
 

 

報道関係各位                                              2022 年 9 月 8 日 

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 9 月 7 日（水）に発表された「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2022」（主催：クリスマスおも

ちゃ見本市実行委員会）において、８部門中５部門で１位を受賞しました。2 位から入賞までを含めて、タカラトミー

グループ全体で 20 アイテムがランクインしました。 

1 位受賞商品は、「幼児・知育玩具」部門で「パウ・パトロール にほんご・えいご・クイズも！おしゃべりパウフェクト

ずかん」、「アーツ＆クラフト」部門で「トリミングペットサロン」、「のりもの・どうぶつ玩具」部門でトミカ「変形出動！ビッグ

ファイヤー＆コマンドステーション」、「ゲーム＆パズル」部門で「アスレチックランドゲーム」、「バラエティ」部門で「ぷにるん

ず ぷにぷらす」が、それぞれ１位を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2022」 

8 部門中 5 部門でタカラトミーが 1 位を受賞!! 

タカラトミーグループ全体で 20 アイテムがランクイン 

パウ・パトロールと日本語や英語が学べる！ 

「幼児・知育玩具」部門 1 位  

「パウ・パトロール にほんご・えいご・クイズも！おしゃべりパウフェクトずかん」 

人気のトリマー体験が楽しめる！ 

「アーツ＆クラフト」部門 1 位 「トリミングペットサロン」 

ボタン１つでコマンドステーションが変形！トミカを載せてビッグファイヤーが出動 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 1 位 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」 

昭和に大ヒットしたゲームが令和に復活！指先で楽しむエキサイティングアクションゲーム 

「ゲーム＆パズル」部門 1 位 「アスレチックランドゲーム」 

新しいキャラクターがプラスされて新登場！ 

「バラエティ」部門 1 位 「ぷにるんず ぷにぷらす」 

 

タカラトミー 

「パウ・パトロール にほんご・えいご・クイズも！おしゃべりパウ
フェクトずかん」 
11,000 円（税込）今冬発売予定 

パウ・パトロールとことばを学ぼう！日本語 1,100 種類以上、英語 960 種類以上、

キャラクターボイス 230 種類以上の大ボリュームで、身の回りのことばやあいさつ、二語

文や三語文も学べます。さらにレスキュークイズでアニメのストーリーを体験できます。 

www.takaratomy.co.jp/products/pawpatrol/products（ブランドサイト） 

「幼児・知育玩具」部門  1 位  

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related 
titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are 
trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. 
Nickelodeon and all related titles and logos are 
trademarks of Viacom International Inc. 
© ＴＯＭＹ 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 位～3 位入賞アイテム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アーツ＆クラフト」部門 2 位 

タカラトミー 

「リアルミシン ファッションスタジオ」 
8,778 円（税込）11 月中旬発売予定 

糸カートリッジで簡単！すぐに縫えちゃう本物ミシンが登場！トートバッグ、ロー

ルペンケース、シュシュ、ポーチ、ティッシュケースなど可愛いアイテムが作れます。 

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

© ＴＯＭＹ 

タカラトミー 

「アスレチックランドゲーム」 
3,300 円（税込）発売中 

昭和に大ヒットした指先で楽しむエキサイティングアクションゲーム「アスレ

チックランドゲーム」が令和に復活！ 

www.takaratomy.co.jp/products/athleticlandgame 

「ゲーム＆パズル」部門 1 位 

「アーツ＆クラフト」部門 1 位 

タカラトミー 

「トリミングペットサロン」（2 種） 
各 5,940 円（税込）10 月下旬発売 

安全設計のハサミを使ってトイプードルの毛をカット！人気のトリマー体験が

楽しめる新感覚ホビーです。 

www.takaratomy.co.jp/products/trimmingpetsalon 

 

タカラトミー 

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」 
9,350 円（税込）発売中 

ボタン 1 つでコマンドステーションが変形！トミカを載せてビッグファイヤーが出

動！サウンド満載で消防ごっこが楽しい消防署と、はしご消防車がセットです。 

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

mmandstation.html 

© ＴＯＭＹ 
※トミカ（ミニカー）はつきません。 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 1 位 

© ＴＯＭＹ 

タカラトミー 

「ポケモン めちゃナゲ！モンスターボール」 
9,000 円（税込）11 月発売予定 

26 種類の「めちゃナゲモーション」でポケモンゲット！モンスターボール

型液晶トイ！ 

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

sterball    

「キャラクター玩具」部門 2 位 

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

タカラトミー 

「ぷにるんず ぷにぷらす」（3 種） 
各 7,150 円（税込）10 月 1 日発売 

ぷにぷにキャラクターを直接指でさわっているかのようにお世話ができる！ 

新”触感”液晶トイ「ぷにるんず」に、新しいキャラクターやミニゲームなども

「ぷらす」されて新登場！ 

www.takaratomy.co.jp/products/punirunes 

「バラエティ」部門 1 位 

© ＴＯＭＹ／ぷにるんずぷにじぇくと・テレビ大阪 

http://www.takaratomy.co.jp/products/athleticlandgame
https://www.takaratomy.co.jp/products/trimmingpetsalon/
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/commandstation.html
http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/commandstation.html
https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/nage_monsterball/
https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/nage_monsterball/
https://www.takaratomy.co.jp/products/punirunes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入賞アイテム 

