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報道関係各位
進化系おもちゃ
続々登場！

あと１００回寝ると、クリスマスイブ！
タカラトミー2017 年 クリスマスおすすめ商品

のご案内

「プロが選んだ今年のクリスマスおもちゃ」２部門で１位を獲得！
「うまれて！ウーモ」は２年連続１位に！
株式会社タカラトミー
クリスマスイブまで約１００日となりました。今年の玩具市場では、進化系“風船”や進化系ペット
トイ、新技術を取り入れたロングセラーアイテムなど、「進化系」のおもちゃのヒットが目立っていま
す。今後もＡＩ（人工知能）搭載の小型ロボットや犬専用ウェアラブルデバイスなどの発売が予定さ
れており、クリスマスに向けても「新技術」「進化系」が盛り上がることが予想されます。
株式会社タカラトミー（代表取締役社長：H.G. メイ／所在地：東京都葛飾区）では、これからクリ
スマスプレゼントを検討される方々に向けて、今年のクリスマスや年末年始におすすめの商品を
①トレンド②定番アイテム③大人向け④タブレット型玩具⑤ゲーム・パーティー⑥最旬キャラクター
をテーマにご提案いたします。
なお、２０１７年９月６・７日に開催された、クリスマスおもちゃ見本市実行委員会が主催する「ク
リスマスおもちゃ見本市２０１７」にて、出展メーカーの年末主力アイテム１７３点の中から、小売業
および流通業者の投票で選ばれた「プロが選んだ今年のクリスマスおもちゃ」が発表されました。
タカラトミーグループでは、５部門中、２部門で１位を獲得、合計１６アイテムがベスト１０にランクイ
ンしました。１位獲得アイテムは、女の子向け玩具部門にて新感覚の手作りホビー玩具
「ウーニーズ スタンダードセット」が、バラエティ部門にて２年連続１位となる新感覚ペット「うまれ
て！ウーモ キララメガーデン」の２商品です。

「プロが選んだ今年のクリスマスおもちゃ」1 位商品

女の子向け玩具部門

１位

バラエティ部門

１位

ピタッとくっつく新素材の進化系“風船”！

今度のウーモはキラキラ！国内累計出荷数２０万個超えの、

ペレットをふくらませてデコれる、新感覚の手作りホビー玩具

孵化体験ができるメガヒットアイテム。

「ウーニーズ スタンダードセット」

「うまれて！ウーモ キララメガーデン」

２，８００円／税抜き ８月～発売中

８，８００円／税抜き ７月～発売中

© TOMY

© TOMY

小学生男児を中心に大ヒット中の現代版ベーゴマ
「ベイブレードバースト」初の１人トレーニング用スタジア
ムや、人気のロボット玩具についに、 AI（人工知能）
搭載アイテムが登場！

① トレンド

男の子向け玩具部門 ２位

バラエティ部門

２位

中央でベイ（コマ）が電動で高速回転！

ＡＩ (人工知能）搭載でその場の環境を見て自分で状況を判断し、

1 人でのトレーニングができるスタジアム。

感情を豊かに表現する小型ロボット

２人対戦スタジアムにモードチェンジもできる！

「ＣＯＺＭＯ（コズモ）」

ベイブレードバースト

２６，９８０円／税抜き ９月２３日 発売予定

「B-96 無限ベイスタジアムＤＸセット」

© TOMY © 2017 Ａｎｋｉ, Inc. All rights reserved.

６，４００円／税抜き １０月～発売予定
©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

© TOMY

② 定番アイテム

１９６７年に発売され今年５０周年を迎えた『リカちゃん』
をはじめ、１９７０年発売の『トミカ』、１９５９年発売の
『プラレール』など、今もなお愛され続けるロングセラー
アイテムが最新仕様になっています。

※トミカは別売りです。

女の子向け玩具部門 ３位

位

男の子向け玩具部門

４位

付属のライトを当てると髪の色が変わる！
ヘアアクセも使ってアレンジ遊びが楽しめます。

３つのフロアが自動で回転する大型駐車場。
各フロアからトミカをダイナミックに発射できます。

「キラチェン リカちゃん」
「キラチェン さくらちゃん」

トミカ
「ぐるぐるシュート!! DX トミカパーキング」

４，９８０円／税抜き ７月～発売中

６，９８０円／税抜き ４月～発売中

© TOMY

© TOMY

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

男の子向け玩具部門

８位

プラレール初のホームドア搭載駅！
たくさんの電車を自分の操作で停発車できる、
サウンド満載の大型ステーション

プラレール
「今日からぼくが駅長さん！
ガチャッと！アクションステーション」
７，５００円／税抜き ７月～発売中
© TOMY

③ 大人向け

「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

大人向けギフトとしても喜ばれるスマホ専用プリンター
や、ペットやその飼い主に嬉しい犬専用ウェアラブルデ
バイスなど、幅広いユーザーに向けたアイテムを発売い
たします。

