
「クリスマスおもちゃ見本市」は、おか
げさまでマスコミの注目度は年々増
し、年末年始商戦に直結したビジネス
の場としても重要な位置を占めるよう
になっています。
今年も活気あふれる商談の場として、
業界 PR の場として、より多くの方に
ご活用頂けるようさらに充実した内容
で開催します。皆様方のご来場を心よ
りお待ちしております。

主催：クリスマスおもちゃ見本市実行委員会
●お問い合わせ：Tel.03-3851-8331　e-mail info@gangu-kumiai.com

業界 PR の場として、より多くの方に
ご活用頂けるようさらに充実した内容
で開催します。皆様方のご来場を心よ
りお待ちしております。

今年も活気あふれる商談の場として、
業界 PR の場として、より多くの方に
ご活用頂けるようさらに充実した内容
で開催します。皆様方のご来場を心よ

2022 年 9 月 7 日　 ・8 日水 木

東京都立産業貿易センター台東館
（東京都台東区花川戸 2-6-5）（東京都台東区花川戸 2-6-5）

2022

「クリスマスおもちゃ見本市」は、おか

発行／東京玩具人形協同組合　トイジャーナル編集局　定価／ 660 円（税込）
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AGATSUMA Co., Ltd.
アガツマ

アンパンマン
うちの子天才 カンタン折りたたみ ! ジャングルパーク

◆ 税込価格：10,780 円  ◆ 発売日：4 月予定  ◆ 対象年齢：10 ヶ月 ~
◆ 電池：アルカリ単 4×3 本（別売）  ◆ 入数：4  ◆ サイズ：W400×H400×D140mm

◆ 税込価格：18,480 円  ◆ 発売中  ◆ 対象年齢：2~5 歳
◆ 電池：不要  ◆ 入数：2  ◆ サイズ：W370×H910×D310mm

いっぱい教えて! おしゃべりドラえもん
◆ 税込価格：9,878 円  ◆ 発売中  ◆ 対象年齢：3 歳 ~
◆ 電池：アルカリ単 4×3 本（別売）  ◆ 入数：4
◆ サイズ：W305×H360×D230mm

Baby cle
ブランコパークDX
◆ ◆ 税込価格：22,000 円  税込価格：22,000 円  ◆◆ 発売中発売中
◆ 対象年齢：2~5 歳  ◆ 電池：不要  ◆ 入数：1 
◆ サイズ：W840×H360×D385mm
※パッケージ無し・アウターカートンサイズ

◆ 税込価格：9,350 円  ◆ 発売中  ◆ 対象年齢：3 歳 ~
◆ 電池：アルカリ単 4×2 本（別売）  ◆ 入数：6  ◆ サイズ：W535×H350×D65mm

付属のペンで絵本部の絵をタッチするとプログ付属のペンで絵本部の絵をタッチするとプログ
ラムされたおしゃべりや効果音が鳴ります。おラムされたおしゃべりや効果音が鳴ります。お
しゃべりは全てドラえもんやのび太くんなどキ
ャラクターの音声を使用（英語はネイティブスャラクターの音声を使用（英語はネイティブス
ピーカー）。小学館の幼児教室『ドラキッズ』
による学習コンテンツの監修。3~7 才児を対象による学習コンテンツの監修。3~7 才児を対象
とした恐竜や動物、英語などを楽しく遊べる・
学べるコンテンツテーマが 21種類 !

ドラえもん
ひみつ道具でまなブックひみつ道具でまなブック

アンパンマンたっちしてタッチ! テーブル

アンパンマン
うちの子天才 カンタン折りたたみ ! ブランコパークDX
◆ 税込価格：35,200 円  ◆ 発売中
◆ 対象年齢：2~5 歳  ◆ 電池：不要  ◆ 入数：1 
◆ サイズ：W475×H910×D370mm

ブランコ、ジャングルジム、
すべり台、鉄棒の 4WAY で長
く遊べます。遊びながら判断
力・想像力・好 奇心・脳の
活性・反応能力・手先の器
用さ・バランス感覚・柔軟性
など 12 の能力を伸ば
せます。 遊びながらつかまり立ちを促進、まるい

