
 

 

 

報道関係各位                                                        ２０１９年１１月７日 

株式会社タカラトミー 

いよいよクリスマスを皮切りに年末年始と、待ちに待った華やかなシーズンがやってきます。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）は、人が集まる時期だからこそ、ご家族やご

友人などと楽しめるものやプレゼントにおすすめのおもちゃを全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インター

ネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp）等にて順次発売します（※一部

発売済）。また、１１月２９日（金）からはタカラトミー公式Ｔｗｉｔｔｅｒ（twitter.com/takaratomytoys）でおもちゃが当たるプレゼン

トキャンペーンを実施いたします。 

今年は、おもちゃの新たなトレンド「サプライズ＆お世話トイ」や今話題が盛りだくさんのスポーツをテーマにした「スポー

ツ関連トイ」のほか、続々公開を予定している映画やテレビの人気キャラクター「映画テレビ関連トイ」、子どもに人気の

「迷ったらコレ！定番トイ」、プログラミングなど「遊んで学べる知育トイ」、「パーティー盛り上げトイ」など、年齢・性別を超え

て楽しめるおもちゃで会話も弾む楽しいシーズンをお過ごしください。 
 

【 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 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★タカラトミー公式ＨＰでも「クリスマスプレゼント特集」を好評実施中！ www.takaratomy.co.jp/xmas2019 

 

タカラトミー公式 Twitter 「クリスマスプレゼントキャンペーン」概要 

 
 
 
 
 

サプライズ＆お世話トイ 

映画テレビ関連トイ 

令和初！おうちクリスマスを盛り上げる“無敵おもちゃ”は… 

サプライズ ＆ スポーツ 
11 月 29 日（金）からタカラトミー公式 Twitter でおもちゃが当たるプレゼントキャンペーンを実施！ 

 

遊んで学べる知育トイ 

おもちゃの 

新トレンド！ 

 

迷ったらコレ！定番トイ パーティー盛り上げトイ 
話題の映画が続々公開！ 

映画・テレビの人気者が 

おもちゃになって登場!! 

これからますます注目の、 

プログラミングや英語の学習。 

おもちゃと一緒に楽しく学ぼう！ 

期間：2019 年 11 月 29 日（金）～12 月 8 日（日） 

内容：素敵なおもちゃが当たるプレゼント企画。タカラトミー公式 Twitter（twitter.com/takaratomytoys）を

フォロー、該当ツイートをリツイートいただくと、その場で当たりがわかる抽選にご参加いただけます。   

※キャンペーンの詳細は、後日 Twitter 上で発表します（予告なく変更になる場合がございます） 

プレゼント選びに迷ったら、 

やっぱりコレ！みんなが知っている 

定番おもちゃもお忘れなく！ 

みんなが集まるパーティーシーン。 

アレンジが楽しいクッキングトイや 

話題のアイテムで盛り上がろう！ 

 
今最も熱い 

スポーツネタ！ 

 

スポーツ関連トイ 
今トレンドのおもちゃは、開けて楽しい♪育ててビックリ!?な 

「サプライズトイ」！ 

人が集まるクリスマスや年末年始、いま話題の“スポーツ”がテーマの   

おもちゃでみんなでワイワイ盛り上がろう！ 

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
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サプライズ＆お世話トイ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スポーツ関連トイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“進化する”サプライズお世話ペット！ 
歌やダンスが大好きな不思議な生き物 
成長すると、見た目や中身に変化が…!? 

「Rizmo（リズモ）」 
7,980 円（税抜き） 発売中 

www.takaratomy.co.jp/products/rizmo 

“サプライズトイ”ブームを牽引する大人気シリーズ！ 
「L.O.L. サプライズ! メイクオーバーシリーズ ヘアゴール２」 （左） 
「L.O.L. サプライズ! メイクオーバーシリーズ ファジーペット」 （右） 
（左）3,280 円／（右）2,600 円（各税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/lol 

目を閉じてかわいく“眠る”お世話ぬいぐるみ 
「だっこして ネルン」 5,980 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/nerun 
© ＴＯＭＹ ©2019 Moose. All rights reserved. 

© ＴＯＭＹ © ＴＯＭＹ  ©MGA 

 
「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2019」 

バラエティ部門１位獲得！ 

復活の拳闘士！ 
進化型ボクシングトイ！ 
「拳闘士ガチンコファイト」 
5,980 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/kentoushi 

「Ｔリーグ」公認！おうちで
遊べる卓球マシン 
「本格卓球 爆裂スマッシュ」 
6,980 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy-arts.co.jp/

specials/bakuretsu_smash 

 

登場種目は 100 以上！ 
史上初のスポーツテーマ 
「人生ゲーム スポーツ」 
3,980 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/

products/jinsei 

 

大人気バトルロイヤルゲームの 
フルポーザブルな本格フィギュア！ 
フォートナイト「リアルアクション
フィギュア」シリーズ 
2,200 円～（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/ 

fortnite 

©1968,2019 Hasbro.All Rights Reserved. © ＴＯＭＹ 

© ＴＯＭＹ © 2018 Epic Games,Inc.  Fortnite and its logo are registered 

trademarks of Epic Games,Inc. in the USA(Reg. U.S.Pat.&Tm.Off)and © ＴＯＭＹ ©2018-2019 T.LEAGUE All Rights Reserved. 

