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２０２０年１１月２４日

おうちで楽しむクリスマス！
テレワークや、キャッシュレス、デリバリー、ソーシャルディスタンスなど新しい生活様式を疑似体験！？

クリスマス＆冬のおうち時間 おすすめおもちゃのご案内
「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２０」 1 位受賞の３商品などもご紹介
株式会社タカラトミー
今年のステイホーム期間は、おうち時間を楽しく過ごせるおもちゃが人気を集めました。新しい日常のなかで迎える２０２０年の
クリスマスに向けては、家族のコミュニケーションツールとなる「人生ゲーム」や、テレワークを身近に見ていた子どもたちが画面操作やタイ
ピングスキルを習得できるキッズパソコン、そしてスマホ決済やデリバリー、ソーシャルディスタンスなど「新しい生活様式」を疑似体験でき
る「リカちゃん」シリーズなどが注目を集めています。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）では、注目のおもちゃを含め、ご家族やご友人とおうち時間を楽しんでいただけるおすすめ商品を６
つのカテゴリーでご提案いたします。また「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２０」（※）では、タカラトミーの１６商品が８つ
の全部門でランクインし、さらに 3 部門では１位を受賞しました。1 位受賞商品は、「ダブルアクショントミカビル（５０周年記念特
別仕様）」（のりもの玩具(クルマ＆トレイン)部門）、「フェルティミシン すみっコぐらし」（女児ホビー（アーツ＆クラフト）部門）、「人生ゲーム
ジャンボドリーム」（ゲーム・ パズル部門）の 3 商品です。
新しい生活様式で迎える初めてのクリスマスが、今年も変わりなく子どもたちの楽しい時間になるよう、プレゼント選びの参考に
ご紹介します。

タカラトミーグループおすすめ クリスマスおもちゃのラインナップ

つくろう♪
自分だけの夢空間

わくわく発見学習

創造力豊かに自分だけの夢空間を作ろう！

注目のプログラミングなど楽しく遊びながら
未来につながるスキルを身につけよう！

わいわいあそぼ
にぎやかゲーム

ぶつけろ！
ボーイズソウル

おうちでできる“クレーンゲーム”や「人生ゲーム」
などアナログゲームで盛り上がろう！

バトル欲をくすぐるアイテムが勢揃い！
戦いかたはキミ次第！

ときめき☆
おしゃれクリエイター
おしゃれ大好き！手作りしたり、変身したり！
イマドキ人気キャラクターでときめこう！

ウォーマーペット
“もふもふ”、“フワフワ”と
可愛い仕草に癒されちゃう！

★タカラトミー公式ＨＰでも「クリスマスプレゼント特集」を実施中！ www.takaratomy.co.jp/xmas2020
（※）「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２０」・・・日本を代表する玩具メーカー３３社自薦のクリスマス商戦向け新製品や最重点商品１６６点が
エントリーされ、これらを「幼児・知育玩具」「教育玩具」「男の子向け玩具」「のりもの玩具(クルマ＆トレイン)」「女の子向け玩具」「女児ホビー(アーツ＆クラフト)」
「ゲーム・パズル」「バラエティ」の８部門に分けたうえで、おもちゃを販売している全国の小売業と問屋に、今年のクリスマス商戦で「特に売れると思うおもちゃ」「売りたい
おもちゃ」に投票。２０２０年９月に東京玩具人形協同組合より発表された。

つくろう♪自分だけの夢空間
のりもの玩具（クルマ＆トレイン）部門

ダイナミックモード

１位受賞！

のりもの玩具（クルマ＆トレイン）部門

2 位受賞！

コンパクトモード

かんたん変形！トミカの遊びがたくさんつまった
大きなパーキングビル！
「ダブルアクショントミカビル（５０周年記念特別仕様）」

新型新幹線「N700S」がプラレールに！プラレールデビューに
おすすめ！ボリューム満点のオールインワンセット！※トミカ別売り
プラレール「かっこいいがいっぱい！
新幹線 N700S 立体レイアウトセット」

6,800 円（税抜き） 発売中

5,500 円（税抜き） 発売中

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

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/n700s/index.htm

© ＴＯＭＹ
※トミカ（ミニカー）は別売
※５０周年記念特別仕様製品は２０２１年９月まで生産の限定商品です。ただし、当商品の生産は
予告なく終了する場合があります。

ＪＲ東海承認済

© ＴＯＭＹ

幼児・知育玩具部門 入賞

パウ・パトロールの新しい基地「パウパトローラー」が登場!!
プレイセットに変形して、ダイキャストビークルと一緒に遊べます
「パウ・パトロール パウっと出動！パウパトローラー」

恐竜バトル！変形！収納！さらに３体の恐竜が
巨大ティラノサウルスに合体して大暴れ！
「アニア 合体！恐竜探検島」

7,800 円（税抜き） 発売中

6,350 円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/pawpatrol/products

www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/playset22

PAW PATROL™ & © 2020 Spin Master. All Rights Reserved. ©2020 Viacom.

