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※おもちゃを選ぶ際の最も大切な基準は、それが子ども自身の興味と関心、能力や個性に合っているかということです。
本カタログの中に、そのようなおもちゃをひとつでも多く見つけていただいたら幸いです。

※付録に掲載している商品は必ずしもSTマーク対象商品ではありません。
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日本点字図書館

日本点字図書館販売品
●日本点字図書館で購入できる点字付きの
　カードゲームやパズルゲームなどを
　紹介しています。

●玩具業界の「共遊玩具」活動がきっかけとなり、
　多くの業界で「共用品・共用サービス」が広がっています。
　活動の中心となっている共用品推進機構を通して
　「共用品・共用サービス」について紹介していきます。

共用品推進機構

共用品推進機構
について

盲導犬マーク
のおもちゃ

うさぎマーク
のおもちゃ

付 録

32 うさぎマーク
のおもちゃ

●動いていることが目で見て楽しくわかる掃除機のおもちゃ
●音や声に反応して動くおもちゃ
●肉声だけでなく、アプリの声でも操作
　できるおもちゃ
●振動や大きな動きで結果がより明確に
　わかるゲーム
●絵や文字でのコミュニケーションを楽しむおもちゃ
●進行状況や獲得点数などを見て確認できるゲーム
●操作手順や進行状況を、声や音だけでなく
　字幕や画像で教えてくれるおもちゃ

23 一緒にあそぼう

●さまざまなボールの動きを楽しめるおもちゃ
●アニメや絵本の世界が立体になったおもちゃ
●ごっこ遊びを盛り上げるおもちゃ
●みんなで楽しめるパーティゲームや対戦ゲーム
●会話やおしゃべり・クイズを楽しむおもちゃ
●感触の楽しい粘土
●おしゃべりで時刻を教えてくれる音声時計
●鳴き声やしぐさのかわいい動物たち

14 音や声をさわろう

●楽しいメロディーや面白い音、
　心地よい音の出る楽器やおもちゃ
●声で文字や英語を教えてくれる知育玩具
●歌が楽しめるカラオケのおもちゃ
●メロディーや音を出しながら移動するおもちゃ
●動作を声でも教えてくれるぬいぐるみ
●おしゃべりを楽しむおもちゃ
●メロディーや声入りのぬいぐるみ・フィギュア
●働きかけに面白い音や言葉のまねなどで応える玩具

04
●押す・回す・引っ張るなどの手や指先を
　使った動作を促すおもちゃ
●数や形の概念を養う幼児向け玩具
●組み立てる作業を楽しむおもちゃ
●年上の子どもたちにも楽しめるパズルゲーム
●変形させて楽しむおもちゃ
●人形、ミニチュア、キャラクター玩具

形をさわろう

このマークが入った商品は、日本おもちゃ大賞-共遊玩具部門-で、
大賞・優秀賞を受賞したおもちゃです。
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CONTENTS
もくじ

「共遊玩具」とは？

共遊玩具ができるまで

「共遊玩具」に認定されたおもちゃは、そのパッケージに、

が表示され、すべて一般のおもちゃ屋さんで買うことができます。

「共遊玩具」は、

共遊玩玩具具ががででききるるまで

盲導犬マーク
目の不自由なお友だちとも
いっしょに楽しめる

うさぎマーク
耳の不自由なお友だちとも
いっしょに楽しめる

目または耳の不自由な子どもたちにも楽しく遊べるおもちゃで、一般市場向けに造られ販売されている

ものを「共遊玩具」といいます。一般社団法人日本玩具協会では、一人でも多くの子どもたちに楽しい
おもちゃを届けたいという願いのもと、1990年3月に共遊玩具の開発推進と普及の活動を開始しました。

現在では、17社の玩具メーカーから協力を得て、この活動が続けられています。日本玩具協会は、協力

メーカーから申請のあったおもちゃについて、視覚や聴覚に障害のある子どもたちにも本当に楽しめる

かどうかをモニター審査しています。この審査に合格したおもちゃが、「共遊玩具」として認定されます。

私たちみんなのためのおもちゃだと、
日本玩具協会は考えています。

「障害のある人向け」の
おもちゃではなく、

「障害のあるお友だちとも
思う存分楽しく遊べる」

Ⓒやなせ·F·T·N
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耳の不自由な子どもたちは、音が遊びの重要な要素（例えば、ゲームの
結果を音で知らせる等）となっている場合、その玩具を十分に楽しむこ
とができません。そのため、「うさぎマーク」対象玩具への工夫点として
以下の事項を推奨しています。
● 音が遊びのなかで重要な位置を占めている場合、音と同時に、光、振動、
 動き、文字、絵等の要素で遊びを盛り上げるように工夫する。
● 光、動き等により、スイッチのON-OFFがより明確に分かるようにする。
● おもちゃから出ている音の大きさが、目で見て確認できるようにする。
● 消し忘れを音で知らせるのではなく、オートオフ機能を付ける。
● おもちゃが出す言葉や音を、文字やイラストでパッケージや取扱説明書に表示する。
※「音」を補う工夫を特にしなくても楽しく遊べるおもちゃについては、「うさぎマーク」対象玩具とはなりません。

耳の不自由な子どもたちにとって、会話やコミュニケーションを助けるおもちゃはたいへん重要です。
そのため、● 筆談や絵などによるコミュニケーションが楽しめるおもちゃについては、例外的に
「うさぎマーク」対象としています。

1.音に関わる工夫

２.コミュニケーションを助けるおもちゃ

目の不自由な人々は、触覚や音などを手がかりにしながら遊びます。そのため、手触りや音等への
「工夫」が商品の企画・開発段階から盛り込まれると、優れた「共遊玩具」になります。

「共遊玩具」を紹介するおもちゃカタログ
墨字カタログを希望の方は、下記まで205円切手を同封の上お申し込み下さい。
（お一人様で1冊にてお願いします）
点字カタログは、一般社団法人日本玩具協会のホームページからダウンロードして
ご利用いいただくことができます。このカタログに掲載されていない最新の共遊玩具や
その他の情報はインターネットでご覧いただけます。アドレスは次のとおりです。 点字カタログ墨字カタログ

申込先 一般社団法人 日本玩具協会　共遊玩具推進部事務局 宛
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4-22-4  TEL：03-3829-2513／FAX：03-3829-2510
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プッチホン

コップがさね

かさねやすいコップがさね

まわしてチキチキねじ

かさねてつみつみタワー

カミカミやミラー、かわいい音で、赤ちゃんの五感を刺激します。
リングをベビーカー等に取り付けられて、外出にも便利です。
無塗装なので塗装剥がれが心配なママと赤ちゃんも安心！

10個の色と大きさが違うコップやくまさんをかさねたり積みあ
げたりして長く遊べます。 大きさの認識力や色の違いの理解力の
発達をサポートするロングセラー知育トイです。

コップには大きさによって1～10個の穴とくぼみが付いています。
触って大きさの違いや重ねる順番を理解する力を育みます。
半円形の底面がガイドになるので少し位置がずれても上手に重ね
られます。

にぎる、ねじる、つまむ、まわす等これひとつに両手を使う指先の
動きがいっぱい。アンパンマンをまわすとチキチキ楽しい音が鳴
るので何度もまわしたくなります！

アンパンマンのコップがさねです。バランスの理解から、表情認識
など、成長に合わせて遊び方がたくさんあります。いろんな形の
取っ手なので触って楽しむことも出来ます。

ローヤル

バンダイ

コンビ

ローヤル

バンダイ

650円（税別）

1,380円（税別）

1,000円（税別）

900円（税別）

1,480円（税別）

縦13×横6×奥行2（cm)

縦6×横14.5×奥行5.5（cm)

縦12×横12×高12.5～49（cm)

縦13×横13×高46（cm)

縦29.5×横11×奥行8（cm)

ブリスター：4903447-333204

4543112-924889

4972990-167284

4903447-085301

4543112-765284

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ
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ジャラットプレート

カリカリいっぱい指遊び

ひらいてぴょこん！

アンパンマン おおきなよくばりボックス

「つまむ」「向きを合わせて入れる」「レバーをたおす」というくり返しに
よって、手先の器用さを養うおもちゃです。穴を触って確認しながら
プレートを入れたり、レバーをたおしてプレートを出す時も、転がらず
に出しやすいので目の不自由なかたも問題なく遊ぶことができます。

指先を使い始めるころの赤ちゃんに、「押す」「つまむ」「ひっぱる」
「まわす」など、指先を使った遊びが満載！遊びながら指先の練習
ができます。おでかけにも便利なリング付き！

「ひねる」「さげる」「おす」「たおす」「まわす」５つのスイッチで指先
の練習！フタに描かれたアンパンマンの表情に合わせたキャラク
ターが「ぴょこん！」と出てきて興味しんしん！

指先や手の動きによって様々な日常の動きを体験できます。
7つの面に発育を促す遊びが18種類あり、8種類の楽しいメロディ
も収録されています。

くもん出版

バンダイ

バンダイ

アガツマ

3,000円（税別）

3,300円（税別）

1,280円（税別）

6,980円（税別）

単3アルカリ×3本

縦19×横18×高23（cm)

縦16×横27.5×高9（cm)

縦16.5×横11×奥行4.5（cm)

縦31×横35×奥行33（cm)

4944121-546770

4543112-587404

4543112-661753

4971404-310896

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

～脳を育む～まんまる！いたずらあそびＤＸ
5つの面にたっぷり20種の遊びがギュギュっと詰まった、脳を育む
いたずらトイ！メロディ3曲と、楽しい効果音・キャラクターボイス
搭載！安心なまんまる形状。3才頃まで長～く遊べます。

バンダイ 6,500円（税別）

単3×3本縦13×横35×奥行35（cm)

4543112-924735

メーカー 価　格

電　池サイズ
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アンパンマンミュージアムシリーズ

大集合!  ほかほかピープー♪シリーズ

にぎってぷ～ぷ～ ガラピコぷ～  チョロミー/ムームー/ガラピコ

アンパンマンくみたて  DIYシリーズ

ふにふにぷぅ♪アンパンマン

アンパンマンとなかまたちを立体化した約35mmのミニチュア
サイズの人形シリーズです。人形だけではなくミニカーやお話に
登場するメカもあり、キャラクターの世界感がつまっています。

