
報道関係各位                                              ２０２１年９月１日 

株式会社タカラトミー 

株式会社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９月１日（水）に東京玩具人形協同組合から発表された「おもちゃ屋が選んだクリスマス

おもちゃ２０２１」において、８部門中４部門で１位を受賞しました。ほか、2 位から入賞までを含めると、グループ全

体で１９アイテムがランクインしました。 

１位受賞商品は、「ドール・ままごと」部門で「ゆめいろリカちゃん カラフルチェンジ」、「のりもの・どうぶつ玩具」部門で 

トミカ「ぐるっと変形！DX ポリスステーション」、「ゲーム＆パズル」部門で「大逆転人生ゲーム」、「バラエティ」部門で 

「ぷにるんず」が、それぞれ１位を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＼２０２１年のクリスマス！注目おもちゃのランキングが決定!!／ 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２１」 

８部門中４部門でタカラトミーが 1 位を受賞!! 

髪色がゆめいろな 3 色に簡単にカラフルチェンジできるリカちゃん 

「ドール・ままごと」部門 1 位 「ゆめいろリカちゃん カラフルチェンジ」 

ぐるっと変形してトミカが一斉出動！ 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 1 位 トミカ 「ぐるっと変形！DX ポリスステーション」 

笑うも泣くも、歯車次第！「副業」カードが初登場！ 

「ゲーム＆パズル」部門 1 位 「大逆転人生ゲーム」 

ぷにぷにキャラを直接指で触れちゃう！ 

「バラエティ」部門 1 位 「ぷにるんず」 

 

タカラトミー 

「ゆめいろリカちゃん カラフルチェンジ」 
４，９５０円（税込）発売中 

髪色がゆめいろな 3 色に簡単にカラフルチェンジできるリカちゃんです。 

氷水と手の温めで髪色が変化！ 

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

© ＴＯＭＹ 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 １位 

「ドール・ままごと」部門 1 位  

タカラトミー 

トミカ 「ぐるっと変形！DX ポリスステーション」 
８，５８０円（税込）発売中 

ぐるっと変形してトミカが一斉出動！ 

サウンド満載でごっこ遊びも楽しい警察署が登場！ 

※トミカは入っていません。 

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

town/policestation 

© ＴＯＭＹ 
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2 位～3 位入賞アイテム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育玩具 ３位 
タカラトミー 

「ポケモン ピカッとアカデミー マウスでゲットパソコン」 
１７，６００円（税込）２０２１年１１月発売予定 

どんどん学んで着せ替えマウスでポケモンゲット！パソコンスキルやプログラミング入

門など、3000 問以上収録！ポケモンと一緒に遊びながら自然と学習できます！ 

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

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

キャラクター玩具 2 位 

タカラトミー 

「ポケモン図鑑 スマホロトム＋（プラス）」 
１０，９９０円（税込）２０２１年１０月発売予定 

『カラダアクション』で全地方のポケモン８００匹を見つけよう！ 

大人気のスマホロトムがパワーアップして新登場！ 

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

zukan_sp_plus         

 

 

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

ドール・ままごと ２位 

タカラトミー 

「わんにゃんレントゲン！ リカちゃん動物病院」 
６，９３０円（税込）発売中 

診察台でペットを診断！結果にあわせておてあて♪ 

レントゲンや診断ギミックが楽しい、リカちゃんの動物病院です。 

※人形別売り 

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

タカラトミー 

「ぷにるんず」（３色） 
各６，５７８円（税込）発売中 

液晶画面の中のキャラクターと 直接触れ合っているかのように遊べる、

新触感液晶お世話トイです。 

www.takaratomy.co.jp/products/punirunes 

「バラエティ」部門 1 位 

タカラトミー 

「大逆転人生ゲーム」 
４，４００円（税込）発売中 

笑うも泣くも、歯車（ギア）次第！「副業」カードが初登場！

人生ゲームの世界にもついに副業解禁！？ 

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

igyakuten 

© 1968,2021 Hasbro. All Rights Reserved. 

