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報道関係各位

一年がんばったみんなにおもちゃのご褒美を！
アナログゲーム、鬼滅の刃、学習トイ、癒し系など

ホリデーシーズンに楽しめるトレンドおもちゃのご紹介
大人気声優

花江夏樹さんがクリスマスサウンドロゴを担当したタカラトミーCM 11 月 12 日(金)放送開始♪

クリスマスなど季節の情報をお届けする「タカラトミー公式 LINE」 11 月 1８日(木)スタート！
株式会社タカラトミー
今年の玩具市場は、ニューノーマルな生活が定着しつつある中、その生活を充実させるもののひとつとして“おもちゃ”に注目が
集まり、需要が高まっています (※ １ ) 。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、この一年がんばったみんなへ贈るおすすめのおもちゃを６つのカテゴリーに分けてご紹介します。
カテゴリーは、トレンドの人気商品を集めた「話題＆トレンド」、「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2021」(※２)に選ばれた商品
と定番ブランドを集めた「ベーシック」、公開中の映画やテレビの人気キャラクターを扱った「映画・テレビ関連」、様々な世界を学べる
おもちゃを集めた「世界を学ぼう」、パーティーを盛り上げる「みんなでワイワイ」、そして「あったかもふもふ」の６つです。みんなが笑顔
になれるおもちゃでホリデーシーズンをお楽しみください。

【 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 】
話題＆トレンド
大人気のイマドキおもちゃや、
注目の「鬼滅の刃」関連商品

世界を学ぼう
楽しいから、すぐ身につく！
様々な世界がおもちゃを通して学べます。

ベーシック

映画・テレビ関連

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ
2021」に選ばれた商品や、みんなが知って
いる定番ブランド商品

映画・テレビのキャラクターがおもちゃで登場!!

みんなでワイワイ

あったかもふもふ
寒い冬に心癒されるもふもふお世話ペットや、
あったか小物が作れるおもちゃ
癒し系トイ

盛り上がること間違いなしの
アクションゲームやボードゲームで楽しもう！

★タカラトミー公式 HP では、本リリースに掲載しきれなかったおすすめの商品をご紹介する特設ページを公開中！

www.takaratomy.co.jp/xmas2021

★★★お知らせ★★★
花江夏樹さん
■大人気声優 花江夏樹さん がタカラトミーCM のクリスマスサウンドロゴの声を担当！
２０２１年１１月１２日(金)～１２月２５日(土)まで放送されるタカラトミーの CM に、
各方面で大活躍の声優、花江夏樹さんがナレーションを担当したクリスマスサウンドロゴが入ります。

■２０２１年１１月１８日(木)からタカラトミー公式 LINE がスタート！
タカラトミー公式 LINE では、お子さまから大人まで幅広く楽しんでいただけるイ
ベントや旬なおもちゃ情報、季節に合わせて楽しめるコンテンツを配信予定で
す。第一弾はクリスマスに関するお得で楽しい情報を配信いたします。グリーンラ
ンド国際サンタクロース協会公認サンタクロースのパラダイス山元さん監修の、サ
ンタクロースとコミュニケーションが取れる機能やクリスマスプレゼントキャンペーンも
実施いたします。

【公式 LINE お友達登録はこちら】
lin.ee/M7l0ehR

パラダイス山元さん

話題＆トレンド

ぷにぷにボタンを操作して、液晶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。

パウパトローラーが迫力満点の遊べる基地に変形します。
ダイキャストビークルと一緒にレスキュー遊びを楽しもう！

「ぷにるんず」 全３色

「パウ･パトロール パウっと出動！ パウパトローラー」

６，５７８円（税込） 発売中

８，５８０円（税込）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

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

© ＴＯＭＹ

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

“ルーレットで紡ぐ鬼退治の物語”がテーマです。ゲームを通して
テレビアニメ「鬼滅の刃」のストーリーを追体験できます。

テレビアニメ「鬼滅の刃」が黒ひげ危機一発シリーズに登場し
ました！刀をさすと禰豆子が飛び出します。

「鬼滅の刃 人生ゲーム」

「鬼滅の刃 禰豆子危機一発」

４，９５０円（税込）発売中

２，５３０円（税込） 発売中

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

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

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable © ＴＯＭＹ

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります。
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable © ＴＯＭＹ