手のひらサイズでやわらかいアンパンマンと仲間たちの人形
シリーズです。お腹などを押すと鳴き笛が鳴ります。

NHKおかあさんといっしょで放映中の人形劇「ガラピコぷ～」の
やわらかいソフビ製人形です。握ると「ピーッ」っと音がします。

お子さまサイズのネジとレンチやドライバーを使って楽しく、カンタンにくみたて遊びがで
きる玩具シリーズです。ガイドがあるので、誰でもカンタンに組み立てることができ、DIY体
験ができます。「アンパンマンごう」と「だだんだん」は完成したら、電動ドライバーの本体を
入れて、動かすことができます。組み立てることで、集中力、想像力、問題解決力を育みます。

赤ちゃんの力でぷぅ～と音が鳴らせるふにふに素材のアンパン
マンです！赤ちゃんが両手で持つのにぴったりのサイズ！

セガトイズ

セガトイズ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

各880～6,300円（税別）

各2,200～9,500円（税別）

各600円（税別）

各600円（税別）

1,500円（税別）

各種

各種

（電動ドライバー）単3アルカリ×2本

全高11（cm)

縦11×横5×奥行4（cm)

縦14×横11×奥行10.5（cm)

※「ギュイーン！チャージでパワーアップ！ひみつのバイキン基地」は2018年7月上旬の発売予定です。

※「アンパンマンごう」は日本おもちゃ大賞2017  共遊玩具部門  大賞受賞商品です。
※「SLマンとポッポちゃん」は2018年6月下旬の発売予定です。

4549660-003021他 

4543112-633163

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒ NHK

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池
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レミン&ソラン  きほんセット

レミン＆ソラン  ディズニー  マリー  パジャマセット
レミン＆ソラン  ラプンツェル  ドレスセット

レミン＆ソラン
チップ＆デール  はみがきセット/くまのプーさん  スープセット/
ディズニーキャラクターズ  おしゃべりいっぱい!まほうのほうせき

だいすきなリカちゃん  ギフトセット

オリジナルのディズニー絵本といっしょにあそべるお世話人形の
シリーズです。レミンはミルクやおむつなど、基本の赤ちゃんお世
話がたのしめます。ソランはながいサラサラの髪がかわいく、付属
のヘアブラシとヘアゴムでおしゃれあそびがたのしめます。

マリーをイメージしたパジャマセットと、ラプンツェルをイメージ
したドレスセットです。着せかえ遊びが楽しめます。

レミン＆ソランといっしょに遊べるセットです。オリジナル絵本つきです。
まほうのほうせきと一緒に遊べば、楽しい音やおしゃべりが楽しめます。

ロングドレスやワンピース、さらにおしゃれな小物もたくさんつい
たリカちゃんの入門セットです。髪をアレンジしたりもできます。
ドレスは後ろが開閉できて、着せ替え易くなっています。

バンダイ

バンダイ

バンダイ

タカラトミー

各4,980円（税別）

各2,000円（税別）

はみがきセット:1,600円（税別）、スープセット:1,850円（税別）
まほうのほうせき:2,750円（税別）

4,980円（税別）

縦26×横13×奥行8（cm)

ディズニー マリー パジャマセット：縦13×横15×奥行1（cm)
ラプンツェル ドレスセット：縦16×横15×奥行1（cm)

はみがきセット：縦9×横4×奥行3（cm)、スープセット：縦7×横10×奥行5（cm)
まほうのほうせき：縦4.5×横5×奥行3（cm)

パッケージ：縦26.5×横31.5×奥行4（cm)

レミン おせわきほんセット：4549660-189015
ソラン おしゃれきほんセット:4549660-189022

ディズニー マリー パジャマセット：4549660-191131
ラプンツェル ドレスセット：4549660-191179

はみがきセット：4549660-189039、スープセット：4549660-189046、まほうのほうせき：4549660-178873

4904810-883296

ⒸDisney

ⒸDisney

ⒸDisney  ⒸDisney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

Ⓒ TOMY

ⒸCHIBI-ROCK  Ⓒ2015,2016 IWAYA CORP.

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

パタパタおみみのおさんぽシリーズ
リモコンのレバーを握るとおさんぽします。ボタンを押すと耳を
パタパタさせて遠吠えしたり、音楽に合わせて耳をパタパタさせて
歩きます。頭をなでると「クゥーン」と耳をパタパタさせて喜びます。

イワヤ 各6,400円（税別）

単3アルカリ×3本　縦25×横20×奥行25（cm)

ニコ：4966510-318713、エイミー：4966510-318720

メーカー 価　格

電　池サイズ

パ
リモ
パ
歩き

ニコ

メー

サイ
ニコ

エイミー

〈取付け例〉
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はじめてのソフトパズル

NEW さんかくたんぐらむ

ブロックラボ  ワールドブロックシリーズ

NEW たんぐらむ

ブロックラボ  ファーストブロックシリーズ

型はめ遊びをしながら、手先の器用さ、図形の認識力を養うおも
ちゃです。基本図形の形を触って覚えることができるので、目の不
自由なかたも問題なく遊ぶことができます。

同サイズの三角形8つを組み合わせる木のパズル。型抜きしたガ
イドボードにピースをはめて形を作ります。１ピースをはめるボー
ドからあるので、小さなお子さまでもらくらく遊べます。

脳科学に基づいて開発されたブロックシリーズ。3才～を対象とした
ワールドブロックシリーズでは、成長に合わせた4ピース～8ピース
での組み立て遊びや、手・足・頭が動くブロックドールを使ってごっ
こ遊びを楽しむことができ、自ら工夫して考える力を育みます。

7種類のピースを組み合わせる木のパズル。型抜きしたガイドボー
ドにピースがピタッとはまり、正解がわかりやすいのが特長です。
ボードは難易度順に20枚付いています。

脳科学に基づいて開発されたブロックシリーズ。1.5才～を対象
としたファーストブロックシリーズでは、研究であきらかになっ
たはじめてブロック遊びをするお子さまに適した工夫がいっぱい。
「できたよ！」という達成感を通じて創る楽しさを実感できます。

くもん出版

くもん出版

くもん出版

バンダイ

バンダイ

3,200円（税別）

2,800円（税別）

2,800円（税別）

各850～7,600円（税別）

各1,500～7,600円（税別）

パッケージ：縦21×横33×奥行6.5（cm)

ガイドボード最大：縦18.5×横30（cm)

パッケージ：縦20×横31.2×高5.3（cm)

4944121-546817

4944121-542758

4944121-546473

4543112-703033  他

4543112-823120  他

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ
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ダイヤブロック  ＢＡＳＩＣ ３５０

くもんの世界地図パズル

くもんの日本地図パズル

ぴったりしきつめかずパズル100

組み立てやすくてはずしやすい。これがダイヤブロックの最大の特
徴です。50年間変わらぬ品質維持に努め、日本で生産をし続けてい
ます。「BASIC３５０」は、基本のブロックが350個入ったセットです。
男の子も女の子も楽しく作れる作例の、組み立て説明書付きです。

世界を立体のパズルにすることで、手で触って国の形や大きさ、
位置関係など認識することができます。ピースはつかみやすい厚
みを持たせ、大きさも小さくなりすぎないよう配慮しています。

手で触って都道府県の形や大きさ、位置関係などを認識できます。
ピースはつかみやすい厚みを持たせ、パズル台の底には都道府県
境の線があり、ピースをはめる手がかりとなります。

1から10までの「数ピース」を組み合わせてボードの中にしきつ
めるパズルです。「数ピース」には凸があるので、いくつのピースな
のか触って理解する事ができます。しきつめパズルで遊ぶことで、
1から100までの数量の感覚を養います。

カワダ

くもん出版

くもん出版

くもん出版

3,800円（税別）

2,800円（税別）

3,500円（税別）

3,200円（税別）

パッケージ：縦28×横35×奥行7（cm)

縦30×横52.4×高2.8（cm)

縦30×横52.9×高3.2（cm)

パッケージ：縦21×横22.7×高4（cm)

4972825-143803

4944121-544967

4944121-542499

4944121-546336

ⒸＬＥＶＥＬ-５/スナックワールドプロジェクト・テレビ東京  Ⓒ ＴＯＭＹ

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

スナックワールド  デタフィグシリーズ
ＴＶアニメ「スナックワールド」に登場するキャラクターのリアルな
フィギュアです。武器やエフェクトパーツも完全に固定化されてい
るので、安心して触って形状を確認することができます。

タカラトミー 1,000円～（税別） 縦22×横10×奥行7.8（cm)

チャップ：4904810- 977469、マヨネ：4904810- 977476
ヴィンサント：4904810- 977483、ブタ子：4904810- 977490

メーカー 価　格 サイズ

チャップ

ヴィンサント

マヨネ

ブタ子
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恐竜コロシアム  進撃の恐竜軍団！

カプセルアニア  シリーズ

アニア  シリーズ

昆虫の森 シリーズ  大カブトムシ祭り

質感もこだわった全長が１0ｃｍ以上の大きめ樹脂製の恐竜の
フィギュアです。各フィギュアは前後のあしや口などを可動させる
ことが出来ます。

動物の多様性や特徴が触覚でよくわかる手のひらサイズの可動
式フィギュアです。首などの特徴的な部分を動かして楽しめます。
本商品はガチャ専用カプセル商品です。

動物の多様性や特徴が触覚でよくわかる手のひらサイズの可動式
フィギュアです。口や頭・尻尾など特徴的な部分が動いたり、ポー
ズの違う２体や親子セット、さらにラージサイズもあります。
付属の図鑑カードに貼れる「点字・足あと」シールを希望者に無料で差し上げます。

子ども達に人気の「昆虫」を手にとって触ることができる全長約
１5ｃｍのリアルなフィギュアです。頭や脚を動かしたり、羽を開閉
して遊ぶことができます。

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

タカラトミー

各380円（税別）

各300円（税別）

各380円（税別）

レギュラーサイズ：各600円（税別）　ラージサイズ：各900円（税別）

縦16×横9.5×奥行4.5（cm)

