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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
●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

24 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
●感触の楽しい粘土

16 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
●声で文字や数、英語を教えてくれる知育玩具
●メロディーや音を出しながら移動するおもちゃ
●状況や動きを声や音で教えてくれるおもちゃ
●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
●会話やおしゃべり・クイズを楽しむおもちゃ
●声のメッセージをやりとりできるコミュニケーショントイ
●おもしろい声の変化などを楽しむおもちゃ

06
●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
●鳴き声やしぐさのかわいい動物たち

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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「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。

盲導犬マークとうさぎマーク

03



共遊玩具の玩具見本市等での展示風景・設営

東京おもちゃショー2019
会期： 2019年6月13日・14日（商談見本市）

 2019年6月15日・16日（一般公開）

会場： 東京ビッグサイト  西1～4ホール

このほかにも、視覚特別支援学校や自治体の展示・イベント等に、共遊玩具や説明パネル、ＤＶＤソフトの貸出しや、
おもちゃカタログの提供を行っています。貸出し等のご要望がございましたら、ご連絡下さい。
(ご相談の上対応させて頂きます。)

設営1

設営3

設営4

設営5

設営3

クリスマスおもちゃ見本市2019
（一般公開はありません）

会期：2019年9月4日・5日

会場： 東京都立産業貿易センター  台東館

設営2設営2

設営4

第46回 国際福祉機器展
H.C.R.2019
会期： 2019年9月25～27日

会場： 東京ビッグサイト  西・南展示ホール

設営5

全国視覚障害早期教育研究会
第21回岐阜大会
会期： 2020年1月25日・26日

※写真はすべて過去の会場の様子です。
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社会福祉法人日本点字図書館
デイジーマガジン

「にってんデイジーマガジン」は、日本点字図書館が発行する録音雑誌です。

登録者には毎月初に返却不要のＣＤが配布されています。

また、サピエ図書館という視覚障害者等が利用できる電子図書館にも、データがアップロードされますの

で、ご自身のＰＣや端末にダウンロードして利用している方も多くいます。

「にってんデイジーマガジン」に毎月掲載されるコンテンツは6雑誌です。そのうちの【ホームライフ】とい

う、料理・育児・新製品などの実用記事や、暮らしの情報・話題を掲載した雑誌の中で、年に数回共遊玩具を

紹介しており、実際のおもちゃの音を聴いていただくことができます。

〒169-8586
東京都新宿区高田馬場1-23-4
社会福祉法人日本点字図書館　図書情報課　
電話　03-3209-2442
Eメール ：tosyo@nittento.or.jp
ホームページ：　https://www.nittento.or.jp/index.html

て ただく とができます。

課　

.or.jp/index.html

お問合せ先

「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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 



カリカリいっぱい指遊び
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のアンパンマンのおも
ちゃです。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！

バンダイ 1,280円（税別）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 
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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

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！

ローヤル

バンダイ

コンビ

ローヤル

650円（税別）

1,380円（税別）

1,000円（税別）

900円（税別）

縦13×横6×奥行2（cm)

縦6×横14.5×奥行5.5（cm)

縦16.5×横11×奥行4.5（cm)

縦12×横12×高12.5～49（cm)

縦13×横13×高46（cm)

Ⓒ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

６ヶ月以上

８ヶ月以上

８ヶ月以上

６ヶ月以上

１０ヶ月以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

社会福祉法人日本点字図書館
デイジーマガジン

「にってんデイジーマガジン」は、日本点字図書館が発行する録音雑誌です。

登録者には毎月初に返却不要のＣＤが配布されています。

また、サピエ図書館という視覚障害者等が利用できる電子図書館にも、データがアップロードされますの

で、ご自身のＰＣや端末にダウンロードして利用している方も多くいます。

「にってんデイジーマガジン」に毎月掲載されるコンテンツは6雑誌です。そのうちの【ホームライフ】とい

う、料理・育児・新製品などの実用記事や、暮らしの情報・話題を掲載した雑誌の中で、年に数回共遊玩具を

紹介しており、実際のおもちゃの音を聴いていただくことができます。

〒169-8586
東京都新宿区高田馬場1-23-4
社会福祉法人日本点字図書館　図書情報課　
電話　03-3209-2442
Eメール ：tosyo@nittento.or.jp
ホームページ：　https://www.nittento.or.jp/index.html

て ただく とができます。

課　

.or.jp/index.html

お問合せ先

「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

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 
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ジャラットプレート

ひらいてぴょこん！

くろくまくんのかたちあわせトラック

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。

「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！

正しく入れることができると荷台があがり、ドッシャーンとピース
が出てきます。手で触って形を認識しながら形あわせすることで、
図形の認識力や手先の器用さを養うことができます。

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

くもん出版

アガツマ

3,000円（税別）

3,300円（税別）

3,800円（税別）

6,980円（税別）

単3アルカリ×3本

縦19×横18×高23（cm)

１０ヶ月以上

６ヶ月以上

縦31×横35×奥行33（cm)

Ⓒ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 

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

形 を さ わろう

電　池

電　池

〜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
アンパンマンのいたずらあそびトイ！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)

縦16×横27.5×高9（cm)

縦24×横9×高11（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

１歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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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

880～6,300円（税別）

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)

※「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。
Ⓒ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

電　池

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

３歳以上

８ヶ月以上

１.５歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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LD-01 だいすきリカちゃん ギフトセット

リカちゃん  シリーズ

メルちゃんのいもうと
おめめぱちくりネネちゃん入門セット

メルちゃん入門セット

ロングドレスやワンピース、さらにおしゃれな小物もついたリカ
ちゃんの入門セットです。髪の毛をアレンジして楽しめます。ドレ
スは後ろが開閉できて、着せ替え易くなっています。

女の子のあこがれを叶え、リカちゃんに自分を投影しながら、ごっ
こ遊びを楽しめます。テーマごとに異なる髪型・ドレスや小物等も
触って楽しむことができます。リカちゃん人形はすべて着せ替え
が可能です。

プリキュアの衣装を身に着けた、サラサラヘアの植毛ドールシリーズ
です。キャラクターごとに髪型や衣装もアニメと同様にしっかりと
再現されており、髪の毛や洋服、小物も触って楽しむことができます。

“メルちゃんシリーズ”はいつでもお子様のそばにいて、やさしさを
育むお人形です。はじめてメルちゃんに出会うお子さまに最適！
うさぎさんのデザインが可愛い基本セットです。「おやすみ」「おき
がえ」「おむつがえ」等の色々なお世話遊びが楽しめます。

はじめてのお人形のあそびにぴったりのセット。「おねんね」「おんぶ
だっこ」等、色々なお世話遊びが楽しめます。ネネちゃんは寝かせると
目を閉じ、起こすと目を開き、お風呂にいれると髪の毛がブロンドに
変化します。「ベビーチェア」等、このセットだけの可愛いパーツ入り。

