
 
 

報道関係各位                                                   ２０１９年６月１１日 
       

「日本おもちゃ大賞２０１９」 
大賞 優秀賞 特別賞 前年度ヒット・セールス賞 

全部門で受賞！ 
“昭和時代のテレビ体験”をスマートフォンを使って再現！ 

ハイターゲット・トイ部門 大賞：「昭和スマアトテレビジョン」 

１９５９年の発売から今年で６０周年！   

特別賞：「プラレール」シリーズ 

大人気サプライズトイ！ 

 前年度ヒット・セールス賞：「L.O.L. サプライズ! シリーズ２ ７サプライズ!」 

 

 
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、一般社団法

人日本玩具協会が主催する「日本おもちゃ大賞２０１９」において、７部門中、１部門で大賞、６部門で優秀賞を受賞しました。     

 大賞商品は、ハイターゲット・トイ部門にて、“昭和時代のテレビ体験”をスマートフォンを使って再現した「昭和スマアトテレ

ビジョン」です。また、今年発売６０周年を迎えた「プラレール」シリーズが特別賞を、２０１８年７月に日本発売以来、日本での

サプライズトイブームを牽引しているフォトジェニックドール「L.O.L. サプライズ! シリーズ２ ７サプライズ!」が前年度ヒット・セ

ールス賞を受賞し、全ての部門において賞を受賞いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社タカラトミー 

特別賞 
「プラレール」シリーズ 
 

©T-ARTS 
 

＜日本おもちゃ大賞２０１９＞ 

「日本おもちゃ大賞」は、良質でみなさまに安心して楽しんでいただけるおもちゃをより多く生み出し、普及させることを願って２００８年に創

設されました。多くの皆さまに、おもちゃを「知ってもらおう」「楽しんでもらおう」と創設されたおもちゃ大賞は、今年で１２回目を迎え、応募総

数４７社３３４商品の中から、プロの目による厳しい審査を経て受賞商品が決まりました。下記の７部門ごとに大賞１点と、優秀賞４点が選

出されました。その他、「特別賞」、「前年度ヒット・セールス賞」があります。 

①  「エデュケーショナル・トイ部門」 ：子どもの知育・教育に特に貢献する玩具 

② 「ボーイズ・トイ部門」    ：主に男の子向けの優れた玩具 

③ 「ガールズ・トイ部門」    ：主に女の子向けの優れた玩具 

④ 「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玩具 

⑤ 「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 

⑥ 「ハイターゲット・トイ部門」    ：大人が楽しめる玩具 

⑦ 「共遊玩具部門」     ：障害の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 

★ 「特別賞」      ：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 

★ 「前年度ヒット・セールス賞」    ：前年度、最も消費者に支持され、売り場に貢献した玩具  

© ＴＯＭＹ ©MGA ハイターゲット・トイ部門大賞「昭和スマアトテレビジョン」 
 

前年度ヒット・セールス賞 
「L.O.L. サプライズ! シリーズ２  

７サプライズ!」 
 

© ＴＯＭＹ 



 

 

 

【ハイターゲット・トイ部門 大賞】 

“昭和時代のテレビ体験”をスマートフォンを使って再現！ 

「昭和スマアトテレビジョン」 

[ 発売元：タカラトミーアーツ ２０１９年２月２８日（木）発売／３，９８０円（税抜き） ]  

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

 

 