縦4×横4×奥行7（cm)

縦16×横9.5×奥行4.5（cm)

縦23×横9×奥行4（cm)

レギュラーサイズ：縦6×横9.2×奥行5（cm)、ラージサイズ：縦7×横13.8×奥行5（cm)

4904790-106521

4904790-857386

4904790-106453

Ⓒ2018 T-ARTS

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

Ⓒ2018 T-ARTS

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

ウルトラBIGソフビ
約２３０ｃｍのビッグボリュームで人気のウルトラヒーローをソフ
ビ化するシリーズ。巨大な存在感と再現性の高いプロポーション
で子供を夢中にさせます。

バンダイ 各2,000円（税別）

ウルトラマン：4549660-034452、ウルトラマンティガ：4549660-034469
ウルトラマンゼロ：4549660-044567、ウルトラマンベリアル：4549660-116707
ウルトラマンオーブ  スペシウムゼペリオン：4549660-087274
ウルトラマンジード  プリミティブ：4549660-168539 Ⓒ2018 テレビ朝日・東映AG・東映

メーカー 価　格

恐
質
フ
こ

4
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トミカ

トミカプレミアム

ドリームトミカシリーズ

トーマス トミカシリーズ

ダイキャスト製のミニチュアカーです。普段なかなか触ることの
できない車の形を手で触ることで知ることができます。パトカー、
消防車、最近の人気車輌までいろいろ揃っています。トミカの箱サイ
ズ２倍の大きさで手にも楽しい「トミカ(ロングタイプ)」もあります。

ハイディテ－ルにこだわったトミカです。ラインナップは往年の
名車や車だけにとどまらず、通常は触ることのできない特殊車両
などを触って形を知ることができます。

アニメやゲーム・映画に出てくる、キャラクターをイメージしたトミカ
です。形はそれぞれ違っているので触って楽しむことができます。

「きかんしゃトーマス」に登場するキャラクターの形をしたトミカ
シリーズです。触って形状を楽しむことが出来ます。

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

トミカ 各450円（税別） 、トミカ（ロングタイプ） 各900円（税別）

各800円～（税別） 

各700円（税別）、リラックマのみ600円（税別）

各700円（税別）

パッケージ：縦3.9×横8.2×奥行2.7（cm)～

4904810-499114(しまじろうカーⅡ)、4904810-466420(リラックマ)
4904810-808589(マリオカート8 マリオ)、4904810-856641(ハリーポッター ホグワーツ エクスプレス) 

Ⓒ TOMY

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner Volkswagen AG.

"Lancia" is a trademark of and lisenced by the FCA Group Companies.
Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.

General Motors Trademarks used
under license to Tomy Company, Ltd.

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

ディズニーモータース
ディズニーキャラクターのイメージをデザインしたミニチュアカー
のトミカシリーズです。２００８年、ミッキーと仲間達が自動車会社
「ディズニーモータース」を設立。各キャラクターの特徴を活かした
車形状を触って楽しめます。

タカラトミー 各800円（税別）

パッケージ：高3.9×横7.8×奥行2.7(cm)、高3.9×横7.8×奥行4.1(cm)

メーカー 価　格

サイズ

高3.9×横7.8×奥行2.7(cm) 、高3.9×横7.8×奥行3.9(cm)
高3.9×横15.6×奥行2.7(cm)（ロングタイプ） 

パッケージ：高4×横7.8×奥行3.9(cm)

縦4.1×横7.8×奥行3.9(cm)

Ⓒ Benesse Corporation／しまじろう　 Ⓒ 2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.　 Ⓒ 2014 Nintendo
HARRY POTTER characters, names and related indicia are Ⓒ & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
WB SHIELD: TM & Ⓒ WBEI. J.K. ROWLING’S WIZARDING WORLD ™ J.K. Rowling and Warner Bros. 

Entertainment Inc. Publishing Rights Ⓒ JKR. (s17)

TM

※一部販売が終了している商品も含まれます。
ⒸDisney  ⒸDisney/Pixar  ⒸDISNEY. Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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カーズ トミカ

ディズニーモータース グランドドリームキャリー

トミカハイパーレスキュー  ドライブヘッド  シリーズ

カーズ トミカ  たくさんのせよう！大きなマック (カーズ3タイプ）

ビッグおかたづけパトカー トヨタ86

ディズニー／ピクサーの映画「カーズ」「カーズ２」「カーズ／クロス
ロード」に登場するキャラクターを再現したダイキャスト製のミニ
カーです。さまざまな車の形状を触って楽しむことができます。

ディズニーモータースを８台収納することができる、ミッキーマウス
をイメージした大型のトレーラートラックです。コンテナ部分を外
してカーキャリアとして手ころがしで走行させることもできます。

TVアニメ「トミカ ドライブヘッド」に登場する変形ロボットシリーズです。
主要部品はそれぞれが完成品の状態なので、ビークルからロボットへ
変形中にも細かなパーツが外れずに、変形過程も触りながら楽しめます。

映画「カーズ／クロスロード」に登場するカーズ トミカを24台収納できる
大型トレーラーのコレクションケースです。収納部分は格子戸状の形状
なので、他のカーズ トミカとは混在しないで保管できます。収納ケース
は車輪が無い方が前、ある方が後ろと触覚だけでも判断がし易いです。

トヨタ８６のパトカーの形をした、トミカのおかたづけボックスです。
トミカは１０台収納でき、内側には仕切りがあるので、収納した
トミカが混在することがありません。本体にはタイヤも付いてい
るので手ころがしで遊ぶこともできます。

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

各800円（税別）

6,000円（税別）

3,800円（税別）

2,800円（税別）

各4,500円（税別）

各種

パッケージ：縦19×横59×奥行13（cm)

縦15.6×横34×奥行12（cm)

パッケージ：縦10.5×横31×奥行13（cm)

縦30×横22×奥行7（cm)

4904810-897200

4904810-969556

4904810-806134

01MKⅡサイクロンインターセプター：4904810-893806
02MKⅡブレイブバッグドラフト：4904810-893868
03MKⅡホワイトクリスタルホープ：4904810-893851

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY／ドライブヘッド2018・ＴＢＳ

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

ⒸDisney/Pixar ； Porsche™ ； Hudson Hornet™ ； Mercury™ ； Plymouth Superbird™ ； FIAT™ ； ⒸVolkswagen AG

ⒸDisney/Pixar ； Mack™

ⒸDisney

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。

※カーズトミカはついていません。
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VSビークルシリーズ  警察合体 DXパトカイザーセット

VSビークルシリーズ  快盗合体 DXルパンカイザーセット

新幹線変形ロボシンカリオン  DXＳシリーズＥ５  はやぶさ

トランスフォーマームービー  ターボチェンジ  シリーズ

トリガーマシンをアタックモードに変形させて、グッドストライカーと合体！
パトカイザーが完成！！別売りのダイヤルファイターとグッドストライカーを
合体させると、ルパンカイザーが完成します。さらに、それぞれのVSビークル
は別売りのVSチェンジャーと連動！セットすると様々な音声が楽しめます。

ダイヤルファイターをアタックモードに変形させて、グッドストライカーと合体！
ルパンカイザーが完成！！別売りのトリガーマシンとグッドストライカーを
合体させると、パトカイザーが完成します。さらに、それぞれのVSビークル
は別売りのVSチェンジャーと連動！セットすると様々な音声が楽しめます。

プラレール3車輌の先頭車両と後尾車を合体させて、ロボットに
変形することができます。中間車輌の中には専用武器等が格納さ
れており、ロボットに持たせることもできます。細かな部品がない
ので安心して組み立てられます。

映画「トランスフォーマー」に登場する、一発で変形できるロボットシリーズ
です。各ロボットからビークルへの変形は誰でも簡単にできます。細かな
パーツが外れたりしないので、変形過程も安心して触りながら楽しめます。

バンダイ

バンダイ

タカラトミー

タカラトミー

オープン価格

ボタン型LR44×２個（付属）

ボタン型LR44×２個（付属）

オープン価格

各4,500円（税別）

各1,200円～（税別）

パッケージ：縦35.5×横27×奥行11（cm)

パッケージ：縦35.5×横27×奥行11（cm)

縦29×横22×奥行6（cm)

縦15.2×横17.8×奥行6.2（cm)

4549660-235583

4549660-235576

4904810-964285

バンブルビー：4904810-109358 、オプティマスプライム：4904810-109365

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

形をさわろう

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

電　池

電　池

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

ポケットモンスター  モンスターコレクションＥＸシリーズ
ＴＶ･映画「ポケットモンスター」に登場するキャラクターたちの形
状をリアルに再現したフィギュアシリーズです。サイズも大・中・小
分けられているので、各キャラクターの大きさ関係や特徴が触覚
でも理解できます。

タカラトミー 各450円～（税別） 縦12×横8×奥行4（cm)

4904810-872979(EMC-ピカチュウ)

メーカー 価　格 サイズ

Ⓒ2018 テレビ朝日・東映AG・東映

Ⓒ2018 テレビ朝日・東映AG・東映

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

Ⓒ2017 TOMY  Ⓒ2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & Ⓡ denote Japan Trademarks.
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸYoshikazu Takai

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

音や声をさわろう

ころころメロディバス

くろくまくんの10までかぞえてバス

くまさんコロコロベル2

まわしてクルクルサウンド

おそらでコンサート

指先遊びと手転がしの2wayで長く遊べます！「メロディモード」
「おべんきょうモード」の2つのモードに音声とメロディがたっぷり
入って赤ちゃんも大満足！メロディ5曲入り。

バスを動かしたり、ボール型のお客さんを乗り降りさせる遊びを
しながら、数への興味を育みます。バスにボールを乗せると音声で
ボールの数を教えてくれるので、目の不自由なお子様でも楽しく
遊ぶことができます。