タカラトミー

タカラトミー

パイロットインキ

パイロットインキ

4,980円（税別）

各種

6,200円（税別）

6,200円（税別）

パッケージ：縦26.5×横31.5×奥行4（cm)

パッケージ：縦26.5×横12.5×奥行4（cm)

縦29×横40×奥行20（cm)

縦29×横40×奥行16（cm)

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

ⒸABC-A･東映アニメーション

Ⓒメルちゃん　

Ⓒメルちゃん　

形 を さ わろう

プリキュアスタイル
キュアスター/キュアミルキー/キュアソレイユ/キュアセレーネ

バンダイ 各3,200円（税別）

縦24.0×横8.5×奥行4.5（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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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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アンパンマンのブロックシリーズ。3歳〜
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アンパンマンのブロックシリーズ。1.5
歳〜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）

500〜7,600円（税別）

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)

Ⓒ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

１.５歳以上

３歳以上

２歳以上

１.５歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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ダイヤブロック  ＢＡＳＩＣ ３５０

道具箱セット

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

磁石でパチッと！ ひらめきキューブシリーズ

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。「BASIC ３５０」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。

大工道具を模した知育おもちゃです。道具や部品を手の感触で確
かめながら遊ぶことで、それぞれの使い方を学習できます。認識力
や集中力を育み、また、指先の器用さを養いながら、創る楽しさを
実感しましょう。

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。

アンパンマンの磁石あそびトイ、ひらめきキューブシリーズ！N極S極
関係なくくっつく特別な磁石を使用しているので、誰でも簡単にキューブ
どうしをくっつけて遊ぶことができます！キューブのカタチは、△や□や
扇形など、キューブの種類がたくさんあり、様々な形を作って遊べます！

カワダ

マルカ

くもん出版

くもん出版

3,800円（税別）

1,800円（税別）

2,800円（税別）

3,200円（税別）

パッケージ：縦28×横35×奥行7（cm)

縦12×横29.5×奥行16（cm)

縦30×横52.4×高2.8（cm)

パッケージ：縦21×横22.7×高4（cm)

形 を さ わろう

バンダイ
アンパンマンごうセット：5,500円（税別）、バイキンUFOセット：3,500円（税別）、
パンこうじょうセット：1,980円（税別）、ドキンちゃんのスイーツショップセット：1,980円（税別）

アンパンマンごうセット：縦8×横8×奥行16（cm)、バイキンUFOセット：縦16×横16×奥行13（cm)、
パンこうじょうセット：縦12×横4×奥行11（cm)、ドキンちゃんのスイーツショップセット：縦12×横4×奥行8（cm)

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

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

３歳以上

１.５歳以上

５歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



トーマス  トミカシリーズ
映画ＴＶ「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。触って各キャラクターの形状を楽しむこと
ができます。

タカラトミー 各700円（税別）

パッケージ：縦3.9×横7.8×奥行2.7（cm)

TM

2019
2019

12

形 を さ わろう

新幹線変形ロボ シンカリオン
DXS101 シンカリオン Ｅ５はやぶさ ＭkⅡ
TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」に登場するヒーロー
ロボットです。プラレールの新幹線E5系はやぶさ3両編成からロ
ボットと鳥形のロボットに分かれて変形します。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。

タカラトミー 各6,000円（税別）

縦29×横40×奥行6（cm)

縦14×横6×奥行3.5（cm)

各種

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

Ⓒプロジェクト シンカリオン・ＪＲｰＨＥＣＷＫ/超進化研究所・ＴＢＳ

Ⓒ円谷プロ

Ⓒ2019 Gullane(Thomas)Limited.

トランスフォーマームービー  ターボチェンジシリーズ
映画「トランスフォーマー」に登場する、変形過程を楽しめるロボット
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。

タカラトミー 各1,200円（税別）

縦15.2×横17.8×奥行6.2（cm)

Ⓒ TOMY  Ⓒ2018 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & Ⓡ denote Japan Trademarks.

ウルトラヒーローシリーズ

ダイヤペット  トーマスシリーズ

人気のウルトラヒーローを全長約14センチにて再現する人気の
ソフビシリーズです。再現性の高いプロポーションで子供達を
夢中にさせ、個々の想像力で多様な遊びを楽しむことができます。

大人気のトーマスと仲間たちが作中の形状を基にリアルに再現
されたミニカートイです。タイヤと連動した連結棒の動きも手で
触って理解出来ます。またスケールをシリーズで合わせているので、
サイズ比較も楽しめます。

バンダイ

アガツマ

各600円（税別）

2,200～3,500円（税別）

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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

５歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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トミカ シリーズ

トミカプレミアム

ドリームトミカ 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、最近の人気車両までいろいろ揃っています。トミカの箱サイズに
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。

ハイディテールにこだわった「大人のためのトミカ」シリーズです。往年
の名車を中心に大人にとって憧れのモデルをラインナップされており、
今では直接見る事が難しい車両なども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。

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）

800円～（税別） 

600円～（税別）

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

形 を さ わろう

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。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)

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

パッケージ：高4.1×横7.8×奥行3.9(cm)

縦4×横7.8×奥行3.9(cm)

Ⓒ Benesse Corporation／しまじろう　Ⓒ 2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.　Ⓒ 2014 Nintendo　™ & Ⓒ Universal Studios

※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.

カーズ トミカ
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」などに登場するキャラクターを再現したダイキャスト製の
ミニチュアカーです。さまざまな車の形状を触って楽しむことが
できます。

タカラトミー 各800円（税別）

各種

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

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

６歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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アニア シリーズ
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。

（一部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あげます。）

タカラトミー レギュラーサイズ：各600円（税別）、ラージサイズ：各900円（税別）

レギュラーサイズ：縦6×横8.9×奥行5（cm)、
ラージサイズ：縦7×横13.8×奥行5（cm)

Ⓒ TOMY

カプセルアニア シリーズ

アニアフレンズ 全１２種

動物(恐竜）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。

かわいらしいペットのお世話遊びができるアニアシリーズです。
各セットの中には可動式のフィギュア(犬か猫）の他にペット用品も
付属しています。商品パッケージはペットのお家として楽しむこと
もできます。なにが出るかはお楽しみに！

タカラトミーアーツ

タカラトミー

各300円（税込）

各600円（税別）

縦4×横9.2×奥行5（cm)

縦7×横8.5×奥行5.5（cm)

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

ⒸCHIBI-ROCK  Ⓒ2015,2016,2018 IWAYA CORP.

Ⓒ2017 IWAYA CORP. 