ダイヤルをガチャガチャと回してチャンネルを切り替え、時々砂嵐が画面に現れるとコツコツと叩いて直す…そんな“昭和時

代のテレビ体験”をスマートフォンを使って再現できる商品。本体に専用アプリをダウンロードしたスマートフォンをセットすると

昭和風のレトロな画質で動画が再生されます。動画は５つまで登録でき、本体右側の「黄金ダイヤル」を回すことで、チャンネ

ルのように切り替わります。 

動画の再生モードは「白黒」、「カラー（古・１９６０年代風）」、「カラー（新・１９８０年代風）」、「地デジ」の４種類があり、当時の

テレビ画面のような再生画質で動画を楽しむことができます。また、「地デジ」以外の３種類のモードで再生すると、再生中に

画面が乱れ砂嵐が現れる場合があります。その際は、昭和時代に多くの人が体験したであろう作法“テレビの天面を手でコ

ツコツ叩くこと”で収まります。 

昭和時代のお茶の間にあったようなレトロなデザインの本体正面には蓋が付いていて、開けると小物入れとして使うこともで

きます。テーブルやちゃぶ台の上で、小さな昭和をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

「日本おもちゃ大賞２０１９」 大賞受賞玩具 

【受賞ポイント】 
現代の映像コンテンツを昭和のお茶の間気分で楽しめるというコンセプトで、ダイヤルでのチャンネル切替、映像が乱れた

ら叩いて直すしぐさや時代ごとのモノクロ・カラーの画質選択等、昭和らしさを再現し、令和元年で注目される「時代」を面

白く切り取った点が高く評価されました。 

 

©T-ARTS 
砂嵐手振動修復方式 

パッケージ 

背面パネル 

蓋を開けると収納スペースに 

http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/showa


 

１９５９年の発売から今年で６０周年！ 

これまでに販売されたレールの総距離は地球約２周半！ 

「プラレール」シリーズ 
www.takaratomy.co.jp/products/plarail 

鉄道玩具「プラレール」は、今年２０１９年に６０周年を迎えました。「プラ

レール」の原型は、金属の玩具が主流であった１９５９年に、当時の最

新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチック汽車・

レールセット」です。象徴的な青いレールは、６０年経った今でも変わっ

ておらず、当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶこともできます。 

 その一方で、「プラレール」の“あそび”は時代の変遷に伴い、進化しつ
づけています。時代ごとに登場する新車両を子どもに親しみやすく遊び
やすいデザインで取り入れてきたことはもちろん、サウンド・カメラ・   
スマートフォンなどを使った新たな遊びや、自動改札やホームドアなど
駅構内のシステムの進化を取り入れた遊びなど、その時代の子どもた
ちに喜んでもらえる新しい遊びを常に模索してきました。 
６０周年を皮切りに「すごい！を一緒に。」をテーマとして、記念商品やイ
ベント、様々な企業・ブランドとのコラボレーションなど、年間を通じて発
信してまいります。  

 日本でこれまでに発売された商品の種類： 累計約１，４８０種類  ※２019年 1月現在 
 日本でこれまでに販売された商品の数： １億６，９００万個以上 ※２019年 1月現在 
 これまでに販売されたレールの総距離： ９８，７００ｋｍ以上（地球約２周半）※２019年 1月現在 
 「プラレールの日」（１９９４年～）： １０月１４日 ※初の電動車両が発売された月であり、鉄道の日でもあることから 

６０年間人気の遊びの集大成！「プラレール」６０周年記念商品 

プラレール「レールも！車両も！情景も！６０周年ベストセレクションセット」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年７月１１日（木）発売／４，９８０円（税抜き）] 

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/60thbest 

「プラレール」６０周年を記念した、スペシャル限定生産のセット。人気のレールや

情景パーツ１７種、計４７点と３両編成の車両１点が同梱されており、坂レールや

立体交差、踏切など６０年変わらぬ人気の遊びをお楽しみいただけます。さらに、

６０周年の感謝を込めてお求めやすい価格設定になっているため、これからプラ

レールを遊び始める方におすすめです。また、同梱された車両「Ｐ００１系レッドフ

ライナー」は、架空の鉄道会社「プラレール鉄道」のオリジナル車両です。 

 

 

 

 

 

【前年度ヒット・セールス賞】 

日本国内シリーズ累計２８０万体突破！大人気のサプライズトイ！ 

「L.O.L. サプライズ! シリーズ２ ７サプライズ!」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１８年８月２５日（土）発売／１，６８０円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/lol/ 

「L.O.L. サプライズ!」とは、２０１６年冬にアメリカで発売以来、９０以上の国
と地域で累計５億体以上が販売されている大人気のフォトジェニックドール。
２０１８年７月に日本国内で販売を開始すると瞬く間に人気となり、日本で
の「サプライズトイブーム」を牽引しています。「フォトジェニックなかわいい
ドール」、「開封する楽しさ」、「多彩なサプライズ」、「集める楽しさ」、「ＳＮＳ
でシェアする楽しさ」などが、小学生を中心に子どもから大人まで幅広い層
に受け入れられ、大ヒット中です。シリーズ第２弾となる本商品は５０万体
販売し、シリーズ累計出荷数は２８０万体を突破しています。（２０１９年３月末
時点） 