振ったり、床でコロコロ転がしたりすると、鈴の心地よい音色がし
ます。おすわりができるようになった赤ちゃんにおすすめのロン
グセラートイです。

赤ちゃんの大好きなクルクル遊び！ビーズがジャラジャラはね回る
ビーズローラーや、まわすとゆかいなサウンドが出るクルクルロー
ラーで楽しく遊ぼう！サウンドと一緒に星のライトもピカピカ☆

鍵盤に合わせて人形がピョコピョコとびだします。メロディは5曲入り！
正しいドレミと様々な曲調のメロディが入っているからはじめての音
楽遊びにぴったりです♪赤ちゃんのやる気を引き出す応援ボイズ入り！

4972990-167277

4944121-546657

4543112-755537

4903447-083208

4543112-755544

国立音楽院監修！

コンビ

くもん出版

バンダイ

ローヤル

バンダイ

1,000円（税別）

3,800円（税別）

3,600円（税別）

2,980円（税別）

4,200円（税別）

縦9.5×横13.5×高10（cm)

縦27×横12.5×高11.5（cm)

縦18×横22×奥行8（cm)

縦18×横28×高21（cm)

縦12×横28.5×奥行20（cm)

単3×2本

単3アルカリ×3本

単3×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池
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Ⓒ2017 IWAYA CORP. ⒸCHIBI-ROCK ⒸTKH

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸDisney

音や声をさわろう

アンパンマン  はじめてのおしゃべり36

アンパンマン  はじめてのおしゃべり48

ちーちゃなほいくしさん？ チアフルくまちゃん

ごきげんメロディーリモコン

Dear Little Hands
いっぱいおしゃべりまねっこリモコン  ミッキー＆フレンズ

アンパンマンの体にふれるとおしゃべりをします。おしゃべりモー
ドは４種類で、モードに応じたおしゃべりをしてくれます。モードの
切り替えは音声で確認出来ます。遊びながら楽しく言葉をおぼえ
られるコミュニケーショントイです。

アンパンマンの体にふれるとおしゃべりをします。おしゃべりモー
ドは2種類で、モードに応じたおしゃべりをしてくれます。モードの
切り替えは音声で確認できます。遊びながら楽しく言葉をおぼえ
られるコミュニケーショントイです。

こどもたちのイヤイヤ期もウキウキ期に！手足のスイッチを押すと、口をパクパク楽
しい歌やお話をしてくれます。東京ハイジの楽しいしつけ歌、手遊び歌、お話が満載。
モノマネやお腹をこちょこちょするとおしゃべりもしてくれます。こどもたちがちょっと
苦手な生活習慣も楽しく応援し、毎日の様々なシーンで活躍してくれるくまちゃんです。

脳科学に基づいた赤ちゃんが“分かる”音だから、押したくなる！
動物の鳴き声、テレビの音など赤ちゃんが気になる音がたくさん
入っています。好きなだけいたずらできる赤ちゃん専用リモコン。

英語、数字、色などをミッキーやディズニーキャラクター達が楽しく
教えてくれるリモコン型のおもちゃです。キャラクターボイス、3つの
メロディ、ゆかいな効果音など、楽しいおしゃべりが盛りだくさん。

4966510-319611

4971404-312500

4971404-310964

4543112-661760

4904810-842682

イワヤ

アガツマ

アガツマ

バンダイ

タカラトミー

6,800円（税別）

2,800円（税別）

7,980円（税別）

1,980円（税別）

2,000円（税別）

縦36×横22×奥行15（cm)

縦15×横11×奥行8.5（cm)

縦43×横26×奥行19（cm)

縦20.5×横6.5×奥行3（cm)

縦14×横6.5×奥行3.3（cm)

単3アルカリ×2本

単3アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

単4×2本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池
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Ⓒ T-ARTS

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

音や声をさわろう

ミミクリーペットシリーズ

BIGサイズ！リトミックダンスアンパンマン

たっちでぴょんぴょんアンパンマン

まねっこぴょこぴょこアンパンマン

デフォルメされた動物たちのぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音をまねしながら、
ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。まねできる音の長さは最長6秒間。まねは
していても、ミミクリーペットがしゃべる声は、少し高めの不思議な声になっています。

本格リトミック遊びが楽しめる知育ぬいぐるみです。鈴を持った
アンパンマンが手をたたき左右にステップ！お子様が本格的にま
ねっこできるアクションで、楽しくリトミックを学べます。

たっちがはじまるころから! 音楽に合わせて楽しくぴょんぴょん
まねっこしながら、体を動かして遊べます。まねっこぴょんぴょん
遊びで1才からしっかり遊べる5モード入り。メロディーは3曲、
音声は13種入りでやる気を引き出すほめほめボイス入り。

話しかけると、上下にぴょこぴょこ動きながらまねっこしてくれる
アンパンマンのメカぬいぐるみ。まねっこモードとうたってまねっ
こモードのたのしい2種類のモードで遊べます。

①ピーナッツクリーム:4904790-284564、②メイプルブラウン:4904790-284588
③ポメラニアン:4904790-284892、④ロップイヤー:4904790-284670
⑤パンダ:4904790-287954

4543112-706188

4543112-843708

4543112-906656

タカラトミーアーツ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

各3,200円（税別）

7,500円（税別）

4,500円（税別）

3,500円（税別）

パッケージ①～④：縦15.5×横12.5×奥行9.5（cm)、パッケージ⑤：縦15.5×横12.5×奥行11（cm)

縦43×横21×奥行19（cm) 単3×3本

縦26×横17×奥行15（cm)

縦21×横20×奥行15（cm)

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×3本

単3×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ 電　池

サイズ

サイズ

電　池

電　池

Ⓒ2017 T-ARTS

ティーカップミミクリー  全３種
デフォルメされた動物たちのぬいぐるみが、話した言葉や周囲の音を
まねしながら、ティーカップの中からピョコピョコと左右に可愛らし
く動きます。まねできる音の長さは最長6秒間。まねはしていても、
ミミクリーがしゃべる声は、少し高めの不思議な声になっています。

トイプードル（バニラクリーム）：4904790-287183、トイプードル（カフェモカ）：4904790-287190
ラグドール：4904790-287206

タカラトミーアーツ 各2,990円（税別）

縦15×横11.5×高10.5（cm) 単4アルカリ×2本

メーカー 価　格

サイズ 電　池

電　池

トイプードル（バニラクリーム）

トイプードル（カフェモカ）

ラグドール

①ピーナッツクリーム

④ロップイヤー

②メイプルブラウン

⑤パンダ

③ポメラニアン
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸDisney

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒ2018 カフカ製作委員会

音や声をさわろう

つかまえて♪ころぴょん  アンパンマン

はじめて英語  ミッキーマウス いっしょにおいでよ！

はずむよ！  メロディボール

ＮEWおいかけっこアンパンマン

カフカくん／ふしぎトーン

つかまえたくなっちゃう、おもしろい動き！ぴょこぴょこはねたり、
くるくる回ったり、楽しい音楽もなります♪予想できない動きで
うごきまわります。ま～るいボール型デザインのかわいいアンパン
マンはお子さまが抱っこしやすい形状です。

丸くデフォルメされたミッキーマウスが前に進んだり、回転したり、
楽しい動きや音楽と言葉が１９種類。ミッキーマウスの呼びかけで
赤ちゃんのハイハイを促します。英語の歌も５曲入っています。

あんよを始めたお子さまにぴったりの、やわらかくてはずむ、メロ
ディがなるボールです。やる気を引き出すアンパンマンの応援ボ
イスが流れるから、もっともっと追いかけたくなり、自然とあんよ
の促進に！

アンパンマンの手の★マークをにぎると、メロディとアンパンマン
のおしゃべりが流れて走りだすぬいぐるみです。障害物にぶつか
るとくるっと向きを変えて走ります。あっちこっち走りまわるアン
パンマンをおいかけよう！

ぐずり泣きをしている赤ちゃんの気分を切り替えるメロディ入りの
ぬいぐるみです。映像上のキャラクター「カフカくん」をリアルに触
れたり、劇中の不思議なメロディで楽しめます。ストラップ付きな
ので、ベビーカーやバッグ、ベビーベッドなどに取り付けられます。

4549660-104971

4979750-793417

4904810-817802

4979750-787539

4904790-299605  

バンダイ

セガトイズ

タカラトミー

セガトイズ

タカラトミーアーツ

3,980円（税別）

2,480円（税別）

3,000円（税別）

3,500円（税別）

2,500円（税別）

縦16×横16×奥行16（cm)

縦13×横13×奥行13（cm)

縦16.4×横20.4×奥行17.8（cm)

縦22×横16×奥行16（cm)

縦25×横14×奥行8（cm)

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単4×2本

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸDisney
ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A, Milne and E.H.Shepard

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

音や声をさわろう

アンパンマン ディスクでYEAH！
うたっておどって ミュージックプレイヤー

アンパンマン マジカルボンゴ

ノリノリおんがく キーボードだいすき

はじめて英語  ディズニーキャラクターズ ベビータブレット

アンパンマン キッズタブレットJr.

ディスクを 入れると音楽が再生できちゃう、アンパンマンのミュージックプレイヤー♪『勇気り
んりん』『いくぞ！ばいきんまん』『あおいなみだ』などテレビで流れる大人気アニメソングを3曲
収録！！キャラクターがおしゃべりするボタンや曲の速度を変えられるコントローラー、ＤＪ風の遊
びなど楽しい音楽遊びがいっぱい♪うたって！おどって！YEAH♪YEAH♪もりあがっちゃおう。

内蔵する曲に合わせて、打面を叩いて音を鳴らすアンパンマンの
ボンゴです。打面の音は全10種類、7色に光るLED搭載で打面を
叩くと色が変わります。

24種類の楽しい音と収録曲14曲が入った盛り沢山のキーボードで
す。コミカル音や動物の鳴き声、乗り物の音など色々な音をリズム
に合わせて鳴らして楽しめます。音声でのお知らせや、電源スイッ
チの隣には凸ボタンを付け分かり易くしました。

英語と日本語の音声やさまざまなサウンドと共に、10種類の指先
遊びが楽しめるタブレット型デザインのベビートイです。上から
下に動かす、まわす、押す等の指先遊びがたくさん盛り込まれてい
ます。「音と言葉が３１種、メロディ１０種入り」。

「ひらがな」「カタカナ」「数字」のお勉強ができます。問題モードとし
て「文字の問題」「絵の問題」が内蔵され、楽しくお勉強ができます。
希望者には点字シートをさしあげます。

4971404-310742

4979750-795152

4975201-179878

4904810-804857

4971404-312777

アガツマ

セガトイズ

ジョイパレット

タカラトミー

アガツマ

3,500円（税別）

5,500円（税別）

4,980円（税別）

2,200円（税別）

3,980円（税別）

縦14.5×横23×奥行16.5（cm)

縦18×横33.5×奥行22.5（cm)

縦23.6×横49.5×奥行6.2（cm)

縦19×横13×奥行2.6（cm)

縦22.5×横29×奥行2（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単3×3本

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池
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Ⓒフジテレビ ⒸLudorm  plc.

