
 
 

報道関係各位                                                  ２０２１年６月１５日 

２０２１年６月３０日【改訂版：「FireWood Home」発売日変更】 
       

「日本おもちゃ大賞２０２１」 

タカラトミーグループ 全部門 7 商品で優秀賞受賞 

アウトドアトレンド “BBQ” “おうちキャンプ”をテーマにした 

リカちゃん「もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー」 「FireWood Home」 

「エコトイ」認定 累計出荷数３０万個突破！「キャップ革命 ボトルマン」 の他 

「シンカリオンＺ」 「トミカ」 「小学館の図鑑 NEOPad」 「液晶お世話トイ」 の新商品が受賞 

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、２０２１年

６月１５日（火）、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２０２１」において、７部門で優秀賞を受賞し

ました。     

 受賞商品は、キャラクター・トイ部門にて新幹線がロボットに変形する「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ」シリーズ（シンカリオンＺ 

Ｅ５はやぶさ）、ベーシック・トイ部門にて子どもに人気の警察署が自動変形するトミカ「ぐるっと変形！DX ポリスステーション」、エ

デュケーショナル・トイ部門にて「小学館の図鑑 NEOPad」シリーズ第 3 弾となる「小学館の図鑑 NEOPadDX」、共遊玩具部門に

て BBQ 遊びが楽しめるリカちゃん「もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー」、コミュニケーション・トイ部門にてペットボトルキャップ

を発射するシューティングホビー「キャップ革命 ボトルマン シリーズ」、ハイターゲット・トイ部門にて本格的なたき火の雰囲気を演出

する“たき火ガジェット”「FireWood Home」、ネクスト・トイ部門にて新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日本おもちゃ大賞２０２１＞ 

「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。多くのみなさまに、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１３回目を迎えます。応募総数３５社 

３０６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、「ヒットセールス賞」、「特別賞」があります。 

① 「キャラクター・トイ部門」    ：キャラクター／IP を題材にした中で特に優れた玩具 

② 「ベーシック・トイ部門」    ：主にこども向けの優れた玩具 

③ 「エデュケーショナル・トイ部門」   ：こどもの知育・教育に特に貢献する玩具 

④ 「共遊玩具部門」     ：障害があるこどももそうでないこどもも「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 

⑤ 「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娯楽性の高い玩具 

⑥ 「ハイターゲット・トイ部門」    ：大人が楽しめる玩具 

⑦ 「ネクスト・トイ部門」       ：新しい発想や、新しい素材・技術などを取り入れた玩具 

★ 「ヒット・セールス賞」    ：２０２０年度の国内玩具市場を牽引し、売り場に大きく貢献した玩具  

★ 「特別賞」      ：永きに渡り玩具業界に貢献している定番や未知の可能性を秘めた期待性のある玩具など 
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累計出荷数３０万個超えの大ヒット商品！ 

「キャップ革命 ボトルマン シリーズ」 

© ＴＯＭＹ 

 

“BBQ 遊び”や“おうちキャンプ”が楽しめる！ 

リカちゃん「もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー」            「FireWood Home」 



 

【キャラクター・トイ部門 優秀賞】 

 

新幹線と在来線が合体！？新たな変形合体システムで組み換え遊びが充実！ 

「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ」シリーズ（シンカリオンＺ Ｅ５はやぶさ） 

[発売元：タカラトミー ２０２１年４月１０日（土）発売／５,２８０円（税込）] 

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

テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』から「シンカリオンＺ Ｅ５はやぶさ」がプ

ラレールで登場しました。３両編成仕様で、シンカンセンモード（車両）からシンカリオ

ンモード（ロボット）へと変形させて遊ぶことができます。別売りの「ザイライナー」商品と

組み合わせることで、憧れの”新幹線”に、身近な”在来線”が合体する新たな変形合

体システム「Ｚ合体」を楽しめます。 

 

 

 

 

【ベーシック・トイ部門 優秀賞】 

 