パタパタおみみのおさんぽエイミー
パタパタおみみのおさんぽエマ

おいで！おいで！よってくる！ 部屋ともワンちゃんレトリバー

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。

本物の犬と遊ぶ様に手を叩いたり大きな声で呼ぶと、クルッと振り向き、
よってくるワンちゃんです。頭や背中をなでたり、抱っこすると反応が変わり
ますので、ふれあって楽しめます。よってきたワンちゃんを撫でたり抱っこ
したり繰り返して遊ぶと、ワンちゃんのリアクションが変わります。パフォー
マンスモードでは、音長認識でクルクル回ったり、歌ったり、ダンスをします。

イワヤ

イワヤ

各6,400円（税別）

12,000円（税別）

単3アルカリ×3本　

単3アルカリ×4本　

縦25×横20×奥行25（cm)

縦25×横15×奥行27（cm)

電　池

電　池

エマ

エイミー

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

６歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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形をさわろう

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

ポケットモンスター
モンスターコレクション・エクストラシリーズ
TＶアニメ・映画「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちの
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、ポケモンたち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 450円～（税別）

縦12×横8×奥行4（cm)

バズ・ライトイヤー（パッケージ）：縦33.5×横26.5×奥行16（cm)、
ウッディ（パッケージ）：縦42×横22×奥行14（cm)

トイ・ストーリー４  マイファーストフレンズシリーズ
映画「トイ・ストーリー４」に登場するメインキャラクター（バズ・
ライトイヤーとウッディ)の映画そのままリアルサイズフィギュア
です。頭や腕などを可動させて楽しむことができます。  
      

タカラトミー 各3,600円（税別）

ⒸDisney/Pixar    

昆虫の森 シリーズ
最強の挑戦者！ギラファノコギリクワガタ現る！！
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
して遊ぶこともできます。

タカラトミーアーツ 各380円（税別）

縦16×横9.5×奥行4.5（cm)

Ⓒ2019 T-ARTS

ⒸＬＥＶＥＬ-５/スナックワールドプロジェクト・テレビ東京  Ⓒ ＴＯＭＹ

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。武器や炎（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楽しむことができます。

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

３歳以上

４歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

チャップ

ヴィンサント

マヨネ

ブタ子

タカラトミー 1,000円～（税別）

縦22×横10×奥行7.8（cm)サイズ

メーカー 価　格

６歳以上対象年齢
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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で長く遊べるアンパンマンのおもちゃ
です。「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☆

鍵盤に合わせてアンパンマンとなかまたちのお人形がピョコピョコ
とびだします。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
引き出す応援ボイス入り！

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

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

６ヶ月以上

１歳以上

１０ヶ月以上

１歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



17

Ⓒ2017 IWAYA CORP. ⒸCHIBI-ROCK ⒸTKH

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ 

ⒸDisney

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

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アンパンマンの赤ちゃん
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たちが、
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。

イワヤ

バンダイ

タカラトミー

6,800円（税別）

1,980円（税別）

2,000円（税別）

縦36×横22×奥行15（cm)

縦20.5×横6.5×奥行3（cm)

縦14×横6.5×奥行3.2（cm)

単3アルカリ×3本

単4×2本

単4アルカリ×2本

音 や 声 を さ わろう

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

BIGサイズ！リトミックダンスアンパンマン
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。

バンダイ 7,500円（税別）

縦43×横21×奥行19（cm) 単3×3本

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

たっちでぴょんぴょんアンパンマン
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。

バンダイ 4,500円（税別）

縦26×横17×奥行15（cm) 単3アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

６ヶ月以上

６ヶ月以上

１.５歳以上

１歳以上

２歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



Ⓒ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 ⒸDisney/Pixar Ⓒ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 

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

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
動きが楽しく、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！

バンダイ

セガトイズ

タカラトミー

セガトイズ

3,980円（税別）

2,480円（税別）

3,000円（税別）

3,500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)

単4アルカリ×3本

単3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

18

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

１歳以上

１.５歳以上

３歳以上

８ヶ月以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

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
おしゃべりいっぱい！ガチャ®

１０種のディズニーキャラクターのボールを使ったガチャマシーン
です。本体横のレバーを下に引くとボールが転がり落ちます。１０種
のキャラクターボイスの他に英語の歌３曲、メロディ２曲も合わせ
て楽しめます。切り替えで英語と日本語の選択も可能です。

タカラトミー 6,480円（税別）

縦34×横32.3×奥行29.5（cm)サイズ

メーカー 価　格 １歳～３歳対象年齢
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Ⓒ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 

Ⓒ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
ノリノリおんがく キーボードだいすき

アンパンマン  森のマジカルボンゴ

アンパンマン  ミュージックでGO!
のりのりドライブハンドル

ライト＆オーケストラバイオリン ピンク／ブルー

アンパンマン キッズタブレットJr.

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。

打面が大きくて叩きやすく、楽しい音楽が全20曲収録されている
アンパンマンのボンゴです。打音も12種類に切替が出来るので
音や音楽でリズム感が養えます。アンパンマンとばいきんまんの
おしゃべりも内蔵されています。

音楽やおしゃべりの他にクラクションやウィンカーなど11種類の
ドライブ疑似体験での遊びが盛りだくさん!ドキンちゃんの交通
情報やばいきんまんの情景説明が音声で流れるのでリアルなドラ
イブ遊びが出来ます。

ディズニーの楽曲に合わせて、７色に光り、簡単に弾けるバイオリン玩具です。子ども用バイオリンと
して使われる「1/8分数サイズ」で設計されているので、持ちやすく遊びやすい！デモ音源が流れた後に
同じように弾いて練習する「レッスンモード」、覚えたメロディを一人で演奏する「演奏モード」、オーケス
トラの伴奏と一緒に演奏できる「オーケストラモード」と段階的に練習をすることでリズム感を養う
ことができます。収録楽曲はそれぞれ、ディズニーの人気楽曲7曲とクラシック楽曲8曲の全15曲です。

「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。

ジョイパレット

アガツマ

アガツマ

バンダイ

アガツマ

4,980円（税別）

3,500円（税別）

3,980円（税別）

各5,480円（税別）

3,980円（税別）

縦23.6×横49.5×奥行6.2（cm)

縦10.8×横21.4×奥行14.4（cm)

縦15.5×横23×奥行23（cm)

縦42×横15×奥行7（cm)

縦22.5×横29×奥行2（cm)

単3×3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×3本

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

８ヶ月以上

２歳以上

２歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



音や声をさわろう

20

プリン

ⒸT-ARTS

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

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

抱き心地抜群の犬のおしゃべりぬいぐるみです。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。

タカラトミーアーツ

タカラトミー

各12,800円（税別）

各4,980円（税別）

縦17.5×横14×奥行29（cm)

縦18×横30×奥行17.5（cm)

単2アルカリ×4本、CR２０３２ボタン×1個（付属）

単3アルカリ×2本

マシュマロ

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

もっとなかよしRobi Jr.

マイルームロビ

コミュニケーションに特化した「Ｒｏｂｉ」の幼少期のロボットです。
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。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、パソコンのスクリーンリーダーで読むことの
できる「テキスト版取扱説明書」をホームページで公開しています。

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できます。音声による取扱説明
書も準備しています。

タカラトミー

タカラトミー

15,000円（税別）

9,800円（税別）

縦20×横20×奥行17（cm)

縦17×横17×奥行13（cm)

単4アルカリ×4本

単4アルカリ×4本（タカラトミーACアダプターTYPE5U対応）

ⒸT-ARTS

ムニュムニュ  ドレミファキャット
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。

タカラトミーアーツ 各1,200円（税別）

縦4×横6×奥行8（cm) 単4アルカリ×2本

電　池

サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

０歳以上

６歳以上

６歳以上

８歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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Ⓒフジテレビ ⒸLudorm  plc.