かたちで 360 度遊べます。工具不要で
組み立てカンタン。テーブル部分はひっ
くりかえすとフラットなテーブルとして使
えます。

ジャングルジム、すべり台、全身
運動の 3WAY で長く遊べます。遊
びながら判断力・想像力・好奇心・
脳の活性・手先の器用さ・バラン
ス感覚・柔軟性など 7 つの
能力を伸ばせます。

音声認識機能で遊ぶコミュニケ
ーショントイ。「コミュニケーシ
ョンモード」や「ゲーム・クイ
ズモード」を搭載。7 つのタッ
チセンサー + 傾斜センサーも内
蔵で、タッチしたり、逆さまに
しても楽しいおしゃべり。「四次
元ポケット」部はタッチすると

「ひみつ道具」のセリフ演出や
遊びが楽しめます。

シンプルなデザインが好評。アガツマのオリジナルベ
ビーライン「Baby cle」シリーズの遊具。ブランコ、ジ
ャングルジム、すべり台、鉄棒の 4WAY で長く遊べます。
組み立てもパイプをパチっとはめるだけ、専用器具で
取り外しも容易です（重量制限 25kg）。
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Artsana Japan Co., Ltd.
アルツァーナジャパン

再生プラスチックとバイオプラスチックを
使用して作ったおもちゃ

パッケージには環境にやさしいリサイクル紙を
使用しています

石がさねあそび石がさねあそび
エコプラス
◆税込価格：2,420 円
◆発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：6ヵ月～ 3 歳頃　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

これからの毎日は大切な思い出に
赤ちゃんをやさしく包み込むやわらかファーストトイ

ゆらゆら恐竜さんパズル
エコプラス
◆税込価格：2,750 円　◆発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：1～ 4 歳頃　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

バオバブの木パズル
エコプラス
◆税込価格：2,420 円　
◆発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：6ヵ月～ 3 歳頃　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

ふくろうさんのラトルふくろうさんのラトル
エコプラス
◆税込価格：1,430 円　◆発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：3ヵ月～18ヵ月頃　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ170×Ｄ30ｍｍ

使用しています

へんしんパズルボールへんしんパズルボール
エコプラス
◆税込価格：2,750 円
◆発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：1～ 3 歳頃　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ150×Ｈ150×Ｄ230ｍｍ

ボールを組み立てて転がしたり、
様々な形に変身させたり、創造性
や空間認識能力が養えるおもちゃ。

形合わせとバランス感覚を養う恐竜型
おもちゃ。 創造力をかきたて、様々な形や大

きさの石を積み重ねるおもちゃ。きさの石を積み重ねるおもちゃ。

４つのブロックを正しい位
置にはめ込む、バオバブ
の形をしたおもちゃ。

握ったり、リングを引っ張ったり、指先の
触覚や手指の器用さを育む。

マイ スイート ドゥドゥマイ スイート ドゥドゥ
やさしい音が鳴るやさしい音が鳴る
バニーラトルバニーラトル
◆◆税込価格：2,200 円　
◆◆発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定
◆◆対象年齢：0 歳～　対象年齢：0 歳～　
◆◆入数：6入数：6
◆◆サイズ：サイズ：Ｗ115×Ｈ210×Ｄ80ｍｍ

小さな手でも握りやすいのウサギ小さな手でも握りやすいのウサギ小さな手でも握りやすいのウサギ
さんのラトル。さんのラトル。さんのラトル。

マイ スイート ドゥドゥマイ スイート ドゥドゥ
親子で遊べる親子で遊べる
バニーパペットバニーパペット
◆税税込価格：2,750 円
◆発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：0 歳～対象年齢：0 歳～
◆入数：6入数：6
◆サイズ：サイズ：Ｗ230×Ｈ250×Ｄ80ｍｍ80ｍｍ

大人の手が入るサイズのウサギ大人の手が入るサイズのウサギ大人の手が入るサイズのウサギ
さんのパペット。さんのパペット。

マイ スイート ドゥドゥマイ スイート ドゥドゥ
おでかけぐるぐるおでかけぐるぐる
バニースパイラルバニースパイラル
◆税込価格：3,850 円込価格：3,850 円
◆発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：0 歳～対象年齢：0 歳～
◆入数：6入数：6
◆サイズ：サイズ：Ｗ175×Ｈ215×Ｄ70ｍｍ

