（MOMA)でも販売が決定になりました。

●動画投稿サイトYouTubeではオタマニストによる動画が日本を始め、海外からも多数投稿

されています。

2009年には「YouTube VIDEO AWARDS JAPAN 2009」の音楽部門にも

ノミネートされました。

YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD./MAYWA DENKIＣ



ハイターゲット・トイ部門

優秀賞（4作品）

2010年9月発売
希望小売価格(税込)

16,８00円(予価)

nanoblock ノイシュバンシュタイン城
Deluxe Edition

（株式会社河田）

鉄コレ式制御器
国鉄101系運転台型コントローラー

（株式会社トミーテック）
2010年7月発売

希望小売価格(税込)
17,430円

技MIX 地上航行模型シリーズ 戦艦大和
（株式会社タカラトミー）

2009年9月発売
希望小売価格(税込)

23,100円

超 蝶（ちょうちょう）
（株式会社テンヨー）

2010年9月発売予定
希望小売価格(税込)

3,150円(予価)

約4000個ものブロックを使用して作る本格ホビー商品です

(1/220スケール)。台座には3色のLEDが組み込まれており、ラ

イトアップさせて楽しむことができます。ナノブロックは1つの

ポッチがわずか4mm×4mmの超ミニサイズブロックです。その

小ささを生かして、一般サイズのブロックでは表現しきれなかっ

た細かな部分まで作り込むことができます。大人が没頭して楽し

むことができる、とことん作品の完成度を追求できる、全く新し

い大人向けのホビーブロックです。

憧れの国鉄１０１系運転台を１/３スケールで模型化。付属の

フィーダー線でトミックスファイントラックレールに接続すれ

ば、Ｎゲージの鉄道模型車両（鉄道コレクション）を本物さな

がらの操作によりコントロールする機能を備えています。

また、メーターも、現存する実車より収録したサウンドも車両

の走行にあわせてリアルに再現。鉄道模型を単に操作するだけ

でなく「運転」を楽しむという新しい遊びの提案商品です。

精密模型に可動ギミックを融合した、究極のハイブリットホビー

としてリリースされた、彩色済みプラモデルブランド技MIX「戦

艦大和」です。世界初、水の無い所を航行する精密艦船模型です

(1/700スケール/全長は374mm)。コンパクトなボディに様々

な要素を豪華に盛り込みました。地上航行だからこそできるリア

ルなギミックとサウンドが魅力です。

ビンの中に閉じ込められた蝶が、羽ばたきながら、あちらへ、

こちらへと、飛び回るファンタスティックなインテリアアー

トです。「コミュニケーションモード」ではあなたが指定し

た数だけ、蝶が羽を動かすなど、ちょっとしたやりとりも楽

しめます。ほんものの蝶を超えた美しき躍動を体験できます。


