報道関各位

２０１８年９月５日
２０１８年１０月５日【改訂版：L.O.L. サプライズ! 発売日変更】
２０１８年１１月８日【改訂第２版：L.O.L. サプライズ! 発売日変更】

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」決定！

タカラトミーが５部門中３部門で１位獲得!!
今年のクリスマスプレゼントの注目アイテムは…!!
今年のトレンド「サプライズトイ」最新作！

女の子向け玩具部門

「L.O.L. サプライズ!

１位

第

シリーズ３」

“おもちゃ大賞”に次ぐ受賞！５０周年の定番ゲーム

ゲーム・パズル部門

「人生ゲーム」

１位

第

「バラエティ部門」３年連続１位獲得!!

バラエティ部門

「うまれて！ウーモ

１位

第

ナゾたま ｖｅｒ．２」
株式会社タカラトミー

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー/代表取締役社長：小島一洋/所在地：東京都葛飾区）は、東
京玩具人形協同組合 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２０１８」に
て発表された「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」※において、５部門中３部門で１位を獲得しました。
１位入賞商品は「女の子向け玩具」部門にて大好評のサプライズトイ「L.O.L. サプライズ! シリーズ３ ９サプ
ライズ! コンフェッティポップ」、「ゲーム・パズル」部門にて「日本おもちゃ大賞 コミュニケーション・トイ部門」で
も大賞を受賞し、今年５０周年を迎えた「人生ゲーム」、「バラエティ」部門にて３年連続１位獲得となる新感覚ペ
ット「うまれて！ウーモ ナゾたま ｖｅｒ.２」の３商品です。タカラトミーグループでは全１６アイテムがランクインし
ました。

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」１位獲得商品
女の子向け玩具部門
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ゲーム・パズル部門

©1968,2016 Hasbro. All Rights Reserved.
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バラエティ部門
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「L.O.L. サプライズ!
シリーズ３ ９サプライズ! コンフェッティポップ」

「人生ゲーム」

「うまれて！ウーモ ナゾたま ｖｅｒ.２」

２，４００円（税抜き）１２月１日（土）発売

３，９８０円（税抜き） 発売中

８，８００円（税抜き） １０月５日（金）発売

シリーズ最大の９サプライズ！ポップアップアクションや、

２０１８年は５０周年イヤー！大人も子どもも遊

何が生まれるか分からない !? 新種４種の中から

お水を使ったギミックが楽しい！

べる、リニューアルした人生ゲーム。４つのコース付き。

１体生まれるミステリーエッグ。

www.takaratomy.co.jp/products/lol

www.takaratomy.co.jp/products/jinsei

www.takaratomy.co.jp/products/woomo

※「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」とは
「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０１８」は、玩具の小売・流通業者約１，０００名の事前投票により選出された、 “今年のクリスマス
商戦で特に売れると思う”“特に売っていきたいと思う”おもちゃのランキングです。「クリスマスおもちゃ見本市」の出展メーカー４７社の一押し
商品１７４点の中から、５部門・上位５点が選出されます。審査部門は「男の子向け玩具」「女の子向け玩具」「幼児・知育玩具」「ゲーム・パズ
ル」「バラエティ」の５部門で、エントリー商品は見本市の「クリスマスハイライトコーナー」に展示されます。

そのほかのランクインアイテム
男の子向け玩具部門
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© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

「ベイブレードバースト

「ゾイドワイルド

「新幹線変形ロボ シンカリオン

Ｂ-１２６ 新電動スタジアム（仮）」

ＺＷ０１ ワイルドライガー」

ＤＸＳ０１ シンカリオン Ｅ５はやぶさ」

７，５００円（税抜き） １０月発売予定

３，０００円（税抜き） 発売中

４，５００円（税抜き） 発売中

電動スタジアムが超Ｚ進化！ふたつのベイが電動回

ゾイドが復活！リアリティを追及した骨格を、組み立て

新幹線からロボットに変形！テレビアニメも

転！限定レイヤー２個を同梱。

ながら学ぼう。必殺技ワイルドブラストも発動するぞ！

好評放送中。

beyblade.takaratomy.co.jp

www.takaratomy.co.jp/products/zoidswild

www.takaratomy.co.jp/products/plarail

www.takaratomy.co.jp/products/lol

5
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※トミカは別売りです
JR 西日本商品化許諾済 © ＴＯＭＹ

