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２０２２年６月１４日

「日本おもちゃ大賞２０２２」
タカラトミーグループが大賞、特別賞など計 9
エデュケーショナル・トイ部門

商品受賞！

大賞：「coemo」／アクション・トイ部門 大賞：「チョロ Q」
特別賞：「トミカ」シリーズ
イノベイティブ優秀賞：「トリミングペットサロン」

優秀賞：リカちゃん「ゆめ deco パティシエ ポンポンホイップ」「人生ゲーム ゴールデンドリーム」
「クルクルのりまき工場」「すみっコぐらし すみっコウォーター」
トランスフォーマー「MPG-01 トレインボットショウキ」
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、２０２２年
６月１４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２０２２」において、２部門で大賞を、４部門
で５商品が優秀賞を受賞しました。また、特別賞とイノベイティブ優秀賞を合わせて９つの商品が受賞しました。
大賞は、2 部門で受賞し、エデュケーショナル・トイ部門にてパパやママ （※１）そっくりのコエを AI がつくる読み聞かせスピーカー
「coemo」、アクション・トイ部門にてモータープルバックに進化したデフォルメミニカー「チョロ Q」です。
また、特別賞は、５０周年を超えるロングセラーミニカーブランド「トミカ」シリーズ、イノベイティブ優秀賞を“トリマー”体験が楽し
める新感覚ホビー「トリミングペットサロン」が受賞しました。
そして、優秀賞は４部門において以下の５つの商品が受賞しました。ベーシック・トイ部門にて『パティシエ』のおしごと体験ができる
リカちゃん「ゆめ deco パティシエ ポンポンホイップ」、コミュニケーション・トイ部門にて、ルーレットや人物ピンもゴールドづくしの
「人生ゲーム ゴールデンドリーム」、クルっと「のりまき」ができあがるクッキングトイ「クルクルのりまき工場」、キャラクター・トイ部門にて
画面の中に本物のお水が出てくる液晶トイ「すみっコぐらし すみっコウォーター」、ハイターゲット・トイ部門にて 0 系新幹線から 3 段
変形するトランスフォーマー「MPG-01 トレインボットショウキ」です。
（※１）本文中の「パパやママ」とは、ご家族の方すべての総称として使用しています。

大賞 「coemo」

大賞 「チョロ Q」

特別賞「トミカ」シリーズ

イノベイティブ優秀賞「トリミングペットサロン」

＜日本おもちゃ大賞２０２２＞
「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１４回目を迎えます。応募総数２９社
２９５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。以下の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、協会選定のその他の賞として「ヒット・セールス賞」「特別賞」などがあります。
①

「エデュケーショナル・トイ部門」

：知育・教育・教科学習に役立つ玩具

②

「ベーシック・トイ部門」

：五感を育む基礎的な玩具

③

「アクション・トイ部門」

：アクティブに遊べる玩具

④

「コミュニケーション・トイ部門」

：世代を問わずみんなで楽しめる玩具

⑤ 「キャラクター・トイ部門」

：キャラクターIP を題材にした玩具

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」

：目や耳の不自由な子もそうでない子も、障がいの有無に関わらず楽しく遊べるよう「配慮」が施された玩具

★

「ヒット・セールス賞」

：2021 年度の国内玩具市場を牽引し、売場に大きく貢献した玩具

★

「特別賞」

：特に玩具業界に貢献し顕彰に値する玩具

★

「イノベイティブ優秀賞」

：特に新しい発想や、新しい素材・技術などが顕著な玩具

「日本おもちゃ大賞２０２２」 大賞受賞商品一覧

【エデュケーショナル・トイ部門 大賞】
AI を使った読み聞かせで子育てをサポート！パパやママ（※１）そっくりのコエを AI がつくる読み聞かせスピーカー
コ

エ

モ

「coemo」
[発売元：タカラトミー ２０２２年９月２９日（木）発売予定／１２,９８０円（税込）]

www.takaratomy.co.jp/products/coemo

© ＴＯＭＹ

『coemo』は、最先端の AI 音声合成技術「コエステーション」

（※２）

を活用し、パパやママとそっくりな合成音声(=コエ)で、たくさん

のおはなしを読み聞かせてくれます。「コエステーション」アプリで生成した合成音声(=コエ)を、「coemo アプリ」でおはなし（童話）と
組み合わせます。おはなしには楽しい BGM や効果音がついています。好きなおはなしを選んで『coemo』本体に送信すると、自然な
読み方でおはなしを読んでくれます。『coemo』を使用し読み聞かせをすることで、親子のスキンシップの時間を充実させ、子どもにとっ
ても大人にとっても楽しいひとときや、映像や本に慣れ親しんでいる子ども達に「耳で聞いて想像する新たな体験」を提供します。
（※１）本文中の「パパやママ」とは、ご家族の方すべての総称として使用しています。
（※２）コエステ株式会社のAI音声合成技術です。