ベーシック

※セット内容以外は別売です。

※トミカは入っていません。

これからプラレールをはじめる方にぴったり
な、『車両』『情景』『レール』が全部入った
オールインワンセットです。

鉄道模型を始めるのにピッタリな
ＪＲ２２３系４両編成が入ったオール
インワンのセットです。

“カプセル遊び”や仕掛けが楽しいプレイ
セットで、ジャイアントパンダの子ども付き
です。 （※初回限定版のみコアラの子ども

「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」

「ベーシックセット ＳＤ ２２３系
新快速」

付き）

５，５００円（税込）発売中

２１，７８０円（税込）発売中

「アニア どうぶつあつまれ！ガチャっ
とコロコロツリー（初回限定版）」

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

www.tomytec.co.jp/tomix/products/n/9

５，６６５円（税込）発売中

ettei/set/bestselection02

0180.html

www.takaratomy.co.jp/products/ania/p

© ＴＯＭＹ

ＪＲ西日本商品化許諾済

roducts/playset/playset24
© ＴＯＭＹ

※人形は別売りです。

※トミカは入っていません。

約５０種のサウンド・ボイスを搭載してい
ます。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。

内蔵カメラで自撮りした写真にタッチペンで
メイク遊びが体験できます。メイクの組み合
わせは７，０００通り以上です。

トミカ「ぐるっと変形！DX ポリス
ステーション」

メイクパクト」

８，５８０円（税込）発売中
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
tomicaworld/town/policestation.html

リカちゃん「パシャッとめちゃばえ

レントゲンや診断ごっこが楽しいリカちゃん
の動物病院。ペットが 10 匹＆お薬サー
バーや包帯などの小物も付属します。

「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

８，８００円（税込）発売中

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

licca.takaratomy.co.jp/products/makepact

etclinic

© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ

映画・テレビ関連
１１/５ 映画公開

撮影した色ですみっコをつかまえる
「わな」を作ったり、お世話をしたり
カメラ遊びいっぱいの液晶トイです。

「すみっコみっけ DX
映画すみっコぐらし
青い月夜のまほうのコ」
９，７９０円（税込） 発売中

「BGM」「セリフ」「光」にあわせて
キラリ、ユヅキ 2 人への変身遊びが楽しめ
るアイテムです。

ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！
「キラパワチェンジ DX」
６，３８０円（税込） 発売中

www.takaratomy.co.jp/products/su
mikko/goods/movie.html

www.takaratomy.co.jp/products/kirame

© ＴＯＭＹ ©2021 日本すみっコぐらし協会映画部

kipowers

© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

５両編成の大ボリュームで、新幹線からロボに変形！
モードチェンジでシンカリオンＺ ドクターイエロー Ｚホセンモー
ドにパワーアップします。

『カラダアクション』で全地方のポケモン８００匹を見つ
けられます。大人気のスマホロトムがパワーアップして新
登場しました！

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 「シンカリオンＺ ドク
ターイエロー」

「ポケモン図鑑 スマホロトム+(プラス)」

９，３５０円（税込） 発売中

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

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

an_sp_plus

dr_yellow

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

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

１０，９９０円（税込） 発売中

世界を学ぼう

※トミカは入ってません。
※画像はイメージです。

身の回りにある商品の本物バーコードを
スキャン可能！キャッシュレス決済や企
業コラボで、リアルなレジ遊びを楽しめる
商品です。

着せ替えマウスでポケモンがゲットできま
す！プログラミング入門など３，０００
問以上収録！ポケモンと一緒に遊びなが
ら学べます。

小学館の図鑑 NEO 編集部協力のパッ
ド付きしゃべる地球儀。子どもが遊びな
がら世界について学ぶことができます。

「ポケモン ピカッとアカデミー マウス
でゲットパソコン」

「小学館の図鑑NEOGlobe」

１７，６００円（税込）
２０２１年１１月１３日発売

www.takaratomy.co.jp/products/zukan

８，８００円（税込）
２０２１年１１月２０日発売

www.takaratomy.co.jp/products/pokemo

© ＴＯＭＹ ©小学館

www.takaratomy.co.jp/products/magic

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

「 マ ジ カル プ レイタ イム ホ ン モ ノ
バーコードを JANJAN スキャン！
おしゃべりバーコードレジスター」

alplaytime/janjanregister

３２，７８０円（税込）発売中
neopad/globe

n/mouse_get_pc

© ＴＯＭＹ

みんなでワイワイ

笑うも泣くも、歯車（ギア）次第！
逆境からの大逆転ができる、ストレス
発散型人生ゲームです。

「大逆転人生ゲーム」
４，４００円（税込）発売中
www.takaratomy.co.jp/products/jins
ei/productdaigyakuten
©1968,2021Hasbro.All Rights Reserved.©ＴＯＭＹ