Ⓒ TOMY

ⒸDisney. ⒸDisney/Pixar
ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ⒸDisney 

ⒸDisney

音や声をさわろう

トミカ  おしごと体験  サウンドいっぱい!
ブルブルガソリンスタンド(ENEOS)

はじめて英語  ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ
あそんでおぼえる！自動販売機

チャギントン サウンドチャガーシリーズ

はじめて英語 おしゃべりいっぱい！
パーティーケーキ ミッキー＆フレンズ

はじめて英語 おしゃべりいっぱい！
ゆらゆらボート ミッキー＆フレンズ

手持ちのトミカ（ミニチュアカー）を使ってガソリンスタンド内での
さまざまな体験をおしゃべりや効果音（100種以上）で楽しめます。
給油遊びではノズルを引くと音と連動してリアルな振動も楽しめます。

ミッキーマウスのおしゃべりも楽しい自動販売機のおもちゃです。クイズ
モードでは形と場所を学べ、遊びを全て音声で誘導しており、スィッチの
切り替えで日本語、英語で楽しめます。3種のジュースの形状は”円柱・四角
柱・六角柱”で出来ているので、手触りでも違いを理解することができます。

各ボタンで、テーマメロディや各キャラクターのセリフがランダムに出
ます。ウィルソン、ココ、ブルースターは、ライトとホーン音を追加。他キャ
ラクターは、パネルを開くことができます。触れて形が良くわかります。

ミッキーマウスたちのおしゃべりが楽しいケーキ型の知育ボックスです。
ケーキの各所にガラガラやカリカリ回転、レバー操作等のゆびさき遊びが
楽しめるほかにキャラクターボイスや英語、音楽も合計4２種入っています。

ゆらゆら動くボートの動きに合わせて２７種のサウンドやおしゃべりで
楽しめます。ボートに付いているダイヤルやビーズで指先遊びを楽しん
だり、手ころがし操作でキャラクターボイスや英語遊びが楽しめます。

ウィルソン ライト付き：4979092-016021、ココ ライト付き：4979092-016038
ブルースター ライト付き：4979092-016045、フロスティーニ：4979092-015451
アクションチャガー：4979092-015468

4904810-112013

4904810-845362

4904810-899136

4904810-895824

増田屋コーポレーション

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

2,480～2,800円（税別）

4,800円（税別）

5,480円（税別）

4,980円（税別）

4,300円（税別）

全長約33（cm)

縦15.1×横30.7×奥行14（cm)

縦28.2×横18.5×奥行14（cm)

縦23.5×横23×奥行23（cm)

縦24.5×横19.5×奥行13.5（cm)

単3アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。
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Ⓒ TOMY　Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

ⒸDisney/Pixar 

ⒸDisney/Pixar 

ⒸDisney/Pixar 

Ⓒ & TM Lucasfi lm Ltd.

音や声をさわろう

トイ・ストーリー
リアルサイズ インタラクティブ トーキングフィギュア

トイ・ストーリー 英語と日本語！
おしゃべりフレンズ シリーズ

新幹線変形ロボ シンカリオン
ふりふりトークシヤショットでございます！

トイ・ストーリー
リアルサイズ インタラクティブ トーキングフィギュア エイリアンセット

ＳＴＡＲ  ＷＡＲＳ  ドロイドトーク  全２種

映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターたちが映画と同じ
音声で約３０以上のお馴染みの台詞をおしゃべりします。さらに
映画のようにキャラクター同士が対話をするモードも楽しめます。
大きさは劇中に登場する等身大のサイズです。

映画「トイ・ストーリー」に登場するキャラクターたちのリアルなお
しゃべりフィギュアです。各人形を傾けるだけで劇中の台詞を楽しむ
ことができます。さらに英語モードに切り替えるとことが出来ます。

ＴＶアニメ「シンカリオン」に登場するおしゃべりロボットです。スィッ
チの切替で軽く振るだけで２種のトークモードで楽しめます。キャラ
クターの形状を触って認識することも出来ます。

映画「トイ・ストーリー」に登場するエイリアンのリアルなおしゃべりフィ
ギュアセットです。３体ともデザインは顔の表情や腕のポーズが異なり、
おしゃべりできるフィギュアは両腕が可動する１体のみで触覚で見極めが
できます。話しかけると、エイリアンの声でランダムにおしゃべりします。

映画「スター・ウォーズ」に登場する、形状もリアルなドロイドフィ
ギュアです。こちらからの話しかけの長さにより、リアルなドロイ
ド語でランダムに返事してくれます。ドロイド同士を向い合せて、
なかよくおしゃべりすることも出来ます。

パッケージ：4904810-964797

ウッディ:4904810-855026、バズ・ライトイヤー：4904810-855019

ウッディ：4904810-862567、バズ・ライトイヤー:4904810-862550、レックス:4904810-862611

4904810-888345

BB-8：4904790-527159、R2-D2：4904790-527142

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミーアーツ

2,600円（税別）

各6,500円（税別）

各2,600円（税別）

5,500円（税別）

各4,980円（税別）

縦16×横20×奥行8（cm)

ウッディ：縦37×横26.5×奥行10（cm)、バズ・ライトイヤー：縦31×横26.5×奥行14（cm)

ウッディ：縦22.5×横9×奥行7（cm)、バズ・ライトイヤー：縦19×横13×奥行8（cm)
レックス：縦22×横23×奥行14（cm)

単4アルカリ×2本

縦33×横26.5×奥行10（cm)

縦15×横10×奥行10（cm)

単4アルカリ×3本

テスト用 単4アルカリ×3本（付属)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池
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ⒸABC-A・東映アニメーション

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

Ⓒ1999　BANDAI・WiZ

音や声をさわろう

お世話たっぷり  おしゃべりはぐたん

もっとなかよしRobi Jr.

ポケモン/しゃべくりシリーズ
ピカチュウ～ピカチュウのうたと言って！～

マイルームロビ

ハートそだつよ！プリモプエル（くろ、ぴんく）

HUGっと！プリキュアの「はぐたん」のお世話ぬいぐるみです。付属
のお世話小物やミライクリスタルでお世話をすると、はぐたんの
おしゃべりが変化する成長機能つき。ミライクリスタル全種認識。

コミュニケーションに特化した「Ｒｏｂｉ」の幼少期ロボットです。ユーザーから
の声かけに反応していろんな会話が楽しめます（仲良し度UP機能も搭載）。
時計・カレンダー機能で一日の挨拶や季節感も変わります。初期設定は音
声誘導してくれて、取扱説明書も音声版がホームページから確認出来ます。

9つの言葉にピカチュウが反応をしてくれます。キーワードに対し
て、左右に動きながら歌ったり、しゃべったりしてくれます。言葉が
うまく伝わらないと笑ったり怒ったりしてごまかします。

お部屋の環境（明るさ・温度・テレビリモコン等）に反応しておしゃべりする
ロボットです。初期設定は全て音声で誘導してくれるので、目の不自由な
方も安心して操作が出来ます。音声による取扱説明書も準備しています。

本体に内蔵された7つのセンサーに触れることで時間、季節に応
じたおしゃべりを1,050のセリフの組み合わせで2,000通り以上
お話してくれます。

4904790-289033

4549660-176039

4543112-545954、4543112-545961

4904810-869863

4904810-972471

バンダイ

バンダイ

タカラトミーアーツ

タカラトミー

タカラトミー

6,480円（税別）

各13,500円（税別）

3,990円（税別）

15,000円（税別）

9,800円（税別）

縦18.5×横12×奥行10.5（cm)

縦18×横15×奥行11（cm)

パッケージ：縦30×横21×奥行22（cm)

パッケージ：縦22×横22×奥行22（cm)

パッケージ：縦20×横20×奥行16（cm)

単4×2本、LR44×2個

単2アルカリ×4本

単4アルカリ×4本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×4本、タカラトミーACアダプター TYPE5U対応

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon
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プリン

Ⓒ2016 T-ARTS

ⒸT-ARTS

ⒸT-ARTS

Ⓒ2012,2016 IWAYA CORP.