「幼児・知育玩具」部門 

タカラトミー「coemo」 12,980 円（税込） 9 月 29 日発売 

www.takaratomy.co.jp/products/coemo  

「教育玩具」部門 

タカラトミーアーツ「おしゃべりハト時計」 3,960 円（税込） 11 月発売  

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

「キャラクター玩具」部門 

タカラトミー「トミカ ジョブレイバー デッキアップ＆出動！ＤＸブレイバートランスポーター」 8,800 円（税込） 10 月 15 日発売  

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/jbdx-brtp 

タカラトミー「モンコレ 激闘！アタックスタジアム」 8,800 円（税込） 発売中  

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

「ドール・ままごと」部門 

タカラトミー「にじキュンカールリカちゃん」 5,170 円（税込） 発売中 
licca.takaratomy.co.jp/products/doll/nijikyun_licca 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 2 位 

タカラトミー 

「夢中をキミに！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キミにぴったり！かっこいい車両、情景、

レールが全部入った豪華なオールインワンセットです。 

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

election03/index.htm         

 

 

© ＴＯＭＹ 

「ゲーム＆パズル」部門 ２位 

タカラトミー 

「人生ゲーム ゴールデンドリーム」 
4,950 円（税込）10 月 15 日発売 

「お宝ワクワク！人生ピカピカ！」メインボードから立体コース「ゴール

デンアイランド」に渡ってゴールデンなお宝をザクザク手に入れよう！ 

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

n_dream 

© ＴＯＭＹ ※人形、一部小物別売り 

「ドール・ままごと」部門 ３位 

タカラトミー 

リカちゃん「ゆめ deco パティシエ ポンポンホイップ」 
6,600 円（税込）発売中 

リカちゃんと一緒にパティシエレッスン！ホイップクリームやパーツでケーキを

デコレーション♪オーブンやショーケース等もあり、パティシエのお仕事が

一連で体験できます。 

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

sier 

「教育玩具」部門 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 
プラス」 
19,800 円（税込）11 月発売予定 

付け替え用マウスカバーでポケモンゲット！ポケモンと楽しく遊んで学べるパ

ソコンがパワーアップして新登場！ 

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

c_plus 

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

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

http://www.takaratomy.co.jp/products/coemo
https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/hatodokei/
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/products/jbdx-brtp/
http://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/attack_stadium
https://licca.takaratomy.co.jp/products/doll/nijikyun_licca/
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm
https://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/golden_dream
https://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/product/golden_dream
https://licca.takaratomy.co.jp/products/house/yumedeco_patissier/
https://licca.takaratomy.co.jp/products/house/yumedeco_patissier/
https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/mouse_get_pc_plus/
https://www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/mouse_get_pc_plus/


「アーツ＆クラフト」部門 

タカラトミーアーツ「クルクルのりまき工場」 6,578 円（税込） 10 月発売 
www.takaratomy-arts.co.jp/specials/kurukuru_norimaki 

「のりもの・どうぶつ玩具」部門 

タカラトミー「アニア 自由にくみかえ！サファリ動物園」 7,150 円（税込） 10 月 20 日発売 
www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/safari_zoo202208 

タカラトミー「チョロ Q チャレンジ！Q 極対戦セット/日産」 6,999 円（税込） 11 月発売 
www.takaratomy.co.jp/products/choroq（ブランドサイト） 

「バラエティ」部門 

タカラトミー「ふしぎなわたげ フワモコロン」（2 種）  各 7,678 円（税込） 10 月 1 日発売 

www.takaratomy.co.jp/products/fuwamokoron 

 

 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2022」とは 

「おもちゃ屋が選んだクリスマスおもちゃ 2022」は、日本を代表する玩具メーカー53 社自薦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、これらを「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 部門に分けたうえで、おもちゃを販売

している全国の小売業と問屋に「今年のクリスマス商戦で売れると思うおもちゃ、売りたいおもちゃ」に投票して貰ったもの

です。投票期間は 8 月 17 日から 8 月 30 日までで、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） 

 

 

 

https://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/kurukuru_norimaki/
http://www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/safari_zoo202208
https://www.takaratomy.co.jp/products/choroq/
https://www.takaratomy.co.jp/products/fuwamokoron/