Ⓒ TOMY   ＪＲ東海承認済　　　　　　

Ⓒ TOMY

Ⓒ TOMY

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)

チャギントン サウンドチャガーシリーズ

ビッグプラレール Ｎ７００Ｓ新幹線（確認試験車）

トミカ４Ｄ

キャストビークル  ドアーズアクション
パガーニ ゾンダ レボリューション

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（給油体験）
も楽しめます。

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。

全長２８cmのジャンボサイズに、サウンド満載した電車トイです。
手ころがしで走行音を楽しめます。ドアの開閉、ヘッドライト点滅等、
新幹線の楽しい遊びがたくさんつまっています。

車の形状を触って楽しめるだけでなく、動きによって変化する実車の
音と振動で車の臨場感を味わえます。車を上から押すだけでエンジン

（音＋振動）が始動し、手ころがしで走行させると、アクセル音・走行
音も楽しめます。車両の種類に応じて各種の音もすべて異なります。

ドアを閉じると実車から録音したリアルなサウンドと共に自動で
前進とバック走行をするダイキャストカー。走行時に鳴るサウンド
で車がどこにあるのかわかりやすい。触ると車の細やかなデザイ
ンや質感の違いを楽しめる。

増田屋コーポレーション

タカラトミー

タカラトミー

シー・シー・ピー

タカラトミー

2,480〜2,800円（税別）

2,980円（税別）

各1,600円（税別）

2,200円（税別）

4,800円（税別）

全長約33（cm)

縦15.1×横30.7×奥行14（cm) 単3アルカリ×2本

単3アルカリ×3本

※商品にトミカ（ミニカー）は入っていません。

音 や 声 を さ わろう

縦7×横11×奥行29（cm)

縦10×横14×奥行3（cm)

縦9.5×横17.5×奥行11（cm)

単3アルカリ×2本

テスト用ボタン電池(LR-44)×2個（付属） 

単4アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



音 や 声 を さ わろう

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

ミミクリーペットシリーズ
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
音をマネしながら、ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。
マネできる音の長さは最長６秒間。マネはしていても、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。

タカラトミーアーツ 各3,200円（税別）

縦13.5×横9.5×奥行12.5（cm)

ピーナッツクリーム メイプルブラウン ロップイヤー

ねえＨｅｌｌｏＰｉｋａ (ハロピカ)

こっちむいて！ Ｒｏｂｉ (ロビ)

Ｂｅｌｌｏ！ ミニオン／ボブ

話しかけると、話かけられた方向に顔を向けて、かわいくおしゃ
べりしてくれるポケットサイズのピカチュウのロボットです。いろ
んな音に反応して、様々なおしゃべりが楽しめます。

話しかけると、話かけられた方向に顔を向けて、目を光らせながら、
かわいくおしゃべりしてくれる手のひらサイズのＲobiです。いろ
んな音に反応して、様々なおしゃべりを楽しめます。脇の下をつつ
くと、くすぐったがることもあります。

映画「ミニオンズ」に登場するキャラクター「ボブ」のおしゃべり
フィギュアです。話しかけると、話しかけられた方向に顔を向けて
ボブとのおしゃべりが楽しめます。繰り返し何度も話しかけると
ハチャメチャ状態になり、おしゃべりが一層騒がしく変化します。

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

2,990円（税別）

3,500円（税別）

3,200円（税別）

単品：2,000円（税別）、セット：3,800円（税別）

縦13×横10×奥行7（cm)

縦13×横12×奥行9.5（cm)

縦8.5×横7×奥行6.7（cm)

縦10×横5.5×奥行2.5（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

単4アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

６歳以上

６歳以上

３歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

Ⓒ TOMY  ⒸDeAGOSTINI

™＆ⒸUniversal Studios

パンダ 和犬

Ⓒ TOMY  Tok Bak logo is owned by Haschel Toys Inc.USA,all right reserved

しゃべクル  シリーズ
自分の声を相手に送れる（送信距離約３０m）コミュニケーショントイ
です。自分の声を録音・再生・逆再生したり、ボイスチェンジや効果音

（２５種）を最大20人の相手に送ることができます。起動、着信等すべて
異なる音で知らせてくれます。パソコンのスクリーンリーダーで読むこ
とのできる「テキスト版取扱説明書」をホームページで公開しています。

単品（しゃべクル パープル） セット（しゃべクル ブルー＆オレンジ）
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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！
話しかけると、言葉に反応して、左右に動きながら歌ったり、しゃ
べったりするピカチュウです。反応できる言葉は全部で９つ。それ
ぞれ異なる反応をしてくれます。言葉がうまく伝わらなくてもピカ
チュウは反応してくれます。

タカラトミーアーツ 3,990円（税別）

縦18.5×横12×奥行10.5（cm) 単4アルカリ×3本
ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon

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

音 や 声 を さ わろう

ⒸDisney/Pixar 

トイ・ストーリー４
リアルサイズトーキングフィギュアシリーズ
映画「トイ・ストーリー４」に登場するキャラクター達のリアルサイ
ズフィギュアです。背中のひもを引っぱる・ボタンを押すなどで
日本語と英語の両方のおしゃべりを楽しめます。日本語と英語合わ
せて40種以上のセリフを収録！

各6,980円（税別）、エイリアンセットのみ5,980円（税別）

単4アルカリ×2〜3本  テスト用電池（内蔵）

ⒸDisney/Pixar 

トイ・ストーリー４　　　　            　　　　　　　　
英語と日本語！ おしゃべりフレンズシリーズ
映画「トイ・ストーリー４」に登場するキャラクターたちのおしゃべ
りフィギュアです。各人形を横に傾けるだけで各キャラクターの
台詞を楽しむことができます。さらにそれぞれ日本語から英語
モードに切り替えることもできます。

タカラトミー

タカラトミー

各2,700円（税別）

単4アルカリ×2本各種

各種

「チコちゃんに叱られる！」 チコっとボイスチェンジャー

ポケットモンスター ひらめきゲット モンスターボール

ＴＶキャラ「チコちゃんに叱られる」に登場するチコちゃんみたいな
声を作れるメガホン型のボイスチェンジャーです。声の高い人・
低い人に関わらず、皆がチコちゃんのような声でしゃべることがで
きます。「チコちゃんの決め台詞」をそのまま聞くこともできます。

ユーザーが思い浮かべたポケモンを言い当ててくれる不思議なモンスター
ボール型のロボット。ボールからの質問に「はい」「いいえ」「しらない」「びみ
ょう」で答えていくと、最後にボールがポケモンの名前を当ててくれます。
付属の「ポケモンメモ」に掲載されている各ポケモンの姿の特徴を言葉で
説明したテキストファイルと点字ファイルをホームページで公開しています。