飛び方を教えてあげると 
本当に飛び立つ！ 
「とんで！オウリー」 
6,980 円（税抜き） 

発売中 
www.takaratomy.co.jp/

products/owleez 

 

今度のウーモは何度も生ま
れる！伸び～るギミックも！
「おっきなうまれて！ウーモ 
ララコーン」 
12,800 円（税抜き） 

11 月 9 日発売 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/woomo 

© ＴＯＭＹ © SML © ＴＯＭＹ © SML 

e スポーツで大注目！ 
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映画テレビ関連トイ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
遊んで学べる知育トイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ 

ファントミラージュ！製作委員会・テレビ東京 

12/27 映画公開  

©S/T/N/BBP PROJECT, TV TOKYO  

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. 

Distributed under license from Spin Master Ltd. © TOMY 

劇場版に登場する 
新たなシンカリオン！  
プラレール「ＤＸＳ１０４ 
シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ」  
8,500 円（税抜き） 11 月 21 日発売 
www.takaratomy.co.jp/products/
plarail/shinkalion 

ゾイドワイルド 

「ZW33 ジェノスピノ」 
7,000 円（税抜き） 

11 月 16 日発売 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/zoidswild 

 

爆丸 

「爆032 スペシャル対戦セット」 
6,500 円（税抜き） 11 月 16 日発売 
www.takaratomy.co.jp/products/bakugan 

© ＴＯＭＹ ©プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019 

地球儀とタブレットが連動！ 
遊んで学べる おしゃべり地球儀 
「小学館の図鑑NEOGlobe」 
29,800 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/zukanneopad/globe 

プログラミングや英語の発音が 
楽しく学べる！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」 
15,000 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/pokemon/ 

アプリと連動！プログラミングが学べる 
ダンボールロボットキット 
「e-Craft シリーズ 
embot（エムボット）」 
6,000 円（税抜き）11 月 30 日発売 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/omnibot/embot 

「パウ・パトロール アクション 

ビークル (フィギュア付き)  

チェイス ポリスカー」 
4,800 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/pawpatrol 

 

ひみつ×戦士  

ファントミラージュ！ 

「ファントミタイム＆ 

ファントミフィナール」 
8,500 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/phantomirage 

12/20 映画公開 

11/8 映画公開  

© ＴＯＭＹ ©2019 日本すみっコぐらし協会映画部 

11/22 映画公開  

映画『アナと雪の女王』の 
世界が楽しめるスマホ型トイ！ 
「アナと雪の女王 2  
キラキラスマートパレット」  
9,980 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/disney/anayuki/ 

最新ドロイド D-O(ディオ)が 
RC になって登場！ 
「スター・ウォーズ リモートコントロール D-O」 
9,800 円（税抜き） 11 月 9 日発売 
www.takaratomy.co.jp/products/starwars 
 

© Disney 

© & TM Lucasfilm Ltd. ®and/or TM & ©2019 HASBRO. 

人気のカメラ機能つき 
液晶トイが、映画デザインに！ 
「映画すみっコぐらし 
すみっコさがしＤＸ」  
8,900 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/sumikko 

© ＴＯＭＹ／ＺＷ製作委員会・テレビ東京 

© ＴＯＭＹ PAW PATROL™ & © 2019 Spin Master.  

All Rights Reserved. ©2019 Viacom. 

© ＴＯＭＹ ©小学館 ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・

ShoPro・JR Kikaku ⒸPokémon 
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迷ったらコレ！定番トイ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

パーティー盛り上げトイ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ＴＯＭＹ ※光や軌跡はイメージです。セット内容以外のトミカは別売です 

ハンドルを回すだけで 
手軽にじゃがりこを粗びき！ 
「じゃがりこクッキング」 
2,980 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy-arts.co.jp/

specials/jagarico-cooking 

 

豆乳がまるっと一本 
“シャリふわ”かき氷に！ 
「スノーデザート 雪花」 
3,800 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy-arts.co.jp/

specials/yukihana 

新元号に、“お札のない” 
 「人生ゲーム」 誕生！ 
「人生ゲーム＋令和版」 
3,980 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/

products/jinsei 

 ©1968,2019 Hasbro.All Rights Reserved. 

© ＴＯＭＹ 

オリジナルの“デコスライム” 
作りが楽しめる♪ 
オールインワン手作りキット 
「DXぷにデコスライム 
パレット＆ファイル」 
5,800 円（税抜き）発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 

products/punidekoslime 

©Calbee ©T-ARTS 

©T-ARTS 

＜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 

＜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） 

© ＴＯＭＹ 

60 周年限定生産！人気の遊びがひとつのセットに！ 
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」 
4,980 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/plarail 

リカちゃんの新しいお友だち♪ 
髪もドレスもキラキラにデコっちゃお！ 
「ジュエルアップ かれんちゃん 
デラックス」 6,800 円（税抜き） 発売中 
licca.takaratomy.co.jp 

強力パーツ満載ですぐに改造できる！ 
“電動ドライバー”も入った 4 機セット！ 
ベイブレードバースト 
「B-153 ＧＴ改造セット」 
5,980 円（税抜き） 発売中 
beyblade.takaratomy.co.jp 

© ＴＯＭＹ ©Hiro Morita, BBBProject  © ＴＯＭＹ 

電池不要！ボタン連打でトミカのレースを楽しめる！ 
「トミカスピードウェイ GO!GO!アクセルサーキット」 
7,800 円（税抜き） 12 月 7 日発売 
www.takaratomy.co.jp/products/tomica 
 
 

超小型・軽量ボディ！高速走行や 
アクロバティックなトリックが楽しめる、
室内専用 RC！「ギガストリーム」  
各 3,980 円（税抜き） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/ 
products/gigastream 
© ＴＯＭＹ 

© ＴＯＭＹ 

※2019 年 12 月まで生産の限定商品です 
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