【評価ポイント】
専用アプリでご家族の声を登録すると、「AI 合成」の最新技術により、そのご家族の声で様々なお話を子どもに聞かせることができる
革新性と、６０の豊富なコンテンツで子どもの聞く力や想像力を養う教育性が高く評価されました。

【アクション・トイ部門 大賞】
“チョロチョロ走るキュートなクルマ”が進化して登場！プルバックの回数で走り方が変わる！

モータープルバックに進化したデフォルメミニカー「チョロ Q」
[発売元：タカラトミー ２０２２年夏発売／８種 各１,６９９円（税込）]

www.takaratomy.co.jp/products/choroq
「チョロ Q」は、“チョロチョロ走るキュートなクルマ”をキャッチコピーに、１９７９年に誕
生、１９８０年に発売されました。今回新たに発売される「チョロ Q」シリーズは、サイズ
やデザインはこれまでとほぼそのままに、昨今の自動車 EV 化への流れに着想を得て、
ゼンマイを使ったプルバック遊びからモーターを使ったプルバック遊びができる「チョロ Q」に
進化しました。プルバックを 1 回すると直進、２回でランダムターン、3 回でバックスピン
など、プルバックする回数で走り方が変わるほか、プログラミング走行も可能です。また、
別売りのコントローラーを使うと、前進と回転のアクションで「チョロ Q」を自由にリモート
コントロールできるほか、コントローラーを使ってプログラミング入力も可能です。

© ＴＯＭＹ

【評価ポイント】
ゼンマイではなく電動モーターを使用することにより、「直進」「ランダムターン」「バックスピン」の３つの走りが楽しめ、３つのアクションを
最大５回まで組合せたプログラミング走行のギミックが高く評価されました。

【特別賞】
１９７０年の発売から２０２０年に５０周年を迎えたロングセラーシリーズ 累計販売台数 7 億１,０００万台以上！

「トミカ」シリーズ

[発売元：タカラトミー]

www.takaratomy.co.jp/products/tomica
１９７０年、日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズ
として発売された「トミカ」は、２０２０年に発売５０周年を迎えました。外国
製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニ
カーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では親子３世代にわたっ
て愛されています。現在までに累計１,１１０種以上の車種が発売され、累計
販売台数は７億１,０００万台を超えます（２０２２年４月時点）。
近年では定番商品に加え、人気キャラクターやコンテンツとコラボレーションした

© ＴＯＭＹ

「ドリームトミカ」シリーズや、ハイディテールコレクションモデル「トミカプレミアム」シリーズなどラインナップを拡大しています。また、２０１６
年から大人向けブランド「tomica」のライセンス展開を本格始動し、年齢・性別に関わらず幅広い方に興味を持っていただけるブランド
を目指し、アパレルや、文房具、日用品などにもライセンスを展開しています。
■トミカの主な商品ラインナップ
●『トミカ』 ［No.１~No.１２０］
(対象年齢：3 歳以上・希望小売価格：４９５円／税込) ※７月１日出荷分からは５５０円（税込）

１９７０年、日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、
今では親子３世代にわたって愛されています。
●『はじめてトミカ』（対象年齢：１.５歳以上・希望小売価格：９３５円～／税込）
２０２２年３月に誕生した１.５歳からでも楽しく安心して遊べる商品。「１アクション」付の
軽くてにぎりやすい大きなサイズのトミカと、一緒に遊べるプレイセットを展開します。
●『ドリームトミカ』（対象年齢：３歳以上・希望小売価格：６６０円～／税込）
２０１２年から展開している「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに幅広いターゲット
層に人気のあるコンテンツを取り入れたシリーズです。
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●『トミカプレミアム』

(対象年齢：６歳以上・希望小売価格：８８０円～／税込)

２０１５年から展開しているクルマのフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザイン
など、細部に至るまで専用の金型を用いて、可能な限りリアリティを再現した“大人のため
のトミカ”シリーズです。
●『トミカリミテッド ヴィンテージ』 [発売元：株式会社トミーテック]
（対象年齢：１５歳以上・希望小売価格：２,９７０円～／税込）