タカラトミー

タカラトミー

2,200円（税別）

3,990円（税別）

縦22×横19×奥行12（cm)

縦19×横18×奥行10（cm)

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

５歳以上

６歳以上

６歳以上

３歳以上

４歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

「チコちゃんに叱られる！」 ⒸNHK　



きってねシリーズ
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。

ローヤル 450〜750円（税別）

各種

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

一 緒 に あ そ ぼう

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

ピピッとおかいもの！アンパンマンレジスター
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。

セガトイズ 6,980円（税別）

単3アルカリ×3本縦23×横26.5×奥行18.5（cm)

Ⓒ1976，2019 SAＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ． APPROVAL No.S600297

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
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。

アガツマ 6,000円（税別）

縦48×横35.5×奥行36（cm) 単4アルカリ×2本

ディズニーマジカルモール  英語と日本語!
おしゃべりいっぱい★2WAYスキャンレジスター
英語と日本語で二語文のおしゃべりも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11種付いており、これらに
スキャナーをかざすと金額や食材の名前を読み上げるほか、１６種のキャラク
ターたちがおしゃべりしてくれます。スキャナーは本体、ハンドの2WAYです。

タカラトミー 7,200円（税別）

縦19×横20×奥行18（cm) 単3アルカリ×3本
ⒸDisney ⒸDisney/Pixar ⒸDISNEY.Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H.Shepard.
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サイズ

メーカー 価　格

電　池サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

Ⓒ TOMY

リカちゃん LF-06 おしゃべりいっぱいリカちゃんキッチン
楽しいサウンドがいっぱいのリカちゃんのキッチンです。ＡＩロボッ
トが献立やスケジュール、メールを読み上げてくれたり、楽しいお
しゃべりでお料理やお手伝い遊びを盛りあげます。キッチン小物
もたくさん付いており、飾り棚や扉つきの吊戸棚、シンク下にも
収納ができ、遊び終わったらお片づけもできます。

タカラトミー 4,980円（税別）

パッケージ：縦26.5×横34×奥行12（cm) 単3アルカリ×3本電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

３歳以上

３歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢



Ⓒ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

かまどでやこう♪ジャムおじさんのやきたてパン工場
かまどでやこう♪ジャムおじさんのやきたてパン工場DX

くるっと♪はいっどうぞ
ドキンちゃんのラブリークレープ屋さん

アンパンマンタウン　
いっしょにあそぼう！ころころパンこうじょうハウス

いらっしゃいませ！  アンパンマンコンビニ

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。

アンパンマンたちのかわいいパンでパン屋さんごっこをしよう！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」っと炎が燃える音がして、パンを焼く
疑似体験が出来ます。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。DXはハンディーターミナル、ドリンクバー、人気のパン３個が付いた豪華なセットです。

ドキンちゃんと一緒に、楽しくクレープ屋さんごっこを楽しもう！10種類のトッピン
グを組み合わせ、柔らかいクレープ生地をくるっと包んでケースに入れると、可愛い
クレープのできあがり！クレープの組み合わせは全部で４５通り。レジスターのボタンを
押すと、ドキンちゃんのおしゃべりやクレープ屋さんのオリジナルメロディが流れるよ♪

「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。

アンパンマンとコンビニごっこしよう♪お弁当やおにぎり、アイス
やドーナツなど、コンビニらしい小物が17種類！おしゃべりする
ハンドスキャナーで商品をスキャンして、おかいものごっこを楽し
むことができます。

セガトイズ

セガトイズ

セガトイズ

バンダイ

セガトイズ

5,980円（税別）

5,700円（税別）

4,200円（税別）

5,980円（税別）

通常版：5,980円（税別）、DX：9,500円（税別）

縦23×横26×奥行14（cm)

縦32×横44×奥行8.2（cm)

縦8.5×横20.9×奥行10.1（cm)

縦28×横29×高24（cm)

縦16×横32×奥行16（cm)

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×2本、DXのハンディーターミナル：単４アルカリ×2本
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電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

１.５歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



Ⓒ TOMY　 Ⓒ TOMY / designed by Suzuka Yoshida.

ディズニー マジカルモール 英語と日本語！
トッピングのせよう★くるっとでてくるピザショップ

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

こえだちゃん  りんごのスーパーマーケット

ディズニーマルチキャラクターのピザを作ることができるおしゃべりも楽しい
ままごとセットです。オーダーボタンを押すと、ナレーターがオススメのピザを
教えてくれて、ピザの生地づくりからトッピング選びまでを楽しめます。４種のピザ
ソースは、裏面の浮き出したマークによって種類の違いを知ることができます。

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。

こえだちゃん人形を使って楽しめる、小物・家具付きのスーパー
マーケットです。自動ドアやエレベーターを操作しながら、店内の
お買い物ごっこが楽しめます。セット内の小物は形状がはっきり
していて、キャラクターの世界観をさわって楽しむことができます。

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

タカラトミー

エポック社

5,500円（税別）

4,000円（税別）

5,200円（税別）

5,980円（税別）

370～14,800円（税別）

縦27×横44×奥行15（cm)

縦21×横26×奥行24（cm)

縦26×横32×奥行15.5（cm)

縦39×横27×奥行27（cm)

各種

単4アルカリ×2本

単3アルカリ×2本

一緒にあそぼう

こえだちゃんの木のおうち
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。

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

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。

ⒸEPOCH

シルバニアファミリーシリーズ

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

Ⓒ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.

※セット内容以外のお人形やお部屋、家具は別売りです。



Ⓒ 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 かぞくでゆったりさん

LF-05 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

形が異なる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。

リカちゃん人形を使って楽しめる、小物も入っているおうちのセッ
トです。玄関のチャイム音がごっこ遊びを盛りあげます。ひろびろ
としたおうちには２段ベッドやお風呂、トイレなどが固定できます。
閉じるとコンパクトな箱型になるので、お片づけも簡単です。

双子の妹、ミキちゃんとマキちゃんを乗せられる電動の補助付き
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、中のドラムがリアルにぐるぐる
回転します。本物のような動きで、ごっこ遊びを楽しめます。

セット内の聴診器をあてると、リカちゃんの声で診断結果を教え
てくれる病院ごっこ遊びが楽しめます。20種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
使って触覚でも楽しめます。

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

5,980円（税別）

2,500円（税別）

1,500円～（税別）

5,980円（税別）

7,500円（税別）

縦21.5×横29×奥行13（cm)

縦14×横24.5×奥行9.5（cm)

各種 各種

パッケージ：縦26×横36×奥行20（cm)

パッケージ：縦30.5×横44×奥行19（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×1本

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本
※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。

※人形、一部ペットや小物は別売です。

※人形は別売です。
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電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