子どもに人気の警察テーマ！警察署がぐるっと大回転！ 

トミカ 「ぐるっと変形！DX ポリスステーション」 

[発売元：タカラトミー ２０２１年７月１７日（土）発売／８,５８０円（税込）] 

www.takaratomy.co.jp/products/tomica 

ボタン１つで自動変形してトミカの出動遊びが楽しめるデラックスな警察署です。

中央コアがサウンドとともにぐるっと大回転し、緊急発車モードに変形します。変形

とともにたくさんのトミカが一斉出動するシーンは大迫力です（中央コアに 12 台

のトミカを格納可能）。約５０種類のサウンド・ボイスで警察の活躍シーンを再

現することができます。 

 

 

 

【エデュケーショナル・トイ部門 優秀賞】 

 

「小学館の図鑑 NEOPad」シリーズの第３弾！しらべるをあそべる、おうち時間で学ぼう、自宅学習の強い味方！ 

「小学館の図鑑 NEOPadDX」 

[発売元：タカラトミー ２０２１年７月２９日（木）発売／１７,４９０円（税込）] 

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

シリーズ累計発行部数１,１００万部突破の「小学館の図鑑 NEO」のコンテンツをセレク

トした、「小学館の図鑑 NEOPad」シリーズの第３弾の商品です。本商品は、①新たに

『花』と『危険生物』の図鑑、②調べることを遊べる図鑑遊び・電子辞書的要素、③より

使い心地が良くなるようなハード機能を追加しました。子どもたちが遊びながら自然と身の

回りの様々なものに興味を持ち、楽しく学ぶ最初のきっかけとなることを目指しています。お

うち時間や夏休みなどの自主学習や自由研究、また、入園・入学準備などにもおすすめです。 
© ＴＯＭＹ  ©小学館 

「日本おもちゃ大賞２０２１」 優秀賞受賞商品一覧 

【評価ポイント】 

トミカのデラックス版警察署。様々なサウンド・ボイスとともに警察官になりきって遊べ、普段の警察署から緊急モードに変形。遊びの

フィールドを大胆に切り替え、その世界観に没入させる点が評価されました。 

© ＴＯＭＹ 
※トミカは入っていません。 

© ＴＯＭＹ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所 Z・TX 

【評価ポイント】 

「シンカリオン Z」が「ザイライナー」と自由自在に合体しオリジナルの組み合わせができるようになり、可動範囲、プロポーションが大幅

に強化されて新たなプレイバリューを生み出した点が評価されました。 
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【共遊玩具部門 優秀賞】 

 

リアルな蒸気で本格的なバーベキュー気分♪「コールマン」コラボ商品 

リカちゃん 「もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー」 

[発売元：タカラトミー ２０２１年４月２９日（木）発売／６,５７８円（税込）] 

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

おうちキャンプやファミリーバーベキューなどが、新しい生活様式のなかで身近な

レジャーとして注目を集め、さらにアウトドア人気が高まっている昨今、リカちゃ

んの世界にもバーベキュー遊びが登場しました。炭火の光やジュージュー具材

が焼けるような音、そして水を入れると煙のように蒸気が吹き上げるギミックで、

臨場感のあるバーベキュー遊びが楽しめるセットです。食器やアウトドアワゴン、

テーブルなどの付属品は人気アウトドアブランド「コールマン」とコラボレーションし、

本物感を追求する「リカちゃん」シリーズならではのデザインに仕上げました。 

 
 

 
 

 

【コミュニケーション・トイ部門 優秀賞】 

 

累計出荷数３０万個突破！ペットボトルキャップを発射するシューティングホビー 

「キャップ革命 ボトルマン シリーズ」 

[発売元：タカラトミー ２０２０年１０月２４日（土）発売／８８０円（税込）～] 

www.takaratomy.co.jp/products/bottleman 

『キャップ革命 ボトルマン』は、「ペットボトルキャップを発射する爽快感」や「シューティン

グ遊びができる」点などが好評で、昨年１０月に発売以降、子どもから大人まで楽しめ

る大人気商品となっています。ペットボトルを分別、リサイクルするなど遊びを通して「エコ」

を考えるきっかけにもなる商品として「エコトイ」にも認定されています。ペットボトルキャッ

プを発射する機体（全１０種展開中）の他、Nintendo SwitchTM を連動させた遊

びができる『ボトルマン デジタル対戦セット』や、“神ワザ”にチャレンジできる『神ワザチャ

レンジ １０』（2 種）も好評発売中。 

 
 