ⒸDisney, ⒸDisney.Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

音や声をさわろう

ムニュムニュ  ドレミファキャット

ムニュムニュ  ドレミファドッグ  全８種

今日から家族  なごみケーションにゃんこ シリーズ

もっとおはなしダッキー  全２種

いっしょにねんね  すやすやメロディ シリーズ  全３種

ムニュムニュして触り心地が良い、デフォルメされたネコ型の楽器です。
本体を上から軽く押すだけで、弱い力でも曲遊び（８種それぞれ異なり
ます）と音階遊びが楽しめます。８種揃えると本格的な鍵盤遊びも可能
です。本体の底面に貼れる点字シールを希望者に無料で差し上げます。

ムニュムニュして触り心地が良い、デフォルメされたイヌ型の楽器です。
本体を上から軽く押すだけで、弱い力でも曲遊び（８種それぞれ異なり
ます）と音階遊びが楽しめます。８種揃えると本格的な鍵盤遊びも可能
です。本体の底面に貼れる点字シールを希望者に無料で差し上げます。

話しかけたり、頭・背中・喉をなでると、頭としっぽをフリフリおしゃ
べりします。おしゃべりは100種類以上。ときどき、頭を使う様な
質問をしてきます。しっぽをにぎると猫の鳴き声に変わるので、
ペットの様に楽しむ事もできます。３段階の音量調節ができます。

抱き心地抜群の犬のぬいぐるみです。頭をなでたり、手を握ったり、
話しかけたりすると、人間の言葉でお話しします。自分から話しかけて
きたり、ひとり言を言ったりもします。お話は3,000語以上！季節や時
間に合わせてお話ししたり可愛い声でお歌も３０曲、歌ってくれます。

ぐずり泣きに効果がある胎内音と、耳に心地よいゆったりテンポ
のメロディが赤ちゃんをやさしく眠りに誘ってくれるぬいぐるみ
です。楽曲が全部で5曲あり、ボリュームも３段階から選べます。

（ド）ドラネコ:4904790-284441、(レ）ハチワレネコ:4904790-284458、（ミ)ミケネコ:44904790-284465
(ファ）ファンタジーキャット:4904790-284472、(ソ)ソライロキャット:4904790-284489、(ラ)ライムキャット:4904790-284496
(シ)シャムネコ:4904790-284502、(ド↑)トラネコ:4904790-284519

(ド)シバ茶:4904790-288333、(レ)パグ：4904790-288340、(ミ)チワワ:4904790-288357
(ファ)ハスキー:4904790-288364、(ソ)ダルメシアン:4904790-288371、(ラ)ビーグル:4904790-288388
(シ)シバ白:4904790-288395、(ド↑)トイプードル:4904790-288401

4966510-860014、4966510-860021（三毛猫）

プリン:4904790-516047、マシュマロ:4904790-526206

ベビーミッキー：4904810-456933、ベビーミニー：4904810-456940、くまのプーさん：4904810-456964

タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツ

イワヤ

タカラトミーアーツ

タカラトミー

各1,200円（税別）

各1,200円（税別）

各8,000円（税別）

各12,800円（税別）

各4,980円（税別）

縦4×横6×奥行8（cm)

(ド)(ミ)(ファ)(シ)：縦4.5×横6×奥行6（cm)、(レ)(ソ)(ラ)(ド↑)：縦3.8×横6×奥行6（cm)

縦21.5×横17×奥行26（cm)

パッケージ:縦23×横26×奥行33（cm)

縦18×横30×奥行17.5（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

単2アルカリ×4本、コイン型CR2032×1個（付属）

各単3アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

マシュマロ
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ⒸDisney/Pixar

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ⒸEPOCH

一緒にあそぼう

くるくるチャイム

にぎって！おとして！くるコロタワー

きってねシリーズ

シルバニアファミリーシリーズ

なみなみボール  おしゃべりくるくるロケット  トイ・ストーリー

ボールを入れるとくるくる回って、ベルをチリンと鳴らし出てきます。
トレイ付きでボールが散らばらず、盲児にも遊びやすい玩具です。
物を握り、決められた位置で離す力、集中力等を伸ばします。

ボールを入れるとポンッと音がして、玉が落ちる間、同時にメロディとお
しゃべりが流れる1.5歳からのたまおとし遊びです。ボールが落ちてく
るとキラキラ回転板が一緒に回り、光と音両方で楽しめます。バイキン
城のシャッターを閉めると、ボールを本体の中に収納する事ができます。

本物のようにサクッと切れる、人気の食べ物シリーズ。切ったり、
盛りつけたり、ままごと遊びの楽しさがグンと広がります。

ミニチュアサイズで忠実に再現された家具・遊具・お家・お店等と
擬人化した動物で構成されています。普段触ることのできない
物の形を知ることができ、家の構造や家具の配置などを立体的に
確認できます。

ロケットのてっぺんの穴からボールを入れると、ロケットの内側を
くるくる回りながら落ちてきます。ボール落しの遊びがすべてサウ
ンドで誘導してくれます。ボールのトレイ付きなので目の不自由な
子でも安心して繰り返し遊ぶことが出来ます。

4904810-963042

4944121-546763

4975201-179915

タカラトミー

くもん出版

ジョイパレット

ローヤル

エポック社

4,980円（税別）

4,000円（税別）

4,300円（税別）

各450～750円（税別）

各450～14,800円（税別）

単4×2本

縦36×横25.5×奥行22.5（cm)

縦27.2×横22.2×高32（cm)

縦31.7×横25.7×奥行26.5（cm)

各種

各種

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

ショートケーキ

トマト

メロン

さんま

タイ

ミカン

カボチャ
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Ⓒ1976，2018 SAＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ． APPROVAL No.S590422

ⒸDisney ⒸDisney/Pixar  ⒸDISNEY. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

Ⓒ TOMY

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

一緒にあそぼう

ディズニー マジカルモール ご注文どうぞ★
２ウェイレストランキッチン

ディズニーマジカルマート  英語と日本語!
スキャンでおしゃべり★ドリームレジスター

ピピッとおかいもの！アンパンマンレジスター

リカちゃん  おさつスィッと  おかいものレジスター

ハローキティ  りょうりも！おかいものも！
キッチン♥レジスター

真ん中の仕切を境に、前後ろでキッチン遊びとレストラン遊びの
２ウェイで遊ぶことができるままごとセットです。各食材や小物は
それぞれ判り易い形状で、ディズニーキャラクターのおしゃべりで
遊びがさらに盛り上がります。

英語と日本語でおしゃべりする、ディズニーのレジスターです。ディズニーキャラク
ターのモチーフのかわいい食材が6種付いています。これらを本体中央のスキャ
ナーにかざすと金額や食材の名前を読み上げるほか、キャラクターたちがおしゃべ
りしてくれます。4種のモードは、それぞれ日本語と英語で楽しむことができます。

大人気のアンパンマンレジスター！！本体のスキャナーとハンドスキャナー
の２つでスキャン遊びが楽しめます。また、付属小物のバーコードをかざ
すと商品名と金額を読みあげ、本格的なレジ遊びが楽しめます。知育遊
びの「数字モード」で数字を覚えたり、「計算モード」でお勉強もできます。
新機能の「スマートフォン」や「ポイントカード」を使った遊びも楽しめます。

リカちゃんのお店の開店準備からお会計までの一連のままごとを
様々なお買い物イベントの音声と共に楽しめます。触って楽しめる
食材や小物も豊富に入っており、ショッピングカートからお買物
かごを取り出し、ハンドスキャナーでお会計遊びまで楽しめます。

女の子の大好きなキッチンとレジスターが１つになったよくばり
なアイテムです。片面はキッチン、お料理が楽しめます。片面はレジ
スター、スキャナーを使ってレジ遊びが楽しめます。触ってわかる
立体形状の小物も付いてます。

4971404-313835

4904810-898535

4904810-861355

4904810-971672

4979750-793431

アガツマ

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

セガトイズ

6,000円（税別）

6,000円（税別）

7,000円（税別）

7,980円（税別）

6,980円（税別）

単3アルカリ×3本

縦48×横35.5×奥行36（cm)

横30×高さ27×奥行20（cm)

横33×高さ27×奥行22（cm)

パッケージ：縦31×横42×奥行21（cm)

縦23×横26.5×奥行18.5（cm)

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×3本、単4アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

ⒸDisney ⒸDisney/Pixar, FIAT™
 ⒸDisney. Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard. E.H.Shepard.
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

一緒にあそぼう
いっしょにおいしゃさんごっこ♪
げんき１００ばい  アンパンマンびょういん

おべんとうあたためますか？
いっぱいおかいもの！アンパンマンコンビニ

かまどでやこう♪ジャムおじさんのやきたてパン工場

おみせいっぱい！  ピカピカ光る！  アンパンマン  フードコート

ようこそ！  たのしい！  パンこうじょうハウス

アンパンマンとおいしゃさんごっこしよう♪アンパンマン人形が患者さん。おしゃ
べりするちゅうしゃ、たいおんけい、ちょうしんき、しんだんき等ギミックいっぱい！
ちょうしんきは、アンパンマンの頭、おなか、それ以外の場所でおしゃべりが変わり
ます！びょういんを閉じるとかわいい救急車に変身！おかたづけもばっちりです。

アンパンマンとドキンちゃんが店員さんのコンビニ！アンパンマン
とばいきんまんの形をした肉まんやお弁当、サンドイッチなど
コンビニらしい小物がたくさん！店員さん、お客さんになってコン
ビニごっこ遊びが楽しめます。

アンパンマンたちのかわいいパンでパン屋さんごっこ遊びができ
ます！パンをかまどにいれると楽しい音楽が流れて、ふいごボタン
を押すと更に「ボー」っと炎が燃えてパンが焼けます。レジにパンを
かざすとピッ！とレジが光っておかいもの遊びも出来ます。

ピカピカ光る看板が特徴のアンパンマンのフードコートです。お店を選んで注文すると
それぞれのキャラクターがおしゃべりしてくれます。呼び出しベルのブザー音が鳴った
ら、受取り口から受取り、お水サーバーでお水を注いで、いただきます！食べ終わったら
返却口へ返却して、フードコートの流れを楽しめます。ギミック箇所では効果音やセリフ
が流れ、看板上部のボタンや食べ物の小物等、触ってわかるように配慮されています。

「パン工場」をモチーフとしたドールハウス。表面は「お部屋スペー
ス」、裏面は「パンこうじょうスペース」になっており、表裏2面に
お子さまが繰り返し遊びたくなる仕掛けが盛りだくさんでたっぷり
遊べます。

4979750-795718

4979750-788949

4979750-798757

4979750-797163

4549660-002895

セガトイズ

セガトイズ

セガトイズ

セガトイズ

バンダイ

5,980円（税別）

5,500円（税別）

5,980円（税別）

6,980円（税別）

6,458円（税別）

縦23×横26×奥行14（cm)

縦28.8×横52×奥行9.3（cm)

縦16×横32×奥行16（cm)

縦29.4×横37.4×奥行17.4（cm)