© ＴＯＭＹ

おうちでプロジェクションマッピング！
ようこそわが家の感動シアターへ！
「マジカルプレイタイム おうちでプロジェクションマッピ
ング ワンダービューシアター／
ディズニーキャラクターズ」

プログラミングでおしゃべりが充実！たくさんおしゃべり
するドラえもんと友達になろう！
「キミだけのともだち ドラえもん with U」

17,800 円（税抜き） 11 月 28 日発売予定

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and AD © ＴＯＭＹ

www.takaratomy.co.jp/products/magicalplaytime/wvt_disney
© Disney
© Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and
E.H.Shepard.
© Disney/Pixar © Just Play, LLC © Hasbro.All Rights Reserved.
©Disney/Pixar ; Plymouth Superbird™ ; Hudson Hornet™ ; Mack™ ;
FIAT™ ; ©Volkswagen AG ; Mercury™ ; Porsche™ ; Jeep®

19,800 円（税抜き） 発売中
www.takaratomy.co.jp/products/omnibot/doraemon_withu

男の子向け玩具部門

２位受賞！

あこがれの車両がセットになった、鉄道模型入門セット！
「TOMIX ベーシックセット SD ブルートレイン」
18,000 円（税抜き） 発売中
（株式会社トミーテック）
www.tomytec.co.jp/tomｄix/products/n/90179.html
JR 西日本商品化許諾済

全地方のポケモン 500 匹収録の最新のポケモン
図鑑、スマホロトム!!
アニメと同じ声でポケモンの情報を教えて
くれる!!
「スマホロトム」

ムニュムニュ押すと演奏するよ♪
「ムニュムニュ ドレミファ すみっコ ぐらし」

8,990 円（税抜き） 発売中

1,500 円（税抜き） 11/19 発売

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

（株式会社タカラトミーアーツ）

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

takaratomymall.jp/shop/c /cDoremifa

©Pokémon

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

わくわく発見学習
教育玩具部門

２位受賞！

教育環境の IT 化やオンライン学習機会の増加、またテレワーク
を身近にみていた子どもたちも注目のパソコンスキル。その基礎
や将来を見据えた思考力が楽しく身に付く、タブレットパソコン
です。松丸亮吾さん監修のナゾトキ×ECC 英語監修の英語
学習アプリ×マイクロソフト監修アプリを搭載！
「スキルアップ タブレットパソコン Spica note（スピカノート）」
18,000 円（税抜き） 発売中
www.takaratomy.co.jp/products/spicanote
© ＴＯＭＹ ©ECC

©RIDDLER,Inc.

※本商品はタカラトミーが開発したアプリケーションソフトを搭載しており、実際にマイクロソフト製品が提供され、もしくは体験できるもの
ではありません。Microsoft、Word、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登
録商標または商標です。

ダンボールで組み立ててアプリで動かす、はじめてのプロ
グラミングにおすすめのロボット！！
「e-Craft embot（エムボット）スターターキット」
6,000 円（税抜き） 発売中
www.takaratomy.co.jp/products/omnibot/embot
© ＴＯＭＹ
※タブレットは付属しません。
※セット内容以外は別売りです。

ときめき☆おしゃれクリエイター
女の子向け玩具部門

3 位受賞！

女児ホビー（アーツ＆クラフト）部門

１位受賞！

※DX ではなく単品で受賞

専用スティックで操作する液晶トイ「すみっコぐらし すみっコ
キャッチ」にポーチやストラップなどの付属品が入った DX 版が
登場！
「すみっコぐらし すみっコキャッチ DX」

糸なしで縫えちゃうふしぎなミシン！
「フェルティミシン すみっコぐらし」

8,500 円（税抜き） 発売中

© ＴОМＹ ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

5,980 円（税抜き） 発売中
www.takaratomy.co.jp/products/sumikko

www.takaratomy.co.jp/products/sumikko
© ＴＯＭＹ ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

誕生石など、それぞれの月にちなんだデザインのコスチュームを
着たドールが登場！あなたの誕生月ドールを見つけよう！
「L.O.L. サプライズ! プレゼントサプライズ」
2,480 円（税抜き） 発売中

※全１２種 製品はランダムで入っています

ラブパトリーナに変身するためのアイテム！
ツバサ、サライ、コハナの３人の変身が楽しめるよ！
「ポリス×戦士 ラブパトリーナ！
ラブパトシャッフル DX」

www.takaratomy.co.jp/products/lol

5,980 円（税抜き） 発売中

© ＴＯＭＹ ©MGA

www.takaratomy.co.jp/products/lovepatrina
© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

「キャッシュレス決済」や「セルフレジ」など、新しい生活様式をごっこ
遊びで疑似体験！リカペイでピッとお支払い♪ほんものみたいな
小物が 100 個！
「リカペイでピッ！ おかいものパーク」