© ＴＯＭＹ 

「ゲーム＆パズル」部門 1 位 

© ＴＯＭＹ 

© ＴＯＭＹ 

タカラトミー 

トミカ 「くみかえアクション！キャリアカー＆カーゴジェット
セット」 
６，６００円（税込）２０２１年１０月１６日（土）発売予定 

電動ドライバーを使ってキャリアカーとカーゴジェットの組み換え遊び！ 

トミカも載せて乗せて遊べる！※トミカは入っていません。

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

diy     

幼児・知育 2 位 

© ＴＯＭＹ 
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入賞アイテム 

「幼児・知育玩具」部門 

タカラトミー「パウ・パトロール パウっと出動！パウパトローラー」 ８,５８０円（税込） 発売中 

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

「教育玩具」部門 

タカラトミー「小学館の図鑑 NEOPadDX」 １７,４９０円（税込） 発売中  

www.takaratomy.co.jp/products/zukanneopad 

「キャラクター玩具」部門 

タカラトミー「新幹線変形ロボ シンカリオン Z ドクターイエロー」 ９,３５０円（税込） １０月 9 日（土)発売予定  

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/shinkalion_z/dr_yellow 

「ドール・ままごと」部門 

タカラトミー「だっこしてネルンシリーズ」（4 種） 各６,５７８円（税込） 発売中 

（※「だっこして ネルン ふわふわ わんこ」のみ 10 月 23 日（土）発売予定） 

www.takaratomy.co.jp/products/nerun 

「アーツ＆クラフト」部門 

タカラトミー「リカちゃん パシャッとめちゃばえ メイクパクト」 ８,８００円（税込） １０月１６日（土)発売予定 

licca.takaratomy.co.jp/products/makepact 

 

© ＴＯＭＹ 

のりもの・どうぶつ玩具 2 位 

タカラトミー 

「人気のあそびがギュッ！プラレールベストセレクション
セット」 
５，５００円（税込）発売中 

これからプラレールをはじめる方にぴったり！ 

かっこいい車両、情景、レールが全部入ったオールインワンセット！

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestsel

ection02 

アーツ＆クラフト 2 位 

© ＴＯＭＹ 

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable    

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. 

タカラトミー 

「フェルティミシン 鬼滅の刃」 
６，５７８円（税込）２０２１年１０月２日（土）発売予定 

糸なしで縫えるミシン『フェルティミシン』にテレビアニメ「鬼滅の刃」ver.が 

登場しました。本商品に付属の専用フェルトで「鬼滅の刃」のポーチや

チャームなどの小物が作れます。 

www.takaratomy.co.jp/products/feltymichine/kimetsu 

「ゲーム＆パズル」部門 ２位 

タカラトミーアーツ 

「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～ボードゲーム」 
４，９５０円（税込／予価）２０２１年１０月１４日（木）発売予定 

大人気ゲームソフト「桃太郎電鉄」がボードゲームになって登場！家族皆で楽しめます！ 

www.takaratomy-arts.co.jp/items/item.html?n=Y708718 

 

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment 
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「のりもの・どうぶつ玩具」部門 

タカラトミー「アニア あつまれ！ガチャっとコロコロツリー」 ５,６６５円（税込） １０月２８日（木）発売予定 

www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/playset24 

「ゲーム＆パズル」部門 

タカラトミー「鬼滅の刃 禰豆子危機一発」 ２,５３０円（税込） １０月２日（木）発売予定 

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

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります。 

「バラエティ」部門 

タカラトミー「縦横無尽！ガンガンタンクレーザーバトルセット」  ８,６９０円（税込／予価）  

 

 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２１」とは 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ２０２１」は、玩具を販売している全国の小売店や問屋が、今年のクリス  

マス商戦で「売れると思う玩具」、「売りたいと思う玩具」を投票して決める“おもちゃのランキング”です。 

今回はジェンダーニュートラルなどの考えを踏まえた部門の見直しが行われ、「幼児・知育玩具」「教育玩具」   

「キャラクター玩具」「ドール・ままごと」「アーツ＆クラフト」「のりもの・どうぶつ玩具」「ゲーム＆パズル」「バラエティ」の   

８部門に分けられて投票が行われました。主要玩具メーカー４７社のクリスマス商戦向け新製品や最重点商品   

１８０点がエントリーされ、８部門それぞれ１位～３位、および入賞商品５点が決定しました。 

 

 

 

 

 

＜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 

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） 

タカラトミーアーツお客様相談室    TEL：０５７０-０４１１７３（ナビダイヤル） 
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