縦28×横29×高24（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×2本

単3アルカリ×2本

単3アルカリ×4本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池
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Ⓒ TOMY / designed by Suzuka Yoshida.
Ⓒ1976, 2018 SANRIO CO, LTD. APPROVAL NO.S590453

一緒にあそぼう

こえだちゃん キキ&ララ 月のおうち ミルキーウェイ

スライムスクイーズ

ふわもこスライム

こえだちゃんの木のおうち

スライム

過去に大ヒットした「キキ&ララ 月のおうち」をこえだちゃんシ
リーズで復刻した商品です。キキとララの人形以外に星のモチー
フの家具もたくさん入っており、すぐに遊ぶことが出来ます。同シ
リーズ商品と併せて触覚で世界観が楽しめます。

ふしぎな物体スライムの姉妹品です。伸ばしたり、ちぎったり、丸めると
あらふしぎ！弾むボールになってしまう、触って楽しいおもちゃです。

ふしぎな物体スライムの姉妹品です。伸ばしたり、ちぎったり、丸め
たりふわふわもこもこ感のある不思議な感触の触って楽しいおも
ちゃです。

触っても楽しい仕掛けや、かわいらしいデザインで、こえだちゃん
の世界でのミニドール遊びを演出します。木のおうちは右下の
手動ハンドルを時計廻りに回すとエレベーターを屋上まで移動
させることができます。

ひんやり、ぐんにゃり、ふしぎな物体！スライムは独特な感触が、お子様の好奇心を
刺激する愉快なおもちゃです。でっかい180ｇ入りのスライムと80ｇ入りのミニ
スライム、スライムカラーズ（ブルーとオレンジ）各80ｇ入りの4種類が有ります。

スライムスクイーズ：4975430-512095
スライムスクイーズ カラーチェンジ：4975430-512101
スライムスクイーズ ギャラクシー：4975430-512118
スライムスクイーズ グローインザダーク：4975430-512125

パールピンク：4975430-512354、パールエメラルド：4975430-512361
パールイエロー：4975430-512378

スライム：4975430-511272、ミニスライム：4975430-511289
スライムカラーズ ホットオレンジ：4975430-511302、スライムカラーズ クールブルー：4975430-511296

メガハウス

メガハウス

メガハウス

タカラトミー

各980円（税別）

各680円（税別）

スライム：780円（税別）、ミニスライム・スライムカラーズ：480円（税別）

5,800円（税別）

縦7.8×横7.8×高2.5（cm)

縦6.0×横6.0×高7.5（cm)

スライム：縦7.5×横7.5×高9.5（cm)、ミニスライム・スライムカラーズ：縦6×横6×高8（cm)

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

Ⓒ2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon,
Slime and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Ⓒ2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon,
Slime and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Ⓒ2018 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon,
Slime and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

4904810-109853

4904810-111672

タカラトミー 5,980円（税別） 奥行27×横27×高39（cm)

奥行10×横33×高29（cm)

メーカー 価　格 サイズ

サイズ

Ⓒ TOMY / designed by Suzuka Yoshida.※お人形とお部屋・家具は別売
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Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

一緒にあそぼう

リカちゃん  わんにゃんトリマー  にぎやかペットショップ

リカちゃん  ハウス
チャイムでピンポーン  ひろびろゆったりさん

リカちゃん  スイスイ走るよ！電動じてんしゃ

リカちゃん  家具シリーズ

リカちゃん  ドキドキちょうしんき！リカちゃん病院

手触りが異なる10種の小さなペットたちのトリマー遊びが楽しめ
ます。シャワー、シャンプー、ドライヤー、ブラッシング、トリミング、
リボンといった一連の遊びがリアルな効果音とともに楽しめます。

玄関のチャイム音がごっこ遊びを盛り上げます。ひろびろとしたお
うちには固定化された2段ベッドやお風呂、トイレなどが配置されて
います。閉じるとコンパクトな箱型になるので、お片付けも簡単です。

双子の妹、ミキちゃんとマキちゃんを乗せて、リカちゃんが運転
できる電動の補助付き自転車です。前カゴと後部座席は取り外し
も可能です。ハンドルで前輪を曲げると、円を描くようにゆっくり
走ります。

リカちゃんハウスと一緒に遊べるリカちゃんサイズの家具や家電の
シリーズです。せんたくきは中のドラムがぐるぐる回転する家電の
おもちゃシリーズです。本物のような動きでごっこ遊びが楽しめます。

聴診器をあてるとリカちゃんの声で診断結果を教えてくれます。
20種類以上の診断結果に合わせて、お手当て用マスクやギブス・
注射器などの治療グッズを使って病院遊びが楽しめます。

4904810-897262

4904810-811244

くるくるおせんたくしましょ：4904810-441779
おそうじだいすき：4904810-451631
こおりコロコロれいぞうこ：4904810-451624

4904810-875819

4904810-853152

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

5,980円（税別）

2,500円（税別）

1,500円～（税別）

5,980円（税別）

6,980円（税別）

パッケージ：縦26×横36×奥行16（cm)

縦14×横24.5×奥行9.5（cm)

各種

パッケージ：縦26×横36×奥行20（cm)

パッケージ：縦30.5×横52×奥行19（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×1本

各種

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

※人形・ドレス・洗濯機や冷蔵庫・大型キッチンなど一部小物は別売です。 

※人形は別売です。

※人形・ドレス・一部小物は別売です。

※一部ペットや小物は別売です。

※人形は別売です。
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ⒸDisney ⒸDisney/Pixar  ⒸDISNEY. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ⒸDisney. ⒸDisney/Pixar ⒸDisney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ⒸNHK

ⒸDisney 

Ⓒ2018  テレビ朝日・東映AG・東映

一緒にあそぼう

ディズニー  マジカルモール
英語と日本語！”ピッ”とおかいもの★おしゃべりコンビニ

ちいさなプリンセス  ソフィア
アバローのミュージカルコンパクト

ガラピコぷ～  チョロミーの星のペンダント

ダブル変身銃 DX VSチェンジャー
パトレン１号セット／ルパンレッドセット

ディズニー  マジカルモール
おしゃべりたくさん★くるりんアイスクリームショップ

ディズニーキャラクターがモチーフのおしゃべりも楽しいコンビニまま
ごとセットです。陳列棚からレジスターまで一連でコンビニ遊びを再現して
います。付属の15種の小物はそれぞれ形状もはっきりしており、ハンドス
キャナーで金額を教えてくれます。英語と日本語の切替スィッチもあります。

「ちいさなプリンセス ソフィア」の大人気の歌が歌えるコンパクトです。
コンパクト中央のハートボタンを押すだけでソフィアのおしゃべりや、
オープニングテーマソング（全5種）を楽しむことができます。

NHKおかあさんといっしょで放映中の人形劇「ガラピコぷ～」の
劇中でチョロミーが着けている星のペンダントのおもちゃです。
中央の星ボタンを押すと番組のテーマ曲や3曲の音楽が歌入りで
流れます。その他、ボタンを押すとキラーンという効果音が流れます。

パトレン1号、ルパンレッドにそれぞれ変身！さらに、出撃サウンドが
発動！別売りのVSビークルを集めて変身！

ディズニーのマルチキャラクターがモチーフのアイスクリーム
ショップです。キャラクター毎に微妙に形状の異なるアイスをコーン
やカップに積んで遊んだりキャラクターボイスやガイドボイス
（全３０種）がアイスクリーム屋さんごっこを盛りあげてくれます。

4904810-964933

4904810-895640

4904810-857792

パトレン１号セット：4549660223191
ルパンレッドセット：4549660223023

4549660-003083

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

バンダイ

バンダイ

6,000円（税別）

4,000円（税別）

4,000円（税別）

3,500円（税別）

各4,200円（税別）

パッケージ：縦27×横31×奥行22（cm)

縦21×横26×奥行24（cm)

パッケージ：縦27×横19.5×奥行5.5（cm)

縦15×横15×奥行7（cm)

パッケージ：縦32.5×横31×奥行8.5（cm)

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池
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Ⓒ2018  石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

Ⓒバードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

Ⓒ2018  石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

ⒸABC-A・東映アニメーション

ⒸABC-A・東映アニメーション

一緒にあそぼう
変身ベルト  DXビルドドライバー

カメハメハボール

回転剣銃  DXドリルクラッシャー

変身タッチフォン♥プリハートDX

メロディソード

フルボトル2個付属 DXビルドドライバーにフルボトルを2本セット！レバーを
回すと回転ギミックが発動し、光とともに変身音が発動します！再びレバーを
回すと回転ギミックが発動し、光とともに必殺音が発動します！付属のラビッ
トフルボトルとタンクフルボトルで、仮面ライダービルド ラビットタンクフォー
ムに変身！さらに別売りのフルボトルでフォームチェンジも楽しめます。

あの「カメハメ波」を気弾形状で再現！タッチセンサー、加速度センサー
が内蔵されており、気の高まりを音と振動で体感することが可能！

フルボトル１個付属 ブレードモードとガンモードの2モードに変形！
〈ブレードモード〉トリガーを引くとドリルがモーターで電動回転！
LEDが発光しメーターが可動！攻撃音が発動します。〈ガンモード〉
トリガーを引くとLEDが発光してメーターが可動！攻撃音が発動
します。各モードでフルボトルをセットして必殺技！

HUGっと！プリキュアの変身アイテムです。3人のプリキュアへの
なりきり遊びができます。ミライクリスタルをつけて本体をハート
モードに変形させ、ぎゅ～っと抱きしめると、番組と同じ光と音の効果
でプリキュアへの変身あそびができます。ミライクリスタル全種認識。

HUGっと！プリキュアの武器アイテムです。レインボーに光る
LEDと８つのハートボタンで、なりきりあそびの他、演奏遊びが
たっぷり楽しめます。ミライクリスタル全種認識。商品には3つの
ミライクリスタルが付属します。

4549660-144496

4549660-191292

4549660-142881

4549660-209645

4549660-191285

バンダイ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

3,800円（税別）

オープン価格

5,500円（税別）

オープン価格

オープン価格

縦10.5×横10.5×奥行10.5（cm)

でんわモード：縦12×横6×奥行4（cm)