大人気ゲームソフト「桃太郎電鉄~昭和
平成 令和も定番！~」がボードゲームに
なって登場！家族みんなで楽しめます。

「プラレール」と「スシロー」の夢のコラボレーション
が実現！おうちで”本格”お寿司屋さん気分を、
家族で一緒に楽しめます。

「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も
定番！～ボードゲーム」

「極み！おとどけ！スシロー×プラレール」

４，９５０円（税込） 発売中

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

www.takaratomy-

set/sushi

arts.co.jp/specials/momotetsu

© ＴＯＭＹ
© SUSHIRO

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

限定カラーのベイ２機とランチャー２つとスタジアムが入った、すぐに
遊べるオールインワン対戦セットです。

６，１６０円（税込） 発売中

直感操作で簡単コントロール！パンチを２回当てて相手
をブッ飛ばせ！わかりやすい勝敗と爽快ギミックが楽しいロ
ボットバトル RC です。

「B-190 ベイブレード DB オールインワン対戦セット」

「人機一体ブットバスター ブッ飛ばしバトルセット」

６，０５０円（税込） 発売中

６，９３０円（税込） 発売中

beyblade.takaratomy.co.jp/products

www.takaratomy.co.jp/products/bb

©Hiro Morita, BBBProject © ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ

ボトルマン初の電動ターゲットと新ボトルマンがセットに
なって、すぐに白熱のシューティング遊びが楽しめます。

キャップ革命 ボトルマン「BOT-22 サラファイア
&ブラストボス 大討伐セット」
５，４８０円（税込） 発売中

"顔の向き"で変わる４８種の楽しいお題付き！おうちでの
パーティーがさらに盛り上がる「黒ひげ危機一発」が登場！

「黒ひげ危機一発 よくばりパーティー」
２，５３０円（税込） ２０２１年１１月２０日発売

www.takaratomy.co.jp/products/bottleman

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

© ＴＯＭＹ

©PIZZA-LA © ＴＯＭＹ

あったかもふもふ

液晶画面と音声ナビで
文字や絵柄が織れる！
自分だけのオリジナルニット
アイテムが作れます。
２９２種の絵柄を内蔵。

まるで本物の赤ちゃんのような
表情豊かなリアクションで、
お子さまが夢中になって遊べる
お世話ぬいぐるみです。

「オリーナ スタイリッシュ＋（プラス）」

「だっこして ネルン ふわふわ わんこ」

１３，２００円（税込）発売中

６，５７８円（税込）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/orinastylish

www.takaratomy.co.jp/products/nerun

© ＴＯＭＹ

© ＴＯＭＹ ©2018 Moose. All rights reserved.

※画像はレインボーフェアリー ※種類は選べません。

あなたに会うために自分で箱から出てくる、とってもか
わいい仔犬です。出てきた仔犬とは、さまざまな遊び
が楽しめます。

糸なしで縫えるふしぎなミシン。安全、簡単に「すみっコぐらし」
のかわいい小物を作ることができます。

「プレゼントペット」

６，５７８円（税込）発売中

「フェルティミシン すみっコぐらし」

（2 種・レインボーフェアリー/ジュエリープリンセス）
７，６７８円（税込）発売中

www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/feltymichine

www.takaratomy.co.jp/products/presentpets

©ＴＯＭＹ
©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. TM & © Spin Master Ltd. All rights
reserved.

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. © ＴＯＭＹ

.html

(※１)参照元：一般社団法人日本玩具協会 2020 年度玩具市場規模データ（www.toys.or.jp/toukei_siryou_data.html）
(※２）「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2021」とは：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 （www.toynes.jp/infomation/2021xmasomocha.html）

＜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