両サイドのストラップで結ぶだけで両サイドのストラップで結ぶだけで
簡単にベビーカーに取り付け可能。簡単にベビーカーに取り付け可能。
おでかけのおとものアクティビティ。おでかけのおとものアクティビティ。

マイ スイート ドゥドゥマイ スイート ドゥドゥ
ふんわりハンカチのふんわりハンカチの
バニードゥドゥ
◆税込価格：2,200 円
◆発売日：4 月下旬予定発売日：4 月下旬予定
◆対象年齢：0 歳～
◆入数：6
◆サイズ：Ｗ213×Ｈ71×71×Ｄ134ｍｍ

柔らかいベロア生地のウサギさん柔らかいベロア生地のウサギさん柔らかいベロア生地のウサギさん
のぬいぐるみ。
※洗濯機で洗えます。

※洗濯機で洗えます。※洗濯機で洗えます。 ※洗濯機で洗えます。※洗濯機で洗えます。

※洗濯機で洗えます。※洗濯機で洗えます。
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ゆめいろマーメイドキャッスル
◆税込価格：7,920 円　◆発売日：4 月23日予定　◆対象年齢：3 歳～　◆入数：4　
◆サイズ：Ｗ470×Ｈ350×Ｄ140ｍｍ

コｰ72
ゆめいろ赤ちゃんプリンセスセット
◆税込価格：3,850 円　◆発売日：6 月11日予定　◆対象年齢：3 歳～
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ200×Ｈ170×Ｄ55ｍｍ

コｰ74

みるくウサギのみつごちゃん　だいすきおふろセット
◆税込価格：2,750 円　◆発売日：4 月23日予定　◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ200×Ｈ170×Ｄ55ｍｍ

DF-22DF-22
おもちゃいっぱいセット -しろウサギ・パンダの赤ちゃん -
◆税込価格：2,860 円　◆発売中　◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ200×Ｈ170×Ｄ55ｍｍ

DF-20

ペンギンファミリー
◆税込価格：3,828 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ176×Ｈ130×Ｄ55ｍｍ

FS-45

なかよしピクニックセット-フェネックきょうだい -
◆税込価格：2,948 円　◆発売日：4 月9 日予定　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ200×Ｈ170×Ｄ55ｍｍ

DF-24
フェネックのふたごちゃん
◆税込価格：935 円　
◆発売日：4 月9 日予定　
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：12　
◆サイズ：
　Ｗ75×Ｈ120×Ｄ035ｍｍ

キ -13
トナカイのふたごちゃん
◆税込価格：935 円　
◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：12　
◆サイズ：
　Ｗ75×Ｈ120×Ｄ035ｍｍ

シ -70

フェネックファミリー
◆税込価格：3,608 円　◆発売日：4 月9 日予定　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ176×Ｈ130×Ｄ55ｍｍ

FS-48
トナカイファミリー
◆税込価格：3,608 円　◆発売中　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ176×Ｈ130×Ｄ55ｍｍ

FS-44

ペンギン赤ちゃんのなかよしカートセット
◆税込価格：1,650 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ135×Ｈ150×Ｄ55ｍｍ

DF-23

ふわふわ雲のパレードトレインセット
◆税込価格：3,080 円　◆発売日：4 月23日予定　◆対象年齢：3 歳～
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ280×Ｈ180×Ｄ75ｍｍ

コｰ73

DF-20

EPOCH CO., LTD.
エポック社
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マリオカート 
レーシング デラックス
◆税込価格：5,478 円　◆発売中
◆対象年齢：5 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ510×Ｈ300×Ｄ80ｍｍ

ドラえもん
ドキドキブロックゲーム
◆税込価格：2,728 円　
◆発売日：3月19 日予定　
◆対象年齢：4 歳～
◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ240×Ｈ200×Ｄ80ｍｍ

ドラえもん

はじめてのホイップる
パティシエデビューセット
◆税込価格：3,520 円　
◆発売日：4 月16日予定　
◆対象年齢：8 歳～
◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ270×Ｈ235×Ｄ80ｍｍ

W-141
ディズニープリンセス
アクアネイルスタジオ きらめきDX
◆税込価格：4,378 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6 歳～
◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ300×Ｈ210×Ｄ90ｍｍ