Ⓒ2019 テレビ朝日・東映AG・東映

Ⓒ2019 テレビ朝日・東映AG・東映

Ⓒ2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

Ⓒ2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

ⒸABC-A･東映アニメーション

変身ブレス  ＤＸリュウソウチェンジャー

ＤＸリュウソウケン

字換銃剣DXジカンギレード

変身ベルトDXジクウドライバー

変身☆スターカラーペンダントDX

騎士竜戦隊リュウソウジャーの劇中で登場するブレス型の変身
アイテム。レッドリュウソウルが付属。様々な売り場から発売される
リュウソウルを認識し、ヒーローの変身遊びが楽しめます。

騎士竜戦隊リュウソウジャーの劇中で登場する剣型の武器アイ
テムです。ツヨソウルが付属。様々な売り場から発売されるリュウ
ソウルを完全個別認識し、ヒーローの竜装・必殺攻撃遊びが楽し
めます。

仮面ライダージオウが使用する武器。ケンモードとジュウモードの
２モードに変形！ボタンを押してカウントダウン攻撃！また、別売
りのライドウォッチをセットすると必殺待機音が発動！トリガーを
引いて必殺技を発動！

DXジクウドライバーにジオウライドウォッチをセット。バックル部の
液晶が起動、ベルトを360°回して仮面ライダージオウに変身！
バックル部の液晶に変身演出が流れ、ジオウライドウォッチから変身
音が発動します！別売りのライドウォッチで様々なライダーアーマー
への変身なりきり遊びも楽しめます。DXジオウライドウォッチ付属。

スター☆トゥインクルプリキュアに登場する変身アイテムです。変身スターカラーペン
をセットしてペンでタッチすると、プリキュアが歌う曲が流れ、変身のなりきり遊びが
できます。そのほか、星座発見あそびやプリンセススターカラーペン（別売り）を使って
攻撃あそびができ、たくさんの音声を楽しめます。キャラクターのおしゃべりや曲と一緒
に遊べるので、音声だけでもプリキュアと一緒に歌いながら変身遊びが楽しめます。

バンダイ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

バンダイ

オープン価格

3,300円（税別）

4,800円（税別）

4,000円（税別）

オープン価格

縦9.5×横8.7×奥行4.8（cm)

縦22.5×横21×奥行7.5（cm)

縦28×横39×奥行10（cm)

縦41×横17×奥行9（cm)

縦12×横24×奥行7（cm)

単3アルカリ×1本

ボタン型LR44×３個（付属）　

単4アルカリ×2本

単4アルカリ×2本

ボタン型LR44×３個（付属）、単4アルカリ×3本

一 緒 に あ そ ぼう
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電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

ガブガブばいきんまん
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。

アガツマ 3,300円（税別）

縦11×横16×奥行11.5（cm) 単4アルカリ×2本

ⒸDisney/Pixar

一緒にあそぼう
くるくるチャイム

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。

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。ボール落しの遊びをすべてサウ
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
子も安心して繰り返し遊ぶことができます。

タカラトミー

くもん出版

4,980円（税別）

4,000円（税別）

縦36×横25.5×奥行22.5（cm)

縦27.2×横22.2×高32（cm)

単4アルカリ×2本

ふわもこスライム

スライム

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。

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。

メガハウス

メガハウス

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）

縦6.0×横6.0×高7.5（cm)

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.

サイズ

メーカー 価　格

１０ヶ月以上対象年齢

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

１歳以上

３歳以上

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢 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)



一緒にあそぼう
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマン
ばいきんまんとだだんだんドキドキアンパンチ！
ばいきんまんをセットして本体の穴にスティックをさしていき、
当たりの穴にスティックがささると、ばいきんまんが飛び出す
ハラハラドキドキの楽しいゲームトイです。スティックは抜けに
くい構造になっています。

アガツマ 2,480円（税別）

縦22.5×横15.5×奥行14（cm)

Ⓒ TOMY

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-

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。
剣の形状は触っても前後が明快で、ゲームの結果は人形の飛出し
音でもわかります。

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。

タカラトミー

メガハウス

メガハウス

1,980円（税別）

1,980円（税別）

3,980円（税別）

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3アルカリ×3本電　池

じゃがりこショック
カルビーの人気スナック菓子「じゃがりこ」そっくりのドキドキゲーム。
本物そっくりの容器から順番に「じゃがりこ」を引いていきます。
はずれの「じゃがりこ」を引いてしまうと容器の中に残っている
「じゃがりこ」が全て飛び出します。大きなアクションで遊びの結果が
判りやすく、目が不自由なお子さまにも楽しく遊んでいただけます。

メガハウス 1,480円（税別）

縦8.7×横8.7×高9（cm)サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

６歳以上

４歳以上

６歳以上

６歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



31
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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。

（株）明治のチョコスナック「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
ていて石を差し込んでいくため、石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。

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)

単4アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

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。

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

６歳以上

６歳以上

６歳以上

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢



Ⓒ TOMY

ⒸABC-A･東映アニメーション

うさぎマークのおもちゃ
スイスイおえかき  ＮＥＷカラフルシート

SMC-01 アプリでうごく！おえかきせんせい

おせわしてフワ☆トゥインクルブック

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。手や洋服、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やスタンプ、ローラー遊びが
楽しめます。4色で描けるカラフルなシートで色覚えも出来ます。

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できます。

スター☆トゥインクルプリキュアに登場する、「フワ」をお世話でき
る液晶アイテムです。ほかにもミニゲームやお勉強メニューなど
含めてたっぷり６２メニュー収録。遊び方は音声とともに文字でも
ガイドがあるので、音を消しても耳の聞こえない方でも楽しく
遊ぶことが可能です。音量調節、消音モード対応。

タカラトミー

バンダイ

パイロットインキ

3,980円（税別）

9,980円（税別）

3,980円（税別）

縦34.4×横44×奥行4.3（cm)

縦13×横7.5×奥行3.5（cm)

縦32.5×横42.5×奥行7（cm)

32
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アンパンマン  天才脳はじめてのらくがきデスク
専用ペンやマグネットスタンプで何度も書いたり消したりできる
ので、コミュニケーションツールとしても使えます。脚が取り外し
可能なので、床に置いてお絵かきすることもできます。

アガツマ 6,800円（税別）

縦35×横56×奥行46（cm)

おえかきピカットボード
透明プレートに楽しくおえかきが出来る玩具です。同梱の専用色
鉛筆で描いた絵が、スイッチONでカラフルに色々なパターンで光
ります。描いた絵は自分で消す事が出来るので、何度も自由に遊ぶ
事が出来ます。

ハピネット 2,980円（税別）

単3アルカリ×3本

単4アルカリ×4本

縦24.5×横31×奥行2（cm) 電　池

電　池

サイズ

サイズ

メーカー 価　格

１.５歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

価　格

価　格

１.５歳以上

１.５歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

メーカー

メーカー

価　格

価　格
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Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