 

 

 

 

【評価ポイント】 

小学館の図鑑 NEO「動物」「昆虫」「魚」「恐竜」「花」「危険生物」の 6 冊から 700 種の生きものの図鑑情報が音声ガイド付で学

べ、しかも内蔵のカメラで撮影してオリジナルの図鑑が作れる点が評価されました。 

© ＴＯＭＹ 

【評価ポイント】 

部品は小さいが触って識別できるよう工夫され、リカちゃんの声が操作をガイドし、焼けている臨場感が音でも味わえるよう効果音に

変化が付けられている。食材が串にしっかり留められており、手で確かめながら「選んでつくっていく」楽しさも味わえる点などが評価さ

れました。 

© ＴＯＭＹ 

【評価ポイント】 

どこの家庭にでもある「ペットボトルキャップ」を弾とした新感覚のシューティングホビー。発射の爽快感を体感でき、一人での射撃遊

び、二人での対戦バトル、デジタルバトルなど親子でも遊べる点が評価されました。 
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【ハイターゲット・トイ部門 優秀賞】 

 

火を使わずに本格的な炎と音が楽しめるサステナブルな“たき火ガジェット” 

「FireWood Home」 

[発売元：タカラトミーアーツ ２０２１年 9 月発売予定／５,９４０円（税込）] 

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

『FireWood
フ ァ イ ヤ ー ウ ッ ド

 Home
ホ ー ム

』は、炎のようなゆらぎを再現した LED ライトと内蔵されたスピーカー

から流れる薪のはぜる音で、本格的なたき火の雰囲気を演出する“たき火ガジェット”です。

２０１２年に発売された商品を「おうちキャンプ」や「ベランピング」の人気の高まりに合わ

せてリニューアルしました。「タッチセンサー」でマッチを擦るように種火に着火し、「ブレスセン

サー」に息を吹きかけると薪が勢いよく燃えるといったリアルなたき火体験を楽しむことができ

ます。リニューアルにあたり、薪がはぜるパチパチとした特有の音を出すために、里山に登っ

て実際にたき火をし、音を新規収録しました。 

 

 
 

 

【ネクスト・トイ部門 優秀賞】 

 

液晶画面の“ぷにぷに”キャラクターと直接指で触れあえる!? 新“触感”液晶お世話トイ 

「ぷにるんず」 

[発売元：タカラトミー ２０２１年７月１０日（土）発売／６,５７８円（税込）] 

www.takaratomy.co.jp/products/punirunes 

「ぷにるんず」は、穴の奥にある“ぷにぷに”触感のボタンを操作すると、自分の指

と液晶画面の指が連動し、デジタルの世界の“ぷにぷに”キャラクターを実際に触

っているような“デジタルとリアルが融合した”不思議な感覚を味わえる新触感液

晶お世話トイです。キャラクターに「ぷにのもと」や「ふしぎぷに」をまぜてこねて

“MIX ぷに”して成長させたり、「ごはん」「おそうじ」「おふろ」などのお世話遊びや

ミニゲームで遊ぶことができます。ぷにピンク・ぷにパープル・ぷにミントの 3 色展開

です。 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

【評価ポイント】 

家中需要が引き続き高まっている市場に向け、火を使わずに本格的な炎と音が楽しめるサステナブルな商品で、実際に里山でたき

火をし音源を収録するなどターゲットニーズに応える内容が評価されました。 

＜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 

＜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） 

 

©T-ARTS 

【評価ポイント】 

液晶内のぷにぷにキャラクターに指で本当に触っているような感覚、その反応をすぐに液晶画面で確認しながらお世話遊びで愛着を

深めることができるという、デジタルとリアルが融合されたギミックが評価されました。 

© ＴＯＭＹ 
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