２００４年から発売。トミカシリーズ最高クラスのクオリティとリアリティを追求したトミカ。１／６４統一
スケール、ゴム製タイヤ、メッキ塗装や彩色・内装の再現をした車種など、大人のコレクション・鑑賞に適した
作り込みになっています。
＊２０２２年発売予定＊
巨大な消防署がボタン１つで驚きの変形！トミカを載せてビッグファイヤーが出動！

トミカ「変形出動！ビッグファイヤー＆コマンドステーション」
[発売元：タカラトミー ２０２２年７月下旬／９,３５０円（税込）]

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/commandstation.html

巨大な消防署がボタン１つで自動変形し、緊急サウンドとともにトミカを載せたビッグファイヤーが出
動します。サウンド満載でトミカの出動遊びが楽しいコマンドステーションとトミカ積載可能な大きなは
しご消防車ビッグファイヤーがセットになっています。

© ＴＯＭＹ

※トミカ（ミニカー）はつきません

【評価ポイント】
１９７０年の発売以来、日本のミニカー市場を開拓・拡大し続け、抜群の知名度を持つ玩具ブランドとして親子３世代に親しま
れ、豊富なラインナップと様々なアイデアで玩具産業の発展に貢献してきた功績が評価されました。

「日本おもちゃ大賞２０２２」 優秀賞受賞商品一覧
【イノベイティブ優秀賞】
“トリマー”体験が楽しめる！安全設計のハサミを使って、トイプードルを自由自在に”カット＆アレンジ”

「トリミングペットサロン クリームトイプー/ピンクトイプー」
[発売元：タカラトミー ２０２２年１０月下旬発売予定／５,９４０円（税込）]

www.takaratomy.co.jp/products/trimmingpetsalon

© ＴＯＭＹ

近年のペット人気で“トリマー”が身近な職業となり、興味を持つお子様が増えました。本商品は、人気職業“トリマー”のお仕事の
1 つである トリミングを安全設計のハサミを使って体験できる新感覚のホビートイです。トイプードルのぬいぐるみの毛を実際にカット
したりアレンジしたり、“トリマー”体験が楽しめます。ボサボサに伸びてしまった状態のトイプードルの毛を上手にブラシでとかしたら、ハサミ
を使って自分好みにカット。仕上げにクリップや首輪などの小物でかわいくアレンジして完成です。また、遊びの幅が広がる、「トリミング
ペットサロン 専用別売りカットアレンジセット」も同時発売します。
【評価ポイント】
安全設計のハサミでぬいぐるみの毛を実際にカットするという、これまでになかったギミックを取り入れて、人気の職業であるトリマー
体験ができるというチャレンジ性あふれるアイデアが評価されました。

【ベーシック・トイ部門 優秀賞】
子どもたちの憧れの職業『パティシエ』を、リカちゃんと一緒におしごと体験できる！

リカちゃん「ゆめ deco パティシエ ポンポンホイップ」
[発売元：タカラトミー ２０２２年７月１６日（土）発売／６,６００円（税込）]

licca.takaratomy.co.jp/products/house/yumedeco_patissier
子ども達の憧れの職業である『パティシエ』を、よりリアルに【おしごと体験】できる
商品です。「オーブンでケーキを準備」「デコレーション」「ショーケースに飾る」と
いう、おしごとの一連の流れが楽しめます。ケーキを回しながらホイップクリームを
デコレーションする遊びでは、『クリーム絞り器』の小気味よい感触と、ケーキの
表面に粘着性があり、小さいお子様も遊び易い仕様のため、何度でも繰り返し
遊びたくなるような工夫がされています。成形品小物が１００個付属しており、
アイデア次第で自分だけのオリジナルケーキが作れます。同梱のケーキアレンジ
BOOK では、本物のパティシエによる本物のパティシエのお仕事インタビューや
ケーキアレンジも紹介しており、お子様の想像力や憧れを刺激します。

© ＴＯＭＹ ※人形、一部小物は別売りです。

【評価ポイント】
子ども達の将来の夢Ｎｏ,１の「パティシエ」がリカちゃんと一緒に体験できる。繰り返し遊びたくなる「クリーム絞り器ギミック」や
ケーキ＆パーツが１００個も入っているなど高い遊びのバリューが評価されました。