AQ-N06

クリエイターズリュック
◆税込価格：5,478 円　◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6歳～　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ240×Ｈ330×Ｄ125ｍｍ

AQ-S93

メタリックカラー
ビーズセット＜まる＞
◆税込価格：1,100 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6 歳～
◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ180×Ｄ30ｍｍ

AQ-346AQ-346
メタリックカラー
ビーズセット＜スター＞
◆税込価格：1,100 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6 歳～
◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ180×Ｈ180×Ｄ30ｍｍ

AQ-348AQ-348
メタリックカラー
ビーズセット＜ポリゴン＞
◆税込価格：1,100 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6 歳～
◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ180×Ｄ30ｍｍ

AQ-347AQ-347

きらめきメルヘンセット
◆税込価格：1,320 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ180×Ｄ45ｍｍ

AQ-349
きらめきリングセット
◆税込価格：1,320 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ180×Ｄ45ｍｍ

AQ-350
きらめきアクセサリーセット
◆税込価格：1,320 円　
◆発売日：4 月23日予定　
◆対象年齢：6歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ180×Ｄ45ｍｍ

AQ-351
きらめきアクセサリーセット
AQ-351

EPOCH CO., LTD.
エポック社
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KAWADA CO., LTD.
カワダ

スポトイ
KST-01 スリングボール フリースタイル
◆税込価格：1,958 円　◆発売日：3月　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：不要　◆入数：12　◆サイズ：Ｗ196×Ｈ342×Ｄ50ｍｍ

引っ掛けて、発射して、キャッチしよう！新感覚のキャ引っ掛けて、発射して、キャッチしよう！新感覚のキャ
ッチボールが楽しめる！最長飛距離 30ｍ！ッチボールが楽しめる！最長飛距離 30ｍ！

スポトイスポトイスポトイ
KST-02 パラシュートKST-02 パラシュート
◆税込価格：1,738 円　◆発売日：3月　◆対象年齢：8 歳～　
◆電池：不要　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ214×Ｈ300×Ｄ75ｍｍ

空高く飛ばせ！空中でボールがパカッと開き、パラシュー空高く飛ばせ！空中でボールがパカッと開き、パラシュー空高く飛ばせ！空中でボールがパカッと開き、パラシュー空高く飛ばせ！空中でボールがパカッと開き、パラシュー
トが広がりゆっくり降下！トが広がりゆっくり降下！トが広がりゆっくり降下！トが広がりゆっくり降下！トが広がりゆっくり降下！

スポトイスポトイ
KST-03 スプリングショットKST-03 スプリングショット
◆◆税税込価格：1,738 円　込価格：1,738 円　◆◆発売日：3月　発売日：3月　◆◆対象年齢：8 歳～　対象年齢：8 歳～　
◆電池：不要　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ216×Ｈ292×Ｄ82ｍｍ

カップを狙って弾き飛ばせ！1 つ 1 つ正確に倒すか、そ
れとも全部まとめて倒すか、君の実力を試そう！れとも全部まとめて倒すか、君の実力を試そう！

スポトイスポトイ
KST-04 ズームロケット
◆税込価格：2,530 円　◆発売日：3月　◆対象年齢：8 歳～　
◆電池：不要　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ260×Ｈ276×Ｄ62ｍｍ

ポンプを踏んでかっ飛ばせ！最長飛距離 45ｍ！3 つの角
度を設定可能。ズームロケットの先端は柔らか素材！

スポトイスポトイ
KST-05 ズーパーボールKST-05 ズーパーボール
◆税込価格：1,210 円　◆発売日：3月　◆対象年齢：8 歳～　
◆電池：不要　◆入数：12　◆サイズ：Ｗ272×Ｈ190×Ｄ55ｍｍ

スナップを利かせてぶっ飛ばせ！5 種類の遊び方が楽し
める！最長飛距離 60ｍ！

スポトイ
KST-06 チップショットゴルフチップショットゴルフ
◆税込価格：2,860 円　◆発売日：3月　◆対象年齢：6 歳～　
◆電池：不要　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ500×Ｈ130×Ｄ60ｍｍ