うさぎマークのおもちゃ

できた！がいっぱい ドリームトイパッド

小学館の図鑑ＮＥＯＧｌｏｂｅ

ディズニーキャラクターが100種以上、アプリも100アプリ以上
入ったタブレット型のおもちゃです。操作は付属のペンタッチだけで
なく、振ったり、傾けたり、身体を使って遊べます。楽しいゲームから
学習までを音声とともに画面上の文字やアイコンで教えてくれます。

見て聞いて触れて学べるパッド付のしゃべる地球儀。地球儀にパッド
を接続すると連動し、知りたい国を付属のペンでタッチするとパッド
上に音声とともに画像や情報が表示されます。パッドは、初期設定か
ら5段階選択でボリューム操作ができ、カメラ機能ではシャッター音
と同時に画面アニメーションが表示されるので操作が判り易いです。

タカラトミー 29,800円（税別）

縦45×横31×奥行29（cm) 単3アルカリ×8本電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

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

タカラトミー 14,300円（税別）

単3アルカリ×4本

単3アルカリ×4本

縦13.5×横17.8×奥行1.9（cm)

Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

小学館の図鑑ＮEOＰａｄ～乗りもの＋くらべる編～
「小学館の図鑑ＮＥＯ」の『乗りもの』から400種類の乗りもの、「くらべ
る図鑑」シリーズから約180種類のコンテンツをセレクトし、重さや
速さなどで乗りものや生きものを比べることができます。乗りもの
遊びのアプリ（100種類）には全て字幕が付いていて、ボリュームや
カメラのシャッター音も視覚で確認できるように工夫されています。

タカラトミー 15,000円（税別）

単3アルカリ×4本縦13.2×横17.6×奥行2.3（cm)

Ⓒ TOMY  Ⓒ小学館

小学館の図鑑ＮEOＰａｄ～生きもの編～
「小学館の図鑑ＮＥＯ」の『動物』・『恐竜』・『昆虫』・『魚』から500種の生
きものをセレクトした図鑑パッドです。ゲームや学習のアプリが全部
で100種類入っています。更にカメラで写真が撮れ、図鑑ページ内に
保存ができ、自分だけの図鑑を作ることもできます。音量が目で見てわ
かるほか、音声の内容も画面上の文字や画像などによってわかります。

タカラトミー 15,000円（税別）

単3アルカリ×4本縦13.2×横17.6×奥行2.3（cm)

６歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

１.５歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

価　格

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

カメラで遊んで学べる！ マジックタブレット
カメラを搭載した新型タブレット学習トイです。楽しいゲームから学習
までをすべて音声とともに字幕で表示しています。プレイヤーの映像を
カメラで撮りこみ、画面に映して身体を動かすことで体感型のアプリ
を楽しめます。音量は４段階の中から任意に設定することができます。

タカラトミー 15,400円（税別）

縦29×横29×奥行5（cm)サイズ

メーカー 価　格 ３歳以上対象年齢
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Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

ⒸDisney ⒸDisney. Based on the"Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.  ⒸDisney/Pixar Plymouth Superbird™ JEEPⓇ

あそんでまなべる！マウスでクリック！
アンパンマンパソコン

ワンダフルドリームパソコン

ドラえもんステップアップパソコン

アンパンマンのキャラクターが登場するカラー液晶付きのパソコン
玩具です。あいうえお配列キーボードに本格マウス付属でパソコン
練習が可能です。音声オフでも遊べる仕様になっており、耳が聞こ
えないお子様でも画面の指示に沿て遊べる仕様になっています。

ディズニー&ディズニー/ピクサーのキャラクターが登場するカラー
液晶付きのパソコン玩具です。JIS配列キーボードに光学式マウス
で本格的なパソコン操作の練習が可能です。音声オフでも遊べる
仕様になっており、耳が聞こえないお子様でも画面の指示に沿って
遊べる仕様になっています。

ドラえもんと一緒に遊びながら学ぶことができます。JIS配列の
キーボードと、光学式マウスを搭載した本格的な本体を使って、
STEM教育メニューである、サイエンス・算数・プログラミング学習
を遊ぶことができます。さらにパソコン操作の練習メニューや小
学校入学準備に役立つレベルの勉強メニューもたっぷり！

バンダイ

バンダイ

バンダイ

14,400円（税別）

14,800円（税別）

14,800円（税別）

単3×4本

単3×4本

単3アルカリ×4本

縦20×横26×奥行4（cm)

縦20×横26×奥行4（cm)

縦20×横26×高4（cm)

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

アンパンマン  スイスイピカッとそうじき
アンパンマンのかわいいそうじきです。吸い込む筒が透明なので、
付属のゴミを吸い込んでいるのが見てわかります。電源がONの
時は本体のLEDが光り、カラフルなダミーのゴミが回転します。

アガツマ 3,800円（税別）

縦16×横16×奥行20（cm) 単2アルカリ×4本

Ⓒ TOMY

リカちゃん 家具シリーズ LF-03 おそうじだいすき♪
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電のおも
ちゃです。そうじきはスィッチをＯＮにすると、電動音とともに
クリア本体内のゴミパーツがくるくる回りだすので、目で見てい
ても動いていることが良くわかります。

タカラトミー 1,500円（税別）

パッケージ：縦24.5×横22×奥行5（cm) 単4アルカリ×2本

※人形は別売です。

電　池

電　池

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

サイズ

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

２歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

３歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢

対象年齢
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デコピンパンチキング

フィンガーハンマーキング

デコピンの強さを競うパンチングゲームです。スタートボタンを
押すだけの簡単操作でスタンバイ状態となり、的を指ではじくと
デコピンの強さが数字で表示され目で確認できます。音声をオフ
に出来るスイッチが付いていますので耳が不自由なお子さまが、
周りに心配せず遊んでいただくことができます。

「中指をもう一方の手で引っ張りながら放つ」デコピンの強さを競う
パンチングゲームです。スタートボタンを押すだけの簡単操作でスタン
バイ状態となり、的を指ではじくとデコピンの強さが数字で表示され目
で確認できます。音声をオフに出来るスイッチが付いていますので耳が
不自由なお子さまが、周りに心配せず遊んでいただくことができます。

メガハウス

メガハウス

3,980円（税別）

3,980円（税別）

縦17.4×横11.7×高22（cm)

縦17.8×横11.5×高23.5（cm)

単3アルカリ×3本

単3アルカリ×3本

ポカポンゲーム

ドンケツゲーム

おたがいに相手の頭を叩きあい、勝った時には相手の人形の頭が
はずれ、一目で勝ち負けがわかるようになっています。ボタンを
押すだけなので誰でも簡単に遊ぶことができます。

おたがいに相手のお尻を押しあい、勝ったときには相手の人形が
倒れ、一目で勝ち負けがわかるようになっています。レバーを動か
すだけなので誰でも簡単に遊ぶことができます。

エポック社

エポック社

1,280円（税別）

1,280円（税別）

縦6.4×横22.9×高17（cm)

縦12.3×横14×高13.6（cm)