【キャラクター・トイ部門 優秀賞】
お水の中ですみっコをゲット！本体をひっくり返すと、本物のお水が出てきて「陸」と「水」の２つのモードを楽しめる液晶トイ

「すみっコぐらし すみっコウォーター」
[発売元：タカラトミー ２０２２年７月１６日（土）発売／７,６７８円（税込）]

www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/game.html
“本物のお水”が入った、新感覚の液晶トイです。本体をひっくり返すと画面の
中に本物のお水が出てきて、「陸モード」「水モード」が切り替わり、このモード
チェンジを使った遊びを搭載しています。「陸」と「水」の２つのモードですみっコを
つかまえたり、お世話遊びやミニゲームが楽しめます。ゲーム内には約１４０の
すみっコとみにっコが登場し、つかまえてコレクションすることができます。

© ＴＯＭＹ
Ⓒ2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【評価ポイント】
すみっコぐらしを捕まえたり、お世話遊びやミニゲームが水と陸の２つのモードで楽しめます。本体をひっくり返すことで本物の水が
現れ、液晶トイに水を使って遊びを表現するという点が評価されました。

【コミュニケーション・トイ 優秀賞】
ルーレットや人物ピンもゴールドづくし！ メタバース、推しなどトレンドワード満載のマスや、新たな職業「スケボー選手」なども追加

「人生ゲーム ゴールデンドリーム」
[発売元：タカラトミー ２０２２年秋発売予定／予価：４,９５０円（税込）]

「人生ゲーム ゴールデンドリーム」は黄金の島「ゴールデンアイランド」が付属し、
メインボードから行き来できたり、ルーレットや人物ピンなど付属パーツもゴールドの“ゴー
ルデン”な「人生ゲーム」です。また、「メタバース」や「推し」「ライブ配信」「ワーケーション」
などトレンド感が満載のマス目が書かれています。さらには、「スケボー選手」や「ドローン
パイロット」など「人生ゲーム」史上初となる職業が職業カードに採用されています。

©1968,2022Hasbro.All Rights Reserved.© ＴＯＭＹ

【評価ポイント】
メインボードと行き来が出来る、黄金の島「ゴールデンアイランド」が付属、ルーレットや人物ピン、建物など付属パーツはゴールド
づくし、今ならではの職業(ドローンパイロット)マス目ワード(メタバース)などで盛り上がれるところが評価されました。

「自動のりまき機構」搭載！“作る”から“食べる”までの過程をオールインワンで楽しめるハイパークッキングトイ！

「クルクルのりまき工場」
[発売元：タカラトミーアーツ ２０２２年１０月発売／６,５７８円（税込）]

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/kurukuru_norimaki
のりを巻いてお寿しができる工程を体験できるクッキングトイです。シャリを乗せた
台車を走らせ、自動でのりが巻かれると、具が乗せられて次々とお寿しが完成。さらに
出来たて「のりまき」はそのままレールを走る回転寿しに大変身。まるで工場見学を
しているような気分で“作る”から“食べる”まで寿し作り動作の体験がまるごと楽しめる
商品です。

©T-ARTS

【評価ポイント】
ローダーがシャリ台をクルクル回しながら前進して【のりまき】を完成させます。①ゲートで自動のりまき②ネタを自動で乗せる③自動で
配膳④回転寿司になります。自動でのりまきが作れるハイパークッキングトイであることが評価されました。

【ハイターゲット・トイ部門 優秀賞】
１９８７年に話題となった 6 体合体の「トレインボットライデン」が復活！プロジェクト第１弾商品！

トランスフォーマー「MPG-01 トレインボットショウキ」
[発売元：タカラトミー ２０２２年６月２５日（土）発売／１９,８００円（税込）]

tf.takaratomy.co.jp
１９８７年に放送のテレビアニメ「トランスフォーマー ザ・ヘッドマスターズ」や玩具
シリーズで話題となった６つの列車が合体する巨大ロボット「トレインボットライデン」が復活
します。「トレインボットショウキ」はプロジェクト第１弾商品で、東海道新幹線０系から
完全変形するロボットです。この第１弾を皮切りに 2 年かけて 6 体を順次商品化して
いき、「トレインボットライデン」が完成する予定です。
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JR 東海承認済

JR 西日本商品化許諾済

【評価ポイント】
第３の変形となる合体モードも加えた３段変形と複数合体を可能にした点、さらに鉄道模型で有名なトミーテックの TOMIX チー
ムが制作協力を行い、よりリアルにディテールアップを行っている点が評価されました。
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