縦35×横10×奥行5（cm)

パッケージ：縦30×横39×奥行10（cm)

パッケージ：縦28×横37.5×奥行8.5（cm)

単4×3本

単4×2本

単4×2本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池
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一緒にあそぼう
ゲームロボット25

ゲームロボット50

大回転オセロ

本格リバーシ

きのこの山vsたけのこの里  オセロゲーム3

小さなボディに25種類の多彩なゲーム！さまざまな能力を駆使して
多彩なゲームにチャレンジできます。イヤホンをつければ、いつでも
どこでも気兼ねなく遊べます。視覚障害の方でも遊べるゲームが
15種類入っています。

光と音で体感！大人も子供も楽しめるゲームが登場！脳を刺激する
50種類のゲームをこの1台に集約しました。音感・記憶力・判断力・
推理力・瞬発力・計算力を磨きましょう。視覚障害の方でも遊べる
ゲームが34種類入っています。

盤とオセロ石が一体となった究極のオセロ。石を回転する事によ
り白石と黒石が盤面に現れます。黒石の表面と盤上の枠線に凹凸
が有り、触って確認する事ができます。石がずれる事がないので、
対局を途中で保存することもできて、片付けも簡単です。

視覚障害をお持ちの方と共同開発！ストレスフリーのリバーシ
ゲーム。ポイント①駒に入ったシボで、触っただけで表裏が確認で
きる。②ゲーム盤の中央のドットがあり、スタート準備がしやすい。
③ゲーム盤には溝があり、駒がずれにくく遊びやすい。

明治製菓のチョコスナック「きのこの山」と「たけのこの里」の立体コマを
使った６×６のオセロゲームです。リアルな形状を触って「きのこの山」と
「たけのこの里」の形を認識することができます。また盤面が穴状になって
いてコマを差し込んでいくため、コマがずれることが有りません。同じ盤面
を使ってオセロの他にはさみ将棋と四目ならべで遊ぶこともできます。

4977513-057707

4977513-058254

4975430-507084

4977513-058919

4975430-511258　

ハナヤマ

ハナヤマ

メガハウス

ハナヤマ

メガハウス

2,980円（税別）

4,980円（税別）

3,300円（税別）

オープン価格

1,980円（税別）

縦11.5×横5.8×高2.6（cm)

縦18.7×横11.9×高5.5（cm)

縦30×横30×高3.5（cm)

縦29.2×横36.7×高4（cm)

縦16.8×横16.8×高3（cm)

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

電　池

電　池

TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse

Ⓒmeiji
TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse

Othello®、オセロは登録商標です。

Othello®、オセロは登録商標です。
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

Ⓒ TOMY

一緒にあそぼう

アンパンマンのドキドキアンパンチ！

黒ひげ危機一発

あけてドッキリ!!  トイレから花子さん

も～っとドキドキ!!  番犬ガオガオ-ネコの手MIX-

ガブガブばいきんまん

４キャラクターのスティックをバイキンじょう型の本体のミゾに
差し込み、当たりの場所に差し込むとばいきんまんが飛び出す
ハラハラ！ドキドキ！のゲームです。

黒ひげの人形をセットした樽の穴に順番に剣を差込み、飛び出さ
せた人が負けというハラハラドキドキのパーティーゲームです。
剣の形は触っても明快で、ゲームの結果は人形の飛び出し音でも
判ります。

学校の怪談「トイレの花子さん」がモチーフのドキドキアクション
ゲームです。順番にルーレットを回して、出た回数分だけ便器のフタ
を開け閉めします。運が悪いと便器の中から突然、花子さんが飛び出
して、飛び出した人が負けとなります。触って形がわかるリアルな作
りと大きなアクションでゲームの結果がわかりやすくなっています。

いびきをかいて居眠りをしているガオガオのエサ箱からホネを取ってい
くと突然ガオッと起き上がります。リアルな音声と大きな動きが楽しい
アクションゲームです。起き上がる確率が高い猛犬モードに加え、おじゃま
パーツやネコの手ピンセットが追加され、さらにドキドキ度がアップしました。

口を開けるとゲームスタート、8本ある歯の内、1本がはずれで、
はずれを押すと口が勢いよく閉じるハラハラドキドキのゲームです。
ゲームの結果が動作と音声でわかります。

4971404-312609

4971404-312791

4904810-398110

4975430-511555

4975430-511562

アガツマ

アガツマ

タカラトミー

メガハウス

メガハウス

3,300円（税別）

2,200円（税別）

1,980円（税別）

1,980円（税別）

3,980円（税別）

縦11×横16×奥行11.5（cm)

縦22×横14×奥行14（cm)

縦19.5×横13.5×奥行13.5（cm)

縦10×横10×高20（cm)

縦18×横13×高19（cm)

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

電　池

電　池
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ⒸDisney. ⒸDisney/Pixar ⒸDisney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ⒸBenesse Corporation／しまじろう

ⒸDisney/Pixar 

ⒸPILOTINK

Ⓒ TOMY

うさぎマークのおもちゃ

ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ
おえかきせんせい

しまじろう  おえかきせんせい

カーズ３  せんせい

スイスイおえかき  赤

アプリでうごく！おえかきせんせい

絵や字を手を汚さずに何度も描いたり、消したりできます。２種の
スタンプのほかに「ディズニーのおえかきシート」が３枚付属して
います。本体が薄くて軽いので、持ち運びや収納にも便利です。

絵や字を手を汚さずに何度も描いたり、消したりできます。２種の
スタンプのほかに「しまじろうのおえかきシート」が２枚付属して
います。本体が薄くて軽いので、持ち運びや収納にも便利です。

〈ライトニング・マックィーン〉のコロコロスタンプや黒ペンを使って
楽しめるおえかきボードです。何度でも簡単に描いたり、消したり
できるのでコミュニケーションボードとしても活用できます。本体
は薄くて軽いのでお絵かきもし易く、手を汚す心配もありません。
また持ち運びや収納にも便利です。

お水の入ったペンでシートに描くと発色し、乾くと筆跡が消えるの
で繰り返し使用できます。手や服・お部屋を汚さず、大きなシート
でのびのびとおえかきあそびが楽しめます。

絵や字を手を汚さずに何度も描いたり、消したりできます。２種の
スタンプのほかに「おえかき・ひらがなシート」が３枚付属してい
ます。更にスマートフォン用のアプリを使えば、描いたイラストを
撮影し、色を塗ったり動かしたりすることも出来ます。

4904810-974130

4904810-877448

4904810-895848

4904810-895855　　　　　

4977554-229064

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

パイロットインキ

4,980円（税別）

4,300円（税別）

3,980円（税別）

4,980円（税別）

2,980円（税別）

縦34.4×横44×奥行6（cm)

縦34.4×横44×奥行6（cm)

縦34.4×横44×奥行4.3（cm)

縦34.4×横44×奥行4.3（cm)

縦78×横78（cm)

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

価　格

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ
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・ このカタログに掲載されているおもちゃは、
 日本点字図書館扱い以外、玩具店でお買い求めになれます。
・ 時期によっては、お買い上げいただけない場合がございます。
・ 商品の価格はメーカー希望小売価格を表示してあります。

カタログ掲載商品お問い合せ先（あいうえお順）

（株）アガツマ
〒111-8524
東京都台東区浅草橋3-19-4
TEL.03（5820）1171／FAX.03（5820）1179

イワヤ（株）
〒121-0816
東京都足立区梅島2-14-7
TEL.03（3889）6115／FAX.03（3889）6140

（株）エポック社（お客様サービスセンター）
〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
TEL.029（862）5789／ＦＡＸ．０29（862）1180

（株）カワダ 長野工場 お客様サービス課
〒389-0514
長野県東御市加沢1409
TEL.0268（62）1819／ＦＡＸ．0268（７１）０９２４

（株）くもん出版
〒108-8617
東京都港区高輪4-10-18京急第1ビル13階
TEL.0120（373）415／FAX.03（5421）1612

コンビ（株）コンシューマープラザ
〒339-0025
埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.048（797）1000／ＦＡＸ．０48（798）6109

（株）ジョイパレット
〒111-0051
東京都台東区蔵前1-8-2東邦ビル
TEL.03（3864）1151／FAX.03（3864）7501

（株）セガトイズ お客様相談センター
〒111-0053
東京都台東区浅草橋5-20-8　CSタワー４F
ナビダイヤル.0570-057-080／FAX.03（5829）9336

（株）タカラトミー（お客様相談室）
〒124-8511
東京都葛飾区立石7-9-10
ナビダイヤル.0570-04-1031／ＦＡＸ．０３（５６5０）１０４７

（株）タカラトミーアーツ（お客様相談室）
〒124-8511
東京都葛飾区立石7-9-10
ナビダイヤル.0570-04-1173／ＦＡＸ．０３（5650）１０４７

パイロットインキ（株）玩具事業部 お客様相談室
〒466-8588
愛知県名古屋市昭和区緑町3-17
TEL.052（732）4924／FAX.052（732）4943

（株）ハナヤマ
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町1-25秋葉原鴻池ビル6F
TEL.03（5298）2244／FAX.03（5298）2250

（株）ハピネット（お客様窓口）
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-5駒形CAビル
TEL.0120-755-995／FAX.０３（５８２８）６３５３

（株）バンダイ お客様相談センター
〒277-8511
千葉県柏市豊四季241-22
ナビダイヤル　0570-041-101
PHS、IP電話等をご利用の方は
04-7146-0371におかけください。

（株）増田屋コーポレーション
〒111-8678
東京都台東区蔵前2-6-4
TEL.03（3861）0152／FAX.03（3861）2407

（株）メガハウス
〒111-0043
東京都台東区駒形2-5-4
TEL.03（3847）1740／FAX.03（3842）5157

ローヤル（株）
〒111-0042
東京都台東区寿2-9-5
TEL.03（3842）4756／FAX.03（3844）1891

〒130-8611
東京都墨田区東駒形4-22-4

TEL.03（3829）2513／FAX.03（3829）2510 
2018年6月1日発行

発行：一般社団法人 日本玩具協会　共遊玩具推進部