「プラレール 基地に変形！！

© ＴＯＭＹ

「無線でピピッと出動指令！

スーパー

変形ファイヤーステーション」

超 ビッグドクターイエローセット」

７，９８０円（税抜き） １１月発売予定

７，８００円（税抜き） 発売中

大人気のドクターイエローが巨大な整備基地に変形！すぐ

無線操作でオート変形＆出動指令！サウンドいっぱいのト

に遊べるレールとプラキッズが１体付属。

ミカの大型消防署。

www.takaratomy.co.jp/products/plarail

www.takaratomy.co.jp/products/tomica

女の子向け玩具部門
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※人形、ドレス、一部の小物は別売りです
© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ ©2018 San-X Co.,Ltd.All Rights Reserved.

© ＴＯＭＹ B-R サーティワン アイスクリーム株式会社商品化許諾済

「リカちゃん
「アクアカール みさきちゃん」

「すみっコあつめ」

サーティワン アイスクリームショップ」

４，５００円（税抜き） 発売中

５，９８０円（税抜き） 発売中

５，５００円（税抜き） 発売中

お水で簡単にカールヘアが作れちゃう！リカちゃんに新し

人気のすみっコぐらしの液晶トイ。ふりふりアクションで

サーティワンのお店を忠実に再現！ショップの店員さん

いお友達が仲間入り。

すみっコを集めよう！

遊びができちゃうよ。

licca.takaratomy.co.jp

www.takaratomy.co.jp/products/sumikko

licca.takaratomy.co.jp

知育・幼児玩具部門
入賞

「カメラで遊んで学べる！マジックタブレット
ディズニー ＆ ディズニー/ピクサーキャラクターズ」
１５，４００円（税抜き） 発売中
カメラに写してアクション！カメラとペンタッチで
©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh”

遊んで学べる体感型タブレット。

works by A.A. Milne and E.H.Shepard.

www.takaratomy.co.jp/products/babyonline

©Disney/Pixar ©Disney/Pixar; Plymouth Superbird™; Hudson™

ゲーム・パズル部門
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位

※お菓子は付属しません
© ＴＯＭＹ

©T-ARTS

「バーチャルマスターズスピリッツ３６０°

「おうちで無限チャレンジ

（レッド／ブルー）」【タカラトミーアーツ】

まるで本物！クレーンキャッチャー」

各９，８００円（税抜き） 発売中

６，４８０円（税抜き） ９月２９日（土）発売

超体感！３６０°釣りバトル!! 画面の枠を超えて

ゲームセンターで人気の“アレ”がおうちで遊び放題！

逃げる魚を釣り上げろ！

サウンドもまるで本物！

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/vms360

www.takaratomy.co.jp/products/cranecatcher

バラエティ部門
入賞

入賞

※フィギュアは別売です
© ＴＯＭＹ ©DeAGOSTINI

© ＴＯＭＹ

「マイルームロビ」

「アニア 合体！ジャングルツリー」

９，８００円（税抜き） 発売中

５，８００円（税抜き） 発売中

５つのセンサー搭載で、生活に沿ったおしゃべりたくさ

動物、恐竜、水生生物の３つのワールドが合体！大

ん！コミュニケーションが楽しいトーキングロボット。

迫力のプレイセット。

www.takaratomy.co.jp/products/omnibot

www.takaratomy.co.jp/products/ania

＜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 事業企画室 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：０５７０-０４-１０３１（ナビダイヤル）
タカラトミーグループお客様相談室 TEL:０５７０-０４１１７３（ナビダイヤル）

