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２０１８年１１月 1 日
２０１８年１１月１３日【改訂版：L.O.L. サプライズ! 写真変更】

＼平成最後のクリスマスは３連休！!／
みんなが集まるシーンがもっと楽しくなる、タカラトミーグループの

サプライズ＆パーティー盛り上げトイで
素敵なクリスマスを迎えよう♪
株式会社タカラトミー
いよいよ来月、待ちに待ったクリスマスがやってきます。平成最後のクリスマスは、１２月２２～２４日が土日
祝日の３連休です。そこでタカラトミーグループは、ご家族やお友達など人が集まるシーンを盛り上げる、今年
のクリスマスや年末年始におすすめの“サプライズ＆パーティー盛上げトイ”をご提案します。
また、これからクリスマスプレゼントをご検討されている方に向けて、お子様やお孫様への贈り物におすすめ
の商品を合わせてご紹介します。
手頃な価格で
開封も盛り上がる♪

パーティーの目玉はやっぱりプレゼント交換！

今年注目のサプライズトイ

サプライズトイ

驚きの要素が満載でコレクション性も高い「サプライズトイ」は、今年の玩具市場で最も注目を集める商品です。
開けるまで何が出るかわからないドキドキ感で、パーティーシーンを盛り上げます！

・ボックスパック／８００円
・デラックスパック／１，８００円
※すべて税抜き、発売中
※写真は「デラックスパック」

© ＴＯＭＹ © MGA

・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／２，４００円
※税抜き、１２月１日（土）発売

© Disney © Disney/Pixar

世界累計５億体販売！コレクタブルなフォトジェニックドール

ディズニーのキャラクターが、かわいいドアからこんにちは♪

「L.O.L. サプライズ!」 シリーズ

「ディズニー ドアラブル」 シリーズ

何層ものパッケージを、みんなでわいわい開封しちゃおう！開けるたびに現れる

ドアの型のパッケージから、完全オリジナルデザインの“ドアフィグ”になったディズ

ヒントや小物を参考に、どの子が出るか当てっこしよう！

ニーキャラクターがランダムに登場！一緒にお家（ルームドア）も集めてね。

www.takaratomy.co.jp/products/lol

www.takaratomy.co.jp/products/disney/disneydoorables

© ＴＯＭＹ © MOOSE TOYS PTY LTD、2016.

・ピクミーポップ サプライズ！
シングルパック／１，０００円
サプライズパック／２，０００円
※すべて税抜き、発売中

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

・うまれて！ウーモ ミニ シーズン４／５００円～
・うまれて！ウーモ ミニ クリスマス ver.／７００円
※すべて税抜き、発売中

© ＴＯＭＹ
ふ

か

あま～い香りをクンクン嗅いで、どの子が出るか予想しよう！

人気の「ウーモ」の小さな仲間♪みんなで一緒に孵化体験！

「ピクミーポップ サプライズ！」 シリーズ

「生まれて！ウーモ」 シリーズ

キャンディ型のパッケージから、甘い香りのプチぬいぐるみが登場。チョコレートや

たまごが“孵化”してフィギュアが生まれる！？ミニサイズでコレクタブルな「ウー

ブルーベリーなど１２種類の香りの中から、お気に入りの子をクンクン嗅いで探そう！

モミニ」に、クリスマスバージョンが仲間入り♪

www.takaratomy.co.jp/products/pikmipops

www.takaratomy.co.jp/products/woomo

楽しい時間を、おもちゃでさらに楽しく演出！

パーティー盛り上げトイ
サプライズトイ
みんなで遊べるゲームや、かわいい飾りつけに役立つおもちゃで、パーティーを華やかに演出します！
クリスマスだけでなく年末年始も活躍する“パーティー盛り上げトイ”にご注目ください。

©1968,2018 Hasbro. All Rights Reserved. © ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ

© JUMP 50th Anniversary © 2018 Hasbro.All Right Reserved.