どこでも気軽に簡単ゴルフ！ピンを投げてコースを設定。
持ち運びに便利な収納バッグ付き！

KG-026 バランスタワー スヌーピー
◆税込価格：2,750 円　◆発売日：4 月
◆対象年齢：6 歳～　◆電池：不要
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ95×Ｈ280×Ｄ85ｍｍ

かわいいスヌーピーと仲間たちを積み上げよ
う！スヌーピーのかわいいイラストのブロック
をどんどん積み上げるハラハラドキドキのバ
ランスゲーム

KG-028 ジーニアス スクエアKG-028 ジーニアス スクエア
◆税込価格：2,640 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～　◆電池：不要　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ268×Ｈ268×Ｄ62ｍｍ
いかに早く形の違う全てのパズルピースをベースにぴったりはめることができ
るかを競うパズルゲーム！サイコロを転がし、ベース上にできるパズルの数の
パターンはなんと全部で 62,20 8 通り！

KG-029 ジーニアス スター
◆税込価格：2,640 円　◆発売中　◆対象年齢：8 歳～　◆電池：不要　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ268×Ｈ268×Ｄ62ｍｍ
いかに早く形の違う全てのパズルピースをベースにぴったりはめることができ
るかを競うパズルゲーム！サイコロを転がし、ベース上にできるパズルの数の
パターンはなんと全部で165,888 通り！

パターンはなんと全部で 62,20 8 通り！

KBG-07 九龍戦術
(クーロンタクティス )
◆税込価格：4,620 円　◆発売中
◆対象年齢：8 歳～　◆電池：単 4×3 本（別売）
◆入数：5　◆サイズ：Ｗ382×Ｈ272×Ｄ57ｍｍ

九龍戦術は究極の対戦型心理ゲームです。
対戦相手の心理を読み解き、最高の一手を
考えよう！1ゲーム 9 ラウンド制で、2 ゲーム
先取したプレイヤーの勝利！

© 2022 Peanuts Worldwide LLC   www.snoopy.co.jp
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JoyPlette Co.,LTD.
ジョイパレット

アンパンマン
のっけてポン！光ってオーダー★
アイスちょうだい！！DX セット
◆税込価格：9,900 円　◆発売日：3月
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 3×2 本（別売）
◆入数：4　◆サイズ：Ｗ510×Ｈ320×Ｄ210ｍｍ
スライド式のショーケースが本物みたいなアイス屋さん！
メロディに合わせて LED が点滅しショーケースをカラフル
に演出し遊びを盛り上げます。ワゴンでお届け遊びやテイ
クアウトごっこも楽しめます。

◆
◆
◆

アンパンマン
わくわくアウトドア気分♪
アンパンマンのおうちキャンプセット
◆税込価格：6,600 円　◆発売日：4 月
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 3×2 本（別売）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ430×Ｈ360×Ｄ135ｍｍ
パッと広がる「ポップアップテント」、本物の炎のように揺
らめいて光る「ゆらピカランタン」など、キャンプごっこ
が盛り上がる 6 アイテム入り！セット内容を全て収納できる
お片付けバッグ付きです。

わくわくアウトドア気分♪
アンパンマン
わくわくアウトドア気分♪わくわくアウトドア気分♪

アンパンマン
お肉・お魚・お野菜も！
パチパチはねる大きなBBQコンロセット
◆税込価格：9,900 円　◆発売日：4 月
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 3×3 本（別売）
◆入数：4　◆サイズ：Ｗ450×Ｈ300×Ｄ200ｍｍ
アウトドア気分が楽しめる BBQ コンロセット。串 に刺した
具材が網の上でパチパチはねて迫力満点！メロディ 2 曲に
なかまたちのおしゃべりが入って楽しさ倍増★遊び終えた
らパーツをコンロの中に入れてお片付けバッチリ！

パチパチはねる大きなBBQコンロセット

アウトドア気分が楽しめる BBQ コンロセット。串 に刺した
具材が網の上でパチパチはねて迫力満点！メロディ 2 曲に
なかまたちのおしゃべりが入って楽しさ倍増★遊び終えた