【評価ポイント】 

１９５９年の発売以来、日本を代表する鉄道玩具として６０年にわたって子どもたちの夢や想像力を育み続け、また絶え間

ない工夫や新しい遊びの提案によって鉄道玩具市場を育て、成長させてきた功績には多大なものがあります。その功績を

称え特別賞に選定しました。 

 

© ＴＯＭＹ 

【特別賞】 

© ＴＯＭＹ ©MGA 

© ＴＯＭＹ  

※２０１９年１２月まで生産の限定商品です。 

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


 

【エデュケーショナル・トイ部門 優秀賞】 
 

入学準備に最適！プログラミングや英語の発音が楽しく身に付く！ 

注目の「ＳＴＥＡＭ
ス テ ィ ー ム

」教育を取り入れた、マイク付き知育パッド 

「ポケモンパッド ピカッとアカデミー」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年３月２１日（木）発売／１５，０００円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/pokemonpad 

今注目されている２１世紀型の教育モデル「ＳＴＥＡＭ（スティーム）」※を取り入

れた知育パッド。小学校入学までに体験させたい「プログラミング」をはじめ、ア

ルファベットの読み書きや小学１年生で習う国語や算数、学校生活で必要にな

る挨拶の練習など、今どきの入学準備に役立つ内容を計４３モード、１００メニ

ュー以上、総問題数１，８００問以上収録しています。 

※ＳＴＥＡＭ（スティーム）・・・理数分野の頭文字を組み合わせた “ＳＴＥＭ（ステム）”＝「Ｓｃｉｅｎｃｅ（科学）」 

「Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（技術）」「Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（工学）」「Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ（数学）」に、芸術分野＝「Ａｒｔｓ（芸術）」 

を加えた２１世紀型の教育モデルのこと 

 
 
 

 
 

【ボーイズ・トイ部門 優秀賞】 

トミカ遊びの頂点を極める“最高峰”のタワーが登場！ 

「でっかく遊ぼう！ DX（デラックス）トミカタワー」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年７月２０日（土）発売／７，９８０円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/tower 

トミカ史上最高峰の全高８００ｍｍのビッグタワーで、屋上から１０台以上のトミカが一斉にか

けおりる迫力の走行遊びを楽しむことができます。また、タワーの中心にはハンドル操作で

急上昇する高速エレベーターもついており、７色に光るライトアップ演出も備えています。発

売中の「２スピードでコントロール！トミカアクション高速どうろ」とスロープを連結させてタワ

ーから高速どうろへトミカを合流させてさらに大きく遊ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

探す、追う、捕まえる！体感虫捕りバトル！ 

「バーチャルマスターズ 虫スピリッツ」 
[ 発売元：タカラトミーアーツ ２０１９年７月１１日（木）発売／９，８００円（税抜き） ] 

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

好きなときに好きな場所で、３６０度大興奮のリアル体感虫捕りバトルを楽
しめる“究極の虫捕りホビー”。本体を上下左右に動かして画面の中を飛び
回っている虫を追いかけ、虫捕りあみのように振り下ろすことで捕まえるこ
とができます。「画面の外へ逃げる虫を、本体をぐるっと回すことで３６０度
追いかけて捕る」、「画面の回りに付いている６個の LED が光って、虫の居
場所を教えてくれる」、「日本国内だけでなく世界を旅しながら、レアな虫を
捕まえてコレクションすることができる」商品です。 

 

 

 

© ＴＯＭＹ 
※写真はイメージ。セット内容以外のミニカー、背景などは別売りです。 

タカラトミーグループ「日本おもちゃ大賞２０１９」 優秀賞受賞商品一覧 

【評価ポイント】 

キャラクターたちと一緒にゲーム感覚でプログラミングの基礎が学べるなど、今の子どもたちに求められている知識やスキ

ルが身につき、アニメ制作や作曲まで楽しめることや、マイク搭載で英語の発音練習までできる点が評価されました。 

 

【評価ポイント】 

超体感「虫取り」液晶ゲーム。３６０度画面の外へ逃げる虫や世界中の虫を３５０種類も捕まえることができるなど、男児が

夢中になれる要素が満載な点が評価されました。 

©T-ARTS 
※昆虫写真はイメージです。 

【評価ポイント】 

全高８０cmというインパクトに加え、この８０cmという高さをターゲットの３歳男児の目線に合わせて商品開発している部分

や、高さだけでなく、別売り商品と連結させることででっかく遊べる内容が評価されました。 

 

ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・ 

JR Kikaku ⒸPokémon 

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/pokemonpad
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/tower
http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/vmms/


【ガールズ・トイ部門 優秀賞】 

キラキラパーツで髪もドレスも全身デコレーション！ 

「ジュエルアップ かれんちゃん」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年４月１３日（土）発売／４，６００円（税抜き） ] 

licca.takaratomy.co.jp/products/doll/jewel/ 

「リカちゃん」シリーズの新しいお友達「ジュエルアップ かれんちゃん」は、

キラキラのストーンで髪の毛やドレスをデコレーションできる、子どもたちの

「やってみたい！」が詰まったおしゃれ遊びが楽しめる人形です。髪の毛遊

びが存分に楽しめるスーパーロングヘアが特徴で、表情はおっとりとやさし

く、青い瞳が印象的な女の子です。ストーンは付属のジュエルペンで簡単

にキャッチでき、何度でも取り外し可能です。アレンジＢＯＯＫが付属し、

色々なスタイルに挑戦できます。 

 
 
 

 

 
【イノベイティブ・トイ部門 優秀賞】 

驚きのギミック！本当に “飛ぶ”お世話ペット！ 

「とんで！ オウリー」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年８月１０日（土）発売／６，９８０円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/owleez/ 

「とんで！オウリ―」はフクロウをお世話すると本当に羽を広げて“飛び立つ”驚きのギミ
ックを持ったお世話ペット。食事をあげたりゲップをさせたりして赤ちゃんフクロウのオウ
リ―をお世話し、飛び方を教えてあげると本当に巣から飛び立ちます。飛ぶ経験を積む
ごとに少しずつ飛ぶ時間が増えていき（約１０秒※）、ついついお世話をしたくなるペット玩
具です。シリーズ累計７０万個出荷している大ヒット商品「うまれて！ウーモ」で広がった
お世話ペットブームに新たな“サプライズ”を持つペットが仲間入りします。 

※飛ぶ時間は環境により前後します。 

 
 
 
 

 

【コミュニケーション・トイ部門 優秀賞】 

目指せ TOP OF インフルエンサー！新元号に、“お札のない” 「人生ゲーム」 誕生！   

「人生ゲーム＋（プラス）令和版」 
[ 発売元：タカラトミー ２０１９年６月１日（土）発売／３，９８０円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/plus 

運だけではなく、戦略性も加え、これまでの「人生ゲーム」にあった
「紙幣」や「職業カード」は登場せず、決まったコースやゴールもない、
全く新しい「人生ゲーム」。テーマは“インフルエンサー”で、今の時
代におけるトレンドや、ますますのデジタル化に伴うライフスタイル
の変化を表現しました。通常版の「人生ゲーム」では、“ゴールした
時に、より多くのお金を持っていたプレイヤーが勝ち”となりますが、
「人生ゲーム＋（プラス）令和版」では、 “ゲーム終了時に、より多く
の「フォロワー」を獲得したプレイヤーが勝ち”となります。  

 

 

【評価ポイント】 

女の子が大好きなキラキラのストーンで、髪もドレスも全身キラキラにデコレーションできる、女の子の「やってみたい！」が

詰まった新しいおしゃれ遊びドールである点が評価されました。 

 

【評価ポイント】 

センサートイ（ペットトイ）のフクロウへ愛情をもってごはんをあげたり寝かしつけたりといった、様々なお世話ができ、飛び

方を教えることで実際に飛び立つという驚きと、体が変形して羽が出てくるというギミック飛行が評価されました。 

【評価ポイント】 

話題の令和に合わせ、人生ゲームが新元号版として登場。今回の商品特徴は、最後にフォロワーを最も多く獲得した人が

勝利であったり、ルートも自由、ゴールもないという発想の新しさが評価されました。 
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玩具業界初の T リーグ公式ライセンス商品！ 
おうち遊びから競技まで使える本格卓球マシン！ 

「本格卓球 爆裂スマッシュ」 

[ 発売元：タカラトミーアーツ ２０１９年９月５日（木）発売予定／６，９８０円（税抜き） ]  
www.takaratomy-arts.co.jp/specials/bakuretsu_smash/ 