電池不要、アプリ不要、コンパクト収納！

楽しく・本格的に愛犬の健康管理ができる、

スマホの写真を手軽にプリントできる簡易プリンター

犬専用ウェアラブルデバイス

「Ｐｒｉｎｔｏｓｓ(プリントス)」

「いぬのきもち お散歩Ｔｉｍｅ」

全３種：SAKURA/SORA/SUMI

１２，０００円／税抜き １０月～発売予定

３，７００円／税抜き １２月１３日発売予定

© TOMY

© TOMY

④ タブレット型玩具

※ いぬのきもち は株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。

昨年に引き続き人気のタブレット型玩具からは、年齢
に応じて様々な学習や遊びが楽しめる商品をお選び
いただけます。
知育・幼児玩具部門

３位

小学館の図鑑 NEO とコラボ！業界初のカメラ付き生きものタブレット！
人気の図鑑４冊から計５００種の生きものを抜粋

「小学館の図鑑 NEOPad」
１５，０００円／税抜き ７月～発売中
© TOMY ©小学館

ディズニーキャラクターと遊んで学べる！
アプリがいっぱいタブレット型トイ

「できた！がいっぱい ワンダートイパッド２」
１４，３００円／税抜き ７月～発売中
©Disney
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H.Shepard.
©Disney/Pixar
©Disney/Pixar, Plymouth Superbird™

性別、年齢を問わず、誰もが楽しめる年末年始の
定番ゲーム。話題の芸能人とコラボレーションした
アイテムも発売しています。

④ ゲーム・パーティー

ゲーム・パズル部門

２位

８年ぶりにリニューアルした歴代７代目となる

りゅうちぇるボイスでパーティーゲームを

スタンダード版人生ゲーム。

楽しく盛り上げるアイテム。

４つの追加エリアで１６通りの盤面を楽しめる

色んな遊び方ができる３種類のゲームモードを搭載！

「人生ゲーム」

「ドキハラ おばかなソーセージ」

３，９８０円／税抜き 発売中

３，６８０円／税抜き ７月～発売中
（発売元： タカラトミーアーツ）

©1968,2017 Hasbro. All Rights Reserved.

© TOMY

©T-ARTS

バラエティ部門

４位

安心安全なスポンジ製ソフト弾でスポーツシューティング！
２種類の連射モードを搭載、最長飛距離は２１ｍ！

NERF 「N-ストライクエリート ディスラプター
ガチ連射キット」
１，９８０円／税抜き 発売中
©2017 Hasbro.All Rights Reserved.

⑤ 最旬キャラクター

人気のテレビ番組や今年話題の映画のアイテムが
続々登場！

男の子向け玩具部門

４位

主人公「車田ゴウ」が操縦する、警察機能に特化した機体！
カーフォームからウォーカービークルフォームへ変形可能！

「ドライブヘッド 01 MKⅡ
サイクロンインターセプター」
４，５００円／税抜き ７月～発売中
© TOMY／ドライブヘッド・TBS

男の子向け玩具部門

６位

男の子向け玩具部門

１０位

スナックワールドの世界観を楽しめる携帯型デバイス！

映画に登場するサーキットを再現！

ジャラとスナックが付属、それぞれと連動ができます。

ハンドルを回してカーズ トミカを発車！

スナックワールド 「フェアリポン」（３種）
各４，９８０円／税抜き ７月～（フェアリブラックのみ９月～）発売中

「カーズ トミカ
まわしてレーシング! 2way サーキット」

© LEVEL-5／スナックワールドプロジェク卜・テレビ東京 ©TOMY

６，０００円／税抜き ６月～発売中
©Disney/Pixar;Porsche™;Chevrolet™;Mercury™;FIAT™;©Volkswagen AG

劇中と同じ音声や BGM が流れる！

アニメで大人気の時の女神「ファララ」が持つ究極のアイテム

主人公たちの変身アイテム。

アニメとゲームのなりきり遊びができます。『アドルタイムマイク』や

コミュニケーション遊びやミニゲームなども楽しめます。

『ファララマイク』（発売中）と合体すると遊びがさらにパワーアップ！

ミラクルちゅーんず！「ミラクルポッド」

アイドルタイムプリパラ 「アイドルタイムハープ」

７，９８０円／税抜き ４月～発売中

６，５００円／税抜き １０月～発売予定
（発売元： タカラトミーアーツ）

Ⓒ ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ミラクルちゅーんず！製作委員会・テレビ東京

©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP 製作委員会

映画の主人公オプティマスプライムが新デザインで登場！

サウンドとライトアップが楽しいライトセーバー！

スター・ウォーズ
「エレクトロニックライトセーバー」 （５種）
各４，０００円～５，２００円／税抜き ９月～ 発売中
© & TM Lucasfilm Ltd. ® and/or TM & © 2017 HASBRO.

ビークルからロボットに完全変形！

トランスフォーマー
「TLK‐１５ キャリバーオプティマスプライム」
８，０００円／税抜き ７月～発売中
©2017 TOMY. © 2016 Paramount Pictures Corporation.
All Rights Reserved. TM & ® denote Japan Trademarks.
「トランスフォーマー」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

モンコレを使って遊べる、大人気のクレーンゲーム！
フィギュア３個付属

「ポケモンクレーン モンコレキャッチャー」
７，９８０円／税抜き 発売中
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
©Pokémon

★商品情報はこちらから★
タカラトミー公式サイト： http://www.takaratomy.co.jp/
タカラトミーアーツ公式サイト： http://www.takaratomy-arts.co.jp/
タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」： http://takaratomymall.jp/shop/

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー 広報課 TEL 03-5654-1280 FAX 03-5654-1380
株式会社タカラトミーアーツ 事業企画部 広報 TEL 03-5680-4837 FAX 03-5680-4918
＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミーお客様相談室 TEL： 0570-041031（ナビダイヤル）
タカラトミーアーツお客様相談室 TEL： 0570-041173（ナビダイヤル）
※IP 電話・一部携帯電話、PHS 及び海外からのお電話は 03-5650-0033 をご利用ください。