しましまぐるぐる
あそびいっぱい！おでかけふわふわキューブ
しかけいっぱいかくれんぼ　おおきなぬのえほん
おそとでしかけえほん　いきもの
あかちゃんよろこぶ♪しましまぐるぐるハッピーギフトセット
◆税込価格：3,520 円・2,750 円・1,650 円・6,050 円　◆発売中
◆対象年齢：0 カ月～　◆電池：不要　◆入数：6/12・6/12・6/24・6　
◆サイズ：Ｗ200×Ｈ210×Ｄ150ｍｍ・Ｗ370×Ｈ210×Ｄ60ｍｍ・
Ｗ174×Ｈ230×Ｄ42ｍｍ・Ｗ420×Ｈ297×Ｄ80ｍｍ

ワンワンとうーたん
お料理だーいすき！ワンワンの
おしゃべりいっぱい♬はじめてキッチン
◆税込価格：5,500 円　◆発売日：3月
◆対象年齢：1.5 歳～　◆電池：単 3×2 本（別売）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ350×Ｈ270×Ｄ190ｍｍ
1.5 歳からあそべるおままごとキッチン。「ワンワン」や「う
ーたん」の食への好奇心を促してくれる応援ボイスが 24
種内蔵。コンロがピカピカ光ったり、じゃぐちを回すとお
水の音やワンワンとうーたんのおしゃべりが流れます。

のっけてポン！光ってオーダー★

ワンワンとうーたん
お料理だーいすき！ワンワンの

©NHK・NHKエデュケーショナル©NHK・NHKエデュケーショナル

しましまぐるぐるしましまぐるぐるしましまぐるぐるしましまぐるぐる

©Akio Kashiwara / Gakken©Akio Kashiwara / Gakken

1.5 歳からあそべるおままごとキッチン。「ワンワン」や「う
ーたん」の食への好奇心を促してくれる応援ボイスが 24
種内蔵。コンロがピカピカ光ったり、じゃぐちを回すとお
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JOZEN INTERNATIONAL
ジョーゼン インターナショナル

1/18 トヨタハイラックス REVO TRD AXCR 2019
◆税込価格：6,908 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×6 本（別売）、送信機／単 3×2 本（別売）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ390×Ｈ220×Ｄ245ｍｍ

1/18 トヨタハイラックス REVO TRD AXCR 2019
全長：約 30cm全長：約 30cm

高輝度LEDヘッド
ライト搭載

防塵・防水仕様

◆税込価格：6,908 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単3×6本（別 売）、送信機／単3×2本（別 売）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ390×Ｈ220×Ｄ245ｍｍ

1/18ジープ ラングラー ルビコン

送信機
全長：約 24cm

◆税込価格：3,278 円　◆発売日：4 月予定　
◆対象年齢：6 歳～　◆電池：単 3×3 本（別売）
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ360×Ｈ210×Ｄ135ｍｍ

いきなり！ザウルス
パニック恐竜ゲーム！

ラジコン ®/Radicon® は、㈱増田屋コーポレーションの登録商標です。当社は使用許諾に基づき使用しております。

27MHzMHz

40MHz

エコモード搭載で電池長
持ち。防塵防水仕様なの
で水たまり走行ができ、
前後サスペンション搭載
で抜群の走破性を誇りま
す。本格 ABS ボディで
LED ヘッドライトも点灯 !
走行スピード約 13km＆
登坂角約 45 度！送信機

高輝度LEDヘッド
ライト搭載

防塵・防水仕様

全長：約 30cm全長：約 30cm
27MHzMHz

エコモード搭載で電池
長持ち。防塵防水仕様
なので水たまり走行がで
き、前後サスペンション
搭載で抜群の走破性を
誇ります。本格 ABS ボ
ディで LED ヘッドライト
も点灯 ! 走行スピード約
13km＆登坂角約 45度！

送信機

◆税込価格：各 4,928 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×4 本（別売）、送信機／単 3×2 本（別売）　
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ320×Ｈ170×Ｄ180ｍｍ

1/24  SUBARU OUTBACK FRO／
ジープラングラールルビコン

送信機
全長：約 23cm27MHz

リアルな ABS ボディで
LED ヘッドライトも点
灯 ! 走行スピード約
8km＆登坂角約 35 度 !