平成最後の年末年始は、人生ゲームで盛り上がろう！

ゲームセンターで人気の“アレ”がおうちで遊び放題！

50 周年を迎えた国民的ボードゲーム

本物のお菓子で楽しめる、コンパクトアーケードゲーム

「人生ゲームタイムスリップ」 「週刊少年ジャンプ人生ゲーム」

「おうちで無限チャレンジ まるで本物！ クレーンキャッチャー」

３，９８０円／４，５００円（各税抜き） 発売中

６，４８０円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/jinsei

www.takaratomy.co.jp/products/cranecatcher

© ＴＯＭＹ
©T-ARTS

※スマートフォン、インスタントフィルム（富士フィルム「instax mini」）は別売りです。

パンダだらけのすしパーティーが楽しめちゃう♪

スマホの写真を電池いらずでその場で簡単にプリント♪

【タカラトミーアーツ】「超パンダおうちでコロコロ回転寿し」

スマホ用簡易プリンター 「プリントス」

５，９８０円（税抜き） 発売中

３，７００円（税抜き） 発売中

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/cho-panda

www.takaratomy.co.jp/products/printoss

©Disney
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H.Shepard.
©Disney/Pixar ©Disney/Pixar; Plymouth Superbird™; Hudson™

©T-ARTS

カメラで映して、タブレットの中の世界で楽しく学習！

紙のお皿や紙のコップを、パーティー仕様にデコっちゃおう♪

知育パッド「カメラで遊んで学べる!マジックタブレット

【タカラトミーアーツ】

ディズニー ＆ ディズニー/ピクサーキャラクターズ」

「Sticker FUN 本体セット かわいい動物 Vol.1」

１５，４００円（税抜き） 発売中

１，６８０円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/babyonline/age/preschool

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

＼サンタさんからもらいたい、本命おもちゃはコレ！／

２０１８年クリスマス タカラトミーのおすすめ商品①

© ＴＯＭＹ／ＺＷ製作委員会・ＭＢＳ
© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

組み立てやすくリアルな骨格！

豪華５両編成で、ほかの車両と合体できる！

前進しながら必殺技を繰り出すぞ!!

新幹線変形ロボ シンカリオン

ゾイドワイルド

「ＤＸＳ1１ シンカリオン ドクターイエロー」

「ＺＷ０１ ワイルドライガー」

３，０００円（税抜き） 発売中

８，５００円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/zoidswild

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion

© ＴＯＭＹ
©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

© ＴＯＭＹ ©LEVEL-5/FC イナズマイレブン・テレビ東京

特訓しながら、人気キャラをコンプリート！
イナズマイレブン

２体の電動回転ベイを撃破せよ！

「イレブンバンド イナズマジャパンモデルセット」

ベイブレードバースト「Ｂ-１２６ 超 Ƶ 無双ベイスタジアム」

６，４００円（税抜き）発売中

７，５００円（税抜き）発売中 beyblade.takaratomy.co.jp

www.takaratomy.co.jp/products/inazuma_ares

※人形、ドレス、
一部の小物は
別売りです

© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／マジマジョピュアーズ！製作委員会・テレビ東京

５人目の魔法戦士“ユリア”専用

© 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

全ての魔法が使える、最強のＷ液晶アイテム！

本物みたいなアイスクリームショップ♪

魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

リカちゃん「サーティワン アイスクリームショップ」

「マジョカアイリス」９，２００円（税抜き）発売中

５，５００円（税抜き）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/magimajopures

licca.takaratomy.co.jp

２０１８年クリスマス タカラトミーのおすすめ商品②

© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ JR 西日本商品化許諾済

※トミカは別売りです

※車両は別売り、プラキッズが 1 体付属します

巨大なドクターイエローが車両基地に変形！

迫力の緊急出動&サウンド！変形する消防署

プラレール

トミカ
スーパー

「基地に変形!! 超 ビッグドクターイエローセット」
７，９８０円（税抜き）発売中
www.takaratomy.co.jp/products/plarail

「無線でピピッと出動指令！変形ファイヤーステーション」
７，８００円（税抜き）発売中
www.takaratomy.co.jp/products/tomica

©Nintendo・

© ＴＯＭＹ © MOOSE ENTERPRISE (INT) PTY LTD,2016

Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

いろいろデコれる♪ピタッとくっつく不思議な風船

グルグル回して楽しくゲット！約５００種収録

手作りホビー

ポケットモンスター「ウルトラゲット! ロトム図鑑」

「ウーニーズ デラックスセットうきうきパーティー」

８，９９０円（税抜き）発売中

あ

４，９８０円（税抜き）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon

www.takaratomy.co.jp/products/oonies

© ＴＯＭＹ

言葉を理解し、リアルにかわいく動き回る♪
オムニボット
「ハロー！ズーマー ミニチュアダックス」２種
各１５，０００円（税抜き）発売中
www.takaratomy.co.jp/products/omnibot

＜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）
株式会社タカラトミーアーツ お客様相談室 TEL：０５７０－０４１１７３（ナビダイヤル）