玩具業界初の T リーグ公式ライセンス商品が登場。家の中でも卓球を楽しめる
本格マシンです。本体に球を入れると、自動的に球が飛んでくるので、自宅で気軽に球打ち
遊びが楽しめます。ただ球を飛ばすだけでなく、前後左右、自在にカーブをコントロールでき
るモードも搭載しており、４段階の変化球を繰り出したり、飛距離なども調整することができ
ます。商品にはおもちゃの「ラケット」と「球」が同梱しているので、買ってすぐに遊ぶことがで
きます。 

 
 
 
 

 
【ハイターゲット・トイ部門 優秀賞】 

トランスフォーマー３５周年を記念する究極のアイテム！ 

トランスフォーマー マスターピース 「MP-44 コンボイ Ver.3.0」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年８月３１日（土）発売／５０，０００円（税抜き） ] 

tf.takaratomy.co.jp/products-lineup/tf_mp/mp-44/ 

１９８５年に放送されたテレビアニメ『戦え！超ロボット生命体トランスフ
ォーマー』に登場する司令官“コンボイ”の、ロボットからビークル（車）に
完全変形する変形フィギュア。本商品の開発にあたっては、テレビアニ
メ内でのコンボイ司令官の姿を再現することに徹底的にこだわりました。
スタイル・可動域が以前のマスターピースに比べて大きく進化している
ことに加えて、声優・玄田哲章さんのボイスを収録したサウンド機能や、
作中の様々なシーンを再現できる豊富な付属パーツを新たに追加して 
います。 
 

 
 
 

 
 
【共遊玩具部門 優秀賞】 

遊んで世界を学べる！外に持ち運び可能なパッド付きおしゃべり地球儀 

「小学館の図鑑ＮＥＯGlobe」 

[ 発売元：タカラトミー ２０１９年７月１１日発売／２９，８００円（税抜き） ] 

www.takaratomy.co.jp/products/zukanneopad/ 

「小学館の図鑑ＮＥＯGlobe」は、「小学館の図鑑ＮＥＯPad 生きもの編」、「小学館の図鑑
ＮＥＯPad 乗りもの＋くらべる編」 に続く、第３弾目の商品で、小学館の図鑑ＮＥＯ編集部
協力によるパッド付きおしゃべり地球儀です。地球儀とパッドがリンクしており、地球儀上
で知りたい国を付属のペンでタッチすると、パッドにその国の情報を表示し、音声で解説し
ます。また、パッドは取り外すことができ、外に持ち運んで遊ぶことができます。収録情報
は、「小学館の図鑑ＮＥＯ」シリーズから６冊もの図鑑と旅行雑誌「るるぶ」（発行元：株式
会社ＪＴＢパブリッシング）からもピックアップ！１５，０００以上の 情報量と３０のゲーム・ 
１,０００のクイズを収録しており、どこでも遊びながら世界について学ぶことができます。 

 
 

 
 

©T-ARTS 

【評価ポイント】 

アニメで見た場面を再現したいというファンを満足させるべく、トラックからロボに完全変形、いろんなポージングもでき、パ

ーツも豊富に取り揃え、声優を使った名セリフを収録と、大人のフィギュア遊びに徹底的にこだわり、追求した点が評価さ

れました。 

 

【評価ポイント】 

地球儀とパッドが連動。国名や詳細な解説等の音声コンテンツが豊富で、かつそれを全て字幕で表示。音声再生時には

アイコンが点滅、カメラ機能のシャッター音はアニメーションで対応。内蔵のゲーム類も全て音を聞けなくても楽しめるよう

工夫されている点が評価されました。 

 

【評価ポイント】 

現在、注目度が高まっている卓球の本格マシン。変化球は４段階、さらに距離も調整する事ができる多彩な機能となって

おり、玩具業界初の T リーグ公式ライセンス商品である事が評価されました。 
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ビークルモード（左）とロボットモード（右） 
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https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/bakuretsu_smash/
tf.takaratomy.co.jp/products-lineup/tf_mp/mp-44/
www.takaratomy.co.jp/products/zukanneopad/


 
 
 
 

 
 
 
 

 

＜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：０５７０-０４１０３１（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） 

 

タカラトミーは２０１９年２月２日に創業９５周年を迎えました 