◆税込価格：3,278 円　◆発売中　
◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×4 本（別売）、
                 送信機／9V 角電池1本（別売）　
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ270×Ｈ155×Ｄ140ｍｍ140ｍｍ

1/28  ダートマックス Jr.Type-R

送信機

全長：約 18cm27MHz

◆税込価格：3,278 円　◆発売中　
◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×4 本（別売）、
                 送信機／9V 角電池1本（別売）　
◆◆入数：6　入数：6　◆◆サイズ：サイズ：ＷＷ285×285×ＨＨ190×190×ＤＤ150ｍｍ150ｍｍ

1/28  ダートマックス Jr.Type-EX

全長：約 18cm27MHz
送信機

送信機

◆税込価格：3,080 円　◆発売中　
◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×2 本（別売）、
                 送信機／単 3×2 本（別売）　
◆入数：8　◆サイズ：Ｗ185×Ｈ210×Ｄ90ｍｍ

1/24  スズキ スペーシア ギア
全長：約 15cm

◆税込価格：2,728 円　◆発売中　
◆対象年齢：6 歳～
◆電池：本体／単 3×2 本（別売）、
                 送信機／単 3×2 本（別売）　
◆入数：8　◆サイズ：Ｗ185×Ｈ200×Ｄ90ｍｍ

1/32  ホンダ シビック タイプ R

送信機

全長：約 15cm全長：約 15cm

◆税込価格：各1,408 円　◆発売中　◆対象年齢：３歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ260×Ｈ200×Ｄ135ｍｍ

ショベルカー／ブルドーザー／消防車
はじめてくみたてシリーズ

消防ポンプ車消防ポンプ車
（全長約 16cm）（全長約 16cm）

清掃車清掃車
（全長約 17cm）（全長約 17cm）

レッカー車レッカー車
（全長約 18cm）（全長約 18cm）

専用のドライバー
でネジを付けたり
外したりして、は
たらく車を組み立
てられる。

振動を与えると寝ている恐竜が大暴れ！

振動を与えないようにそっと骨を置く

 びっくり！ドッキリ！超 MAX！！のパ
ニック恐竜ゲーム。骨ルーレットを
回し決まった骨パーツを順番に置い
ていき、骨を置く時に振動を与える
と寝ている恐竜が大暴れ！1 人でも
家族でも、みんなで楽しめます。　

◆税込価格：2,508 円　◆発売中　◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：LR44×3 個（付属）　◆入数：12　◆サイズ：Ｗ185×Ｈ75×Ｄ90ｍｍ

ホンダ シビック タイプR／トヨタ スープラ

全長：各約 15cm

手のりサイズ

ホンダシビックタイプ R

トヨタ スープラ

キャストワールド LIGHT＆SOUNDキャストワールド LIGHT＆SOUND

 ディテールに ディテールに ディテールに ディテールに
こだわったダ
イキャストミニイキャストミニ
カ ー。ライトカ ー。ライト
点 灯＆サ ウン点 灯＆サ ウン
ド機能付き。

LED ヘッドライト点灯、12 台同時走行
可能。操作可能距離は約 30m。

12 台同時走行可能。操作可能距離は
約 30m。

デフギア付きで走行スピー
ド約 11km＆登坂角約 35ド約 11km＆登坂角約 35
度。操作可能距離約20m。度。操作可能距離約20m。度。操作可能距離約20m。
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SEGATOYS CO., LTD.
セガトイズ

アンパンマンごう、SL マン、つばさくんの３台が同時に作れるセット。くみたてしや
すい本体サイズ、にぎりやすい縦型電動ドライバーではじめて DIY で遊ぶお子様にぴ
ったり！「組み立て」→「組み換え」の2 ステップで長く遊べます。

くみたてDIY
くみかえいっぱい！アンパンマンごうとなかまたちセット
◆税込価格：7,150 円　◆発売日：4 月予定　◆対象年齢：3 歳～
◆電池：単 3×2 本（別売）　◆入数：6　◆サイズ：Ｗ400×Ｈ350×Ｄ90ｍｍ

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Purse Pets（パースペッツ）
マイクロマジック6種
◆税込価格：各1,650 円　◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：5 歳～　◆電池：不要　
◆入数：24　◆サイズ：Ｗ135×Ｈ130×Ｄ57ｍｍ

Purse Pets（パースペッツ）
フラッフィー2種
◆税込価格：各 4,180 円　◆発売日：4月予定
◆対象年齢：5歳～　◆電池：単4×3本　
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ200×Ｈ200×Ｄ68ｍｍ