ヘアアレンジやお着がえができるぬいぐるみ！
「ヘアメイクプラッシュドール
キラキラドレスアップ／エルサ」

6,980 円（税抜き） 発売中

（株式会社タカラトミーアーツ）

licca.takaratomy.co.jp/products/house/shoppingmall2020

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

© ＴＯＭＹ © nepia

©Disney

※人形、パンダカートは別売り

4,990 円（税抜き） 発売中

わいわいあそぼ！にぎやかゲーム
ゲーム・パズル部門

1 位受賞！

ゲーム・パズル部門 入賞

「すみっコぐらし すみっコクレーン」

家族でコミュニケーションを取って楽しめる！
家族みんなででっかい夢を叶えよう！
夢いっぱいの人生ゲーム！
「人生ゲーム ジャンボドリーム」

今度の黒ひげは 5 人！しかも 5 倍
飛ぶ！？家族みんなでハラハラドキドキ
盛り上がろう！
「超飛び黒ひげ危機一発 MAX５」

7,980 円（税抜き） 発売中

3,980 円（税抜き） 発売中

2,980 円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/sumikko

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

www.takaratomy.co.jp/products/kurohige/products/max5

©1968,2020Hasbro.All Rights Reserved. © ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ

「すみっコぐらし」の仲間たちが
クレーンゲームに入っちゃった！？
すみっコたちをアームでゲットしちゃおう！

© ＴОМＹ ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ぶつけろ！ボーイズソウル
男の子向け玩具部門 入賞

帝国最新鋭機体・ライオン種ゾイド！

Nintendo Switch™と連動！
アナログ 10 種競技が遊べるバトルフィールドと
限定カラーのコーラマル１体がオールインワンになったセット

「ゾイドワイルド ZW45 バーニングライガー」

「BOT-04 ボトルマン デジタル対戦セット」

2,500 円（税抜き） 発売中

4,980 円（税抜き） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/zoidswild

www.takaratomy.co.jp/products/bottlem

© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ
※Nintendo Switch は別売りです

男の子向け玩具部門 入賞

※「ZＷ４６ コアドライブウェポン インパクトガトリング」（別売り）を装着

すぐに対戦できる最強オールインワンセット！

「B-174 ベイブレード 限界突破 DX セット」
6,800 円（税抜き） 発売中
beyblade.takaratomy.co.jp/products
©Hiro Morita,BBBProject
© ＴＯＭＹ

アクロバットラジコンのトルネード走行
が楽しめるオールインワンセット!

「ギガストリーム GS-05
トルネードコースセット」
5,400 円（税抜き） 発売中

４大ビークルが変形合体！コアグランナー
トミカと連動して遊びが広がる！

「アースグランナー EG05 アース
グランナーティラノトプス フルカスタム
DX セット」

www.takaratomy.co.jp/products/gigastream

9,500 円（税抜き） 発売中

© ＴＯＭＹ

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner
© ＴＯＭＹ／アースグランナー・テレビ大阪

アニメに登場する武器やアイテムの手のひらサイズの
ダイキャスト製メタルコレクション！

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の液晶トイ！
主人公たちになりきって、冒険の旅に出かけよう！

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ダイコレ 第 1 弾」
450 円（税抜き） 発売中

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 ポータブルアドベンチャー
（限定カード同梱版）」

www.takaratomy.co.jp/products/dqdai

7,800 円（税抜き） 発売中

©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京
©SQUARE ENIX CO., LTD. © ＴＯＭＹ

（株式会社タカラトミーアーツ）
www.takaratomy-arts.co.jp/specials/dqdai-pa
©三条陸、稲田浩司／集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 ©SQUARE ENIX CO.,LTD.
©T-ARTS

おうちにいながら世界の魚を釣りまくれ！

「バーチャルマスターズ スピリッツ S (レッド・ブルー)」
７,800 円（税抜き） 発売中
（株式会社タカラトミーアーツ）
www.takaratomy-arts.co.jp/specials/vmss
©T-ARTS

ウォーマーペット
女の子向け玩具部門 入賞

バラエティ部門 入賞

自分でプレゼントボックスから出てきちゃう、とってもかわいいわんこ！
「プレゼントペット」（“ピンキーリボン”と“ゆめかわリボン”の２種、写真は“ピンキーリボン”）

おめめをとじて、くーくねむるよ！
「だっこして ネルン ふわふわこねこ」

6,980 円（税抜き） 発売中

5,980 円（税抜き）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/presentpets

www.takaratomy.co.jp/products/nerun

© ＴＯＭＹ © SML

© ＴＯＭＹ ©2018 Moose. All rights reserved.

＜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

株式会社トミーテック 営業部マーケティング課

TEL：０３-３６９６-６１４９ FAX：０３-３６９６-６１９３

＜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）

株式会社トミーテック お客様相談室

TEL：０３-３６９５-３１６１