バーチャルマスターズ スピリッツ360° 全２種
魚がえさに喰らいつく手ごたえや引っ張られる体感が楽しめるバー
チャルタイプの魚釣りゲームです。魚の追跡も自分を起点に３６０度、
動き回る臨場感も増しています。魚を釣り上げる際の魚の重量もそれ
ぞれ異なるので、音以外の体感も変化します。ゲームの進行は画面上
に出てくる字幕で全て確認できます。ボリューム選択調整機能付き。

タカラトミーアーツ 各9,800円（税別）

単3アルカリ×4本縦25×横14×奥行10（cm)
Ⓒ T-ARTS

電　池

電　池

電　池

サイズ

サイズ

サイズ

メーカー

メーカー

メーカー

価　格

価　格

価　格

６歳以上

６歳以上

６歳以上

対象年齢

対象年齢

対象年齢

サイズ

サイズ

４歳以上

４歳以上

対象年齢

対象年齢

メーカー

メーカー

価　格

価　格
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ひらがなしりとりパズル
トレイにカードを差し込み、しりとりを完成させるようにピースを
はめていくパズルです。くり返しパズルでことばをつなげることで、
語彙を豊かに広げます。

くもん出版 3,200円（税別）

パッケージ：縦22×横29×奥行5.5（cm)サイズ

メーカー 価　格

３歳以上対象年齢

Ⓒ T-ARTS

ミミクリーペットシリーズ
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
音をマネしながら、ピョコピョコと上下に可愛らしく動きます。
マネできる音の長さは最長６秒間。小さな音にもすばやく反応する、
目で見ていても楽しいぬいぐるみです。

タカラトミーアーツ 各3,200円（税別）

縦13.5×横9.5×奥行12.5（cm)

ピーナッツクリーム メイプルブラウン ロップイヤー

単4アルカリ×3本電　池サイズ

メーカー 価　格 ６歳以上対象年齢

パンダ 和犬

Ⓒ TOMY

ウィンキーズ　全８種
周囲の音に反応して目と口がパクパク動く手のひらサイズのアク
セサリーです。自分が発声した言葉に合わせて目と口が動きだす
ので、目で見てても楽しめます。頭のスィッチを押して声を録音
することもできます。

タカラトミー 1,600円（税別）

縦6.5×横6×奥行6（cm) CR2032 コイン電池×２個（内蔵）電　池サイズ

メーカー 価　格 ６歳以上対象年齢
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日本点字図書館
オセロ
盤のマス目の仕切りを凸状にし、コマの黒面にはうず巻き状の凸線を施し、
コマの中には磁石が入っていますので、視覚障害者だけでなくちいさなお子様にも
使いやすいオセロです。

メーカー名

価　格

サイズ

メガハウス

3,740円（税込）

使用時：縦25.4×横24.9×高2.3（cm)
折りたたみ時：縦12.3×横24.9×高4.6（cm) 縦14×横30×高1.3（cm)

KATAMINO パズル
数学的脳や戦略的思考を養うことができる、フランス生まれの木製パズル。
パズルゲームのほか、積み木や動物の形を作って遊ぶこともできます。

メーカー名

価　格

サイズ

ギガミック社

7,130円（税込）

ウノ
トランプのページワンをより面白くしたカードゲーム、ウノ。（各カードに点字付）

メーカー名

価　格

サイズ

マテル・インターナショナル株式会社

1,840円（税込）

カード一枚の大きさ
縦8.7×横5.6（cm) Ⓒ1981. 1987. 1989. 1990. 1991. 

　I.G.I LIMITED-A MATTEL COMPANY.

フラッシュワード
カードに書かれたひらがなと数字から単語をすばやく連想・発声し、
失敗した場合は場のカードを抱え、終了時獲得したカード枚数が最も少ない人が
勝ちという連想ゲーム。（各カードに点字付）

メーカー名

価　格

サイズ

日本卓上開発株式会社

2,380円（税込）

カード一枚の大きさ：縦8.6×横5.2（cm)
合計49枚（ひらがな・数字カード44枚、説明カード5枚）

トランプ
プラスチック製のトランプに、マークと数字を点字でうったものです。

メーカー名

価　格

サイズ

日本点字図書館

1,295円（税込）

カード一枚の大きさ
縦8.8×横5.8（cm)

ホームページ
http://yougu.nittento.or.jp/

ルービックキューブ
各マスの6つの面を同じ色（手触り）にすることが最終目的です。
（色ごとに手触りの異なるシール付）

メーカー名

価　格

サイズ

株式会社メガハウス

2,520円（税込）

1辺が5.5（cm） Ⓒ1974 Rubik’s    Used under Rubiks Brand Ltd.  All rights reserved.R

TM & Ⓒ Othello,Co. and Megahouse



共用品推進機構について付 録

障害有無、年齢の高低にかかわらず、誰もが使いやすい
製品・サービス・環境の普及を、行っています。

共用品・共用サービスとは 使いやすさの形

次の三者を包括する概念である。

（1）福祉用具がもとで一般化した福祉目的の設計（
（2）初めから全ての人々を対象に、適合するよう考える共用設計（
（3）一般製品の利用上の不都合をなくすバリア解消設計（

福祉用具 一般製品

共 用 品

…専用福祉用具
…一般化した福祉目的の設計製品
…共用設計製品
…バリア解消設計製品
…一般製品

他の容器と区別
するための
きざみ、ライン

他の紙パック飲料と
区別するための
牛乳パックの切欠き

乗り降りしやすいように

スロープが出て

段差がなくなるバス

スマートホンの
着信などを

振動・音声・光で
知らせる機能

「不便さ」や「便利さ」を調べ伝える
高齢者や障害のある人たち、難病の人たちが、どんなことに
困っているかを調べたり、良かったことを調べたりしています。
その調査結果が、モノづくりやサービスに活かされるよう、調整
しまとめています。

共に考え、共に創る
明らかになった不便さの「解決案」を、異なった立場の人たち
で考えます。

2018年１月１２日発行
広辞苑に「共用品」、初掲載

解決策の標準化
みんなの話し合いで作った共用品・共用サービスの工夫は
日本工業規格（JIS）となり、国際規格（IS）となって世界中で
使われ、多くの人達の不便さを取り除きます。
（共用品は英語ではアクセシブルデザインと言います。）

とは 使いやすさの形

の設計（
考える共用設計（
リア解消設計（

一般製品

品

他の紙パック飲料料と
区別するための
牛乳パックの切欠欠き

乗り降りしや

スロープが出

2018年１月１２日発行
広辞苑に「共用品」、初掲載

もち さわ わ

良かったこと調査報告書
みんなの良かったことを収集し、伝え、広げる

情報誌『インクル』
共用品・共用サービス（AD・ADサービス）情報発信！

良かったこと調査報告書こと
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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）シー・シー・ピー サービスセンター
〒143-0006
東京都大田区平和島5-3-1
TEL.03(6404)6688

（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

マルカ（株）
〒111-0023
東京都台東区橋場1-2-1　
TEL.03(3875)3684／FAX.03（3872)5731

（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 
2019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 一般社団法人日本玩具協会
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