生きている Bag!?「パースペッツ」にふ
わモコバージョンが新登場！生きている Bag!?「パースペッツ」に小さ

なマイクロシリーズが新登場！
©TM＆©Spin Master Ltd. All rights reserved.　ⓒ SEGATOYS 

ぷにジェル　鬼滅の刃
◆税込価格：3,850 円　◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：6 歳～　◆電池：不要　
◆入数：18　◆サイズ：Ｗ305×Ｈ208×Ｄ45ｍｍ

©SEGATOYS 2021 

©SEGATOYS

アニメ「鬼滅の刃」のオリジナルチャームが作れ
る「ぷにジェル」が新登場！蝶や炎、短冊、キャ
ラクターの大きな立ち絵が入る専用の型とシールで

「鬼滅の刃」のオリジナルチャーム作りを楽しもう！

チェインレンサー ブースターパック＋チェインレンサー ブースターパック＋
ダブルスロープカタパルトRロード
◆税込価格：1,100 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ145×Ｈ170×Ｄ40ｍｍ

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

ココさかだちして チョコレート
◆税込価格：5,500 円　◆発売日：3月予定　◆対象年齢：6歳～　
◆電池：単3×4本（別売）　◆入数：8　
◆サイズ：Ｗ300×Ｈ260×Ｄ150ｍｍ

音声認識でわたしのことばがわかるじまんのペット！
チョコレート色の新色が登場！

遊びながら学べる 183 メニュー搭載。すみっコたちと
楽しくパソコン操作を覚えよう。

カメラもIN! マウスできせかえ！カメラもIN! マウスできせかえ！
すみっコぐらしパソコン プレミアムプラス
◆税込価格：20,900 円 　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～　
◆電池：単 3×4 本（別売）／専用 AC アダプター（付属）
／コイン電池 CR2032（テスト用付属）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ460×Ｈ260×Ｄ80ｍｍ

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

グリーン ピンク パープル

鬼滅の刃POD（３種）
◆税込価格：各10,780 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：単 4×4 本（別売）　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ160×Ｈ210×Ｄ40ｍｍ
指先に全集中！写真もゲームも勉強も！自分専用アニ
メ「鬼滅の刃」のスマホ TOY！写真もゲームも勉強
も「鬼滅の刃」の世界観たっぷりで楽しく遊べます。

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

チェインレンサー
合体ゴールケルベロスセット
◆税込価格：1,980 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：24　◆サイズ：Ｗ215×Ｈ210×Ｄ50ｍｍ

チェインカーをヒ
ットさせて謎のゴ
ールを攻略せよ！

２台のチェインカーを
スタートさせるカタパ
ルトが入ったセット

ドリームスイッチ専用ソフト
おさるのジョージ
◆税込価格：4,180 円　◆発売中　◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ155×Ｈ145×Ｄ15ｍｍ

ドリームスイッチの専
用ソフトに「おさるの
ジョージ」が登場！絵
本版、アニメーション
版から人気のお話を合
計16 話収録。

© and ® Universal Studios and/or HMH     © & ® UCS LLC and HMH

モンポケ
ピカチュウたちの てあそびいっぱいボックス
◆税込価格：7,920 円　◆発売中　◆対象年齢：8ヵ月～　
◆電池：単 3×3 個（別売）　◆入数：4　
◆サイズ：Ｗ350×Ｈ345×Ｄ205ｍｍ

ピカチュウ達をイメージ
した遊びがいっぱい！指
先を使って脳を成長させ
る！29 の遊びと 40 の学
び。各面は「げんかん」「手
あらい」「とけい・でんわ」

「でんき」「おかたづけ」
などのテーマがあり、そ
れぞれテーマに沿った遊
びになっている。

©2021 Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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TOMY COMPANY, LTD.
タカラトミー

キャップ革命 ボトルマンキャップ革命 ボトルマン
BOT-32 ボトルマン DXエントリーセット
◆税込価格：　 3,300 円　◆発売日：4 月下旬　◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ239×Ｈ216×Ｄ75ｍｍ

カスタマイズで性能が変わる「ドリンクロスシステム」搭載のボトルマン！ 
限定カラーボトルマン 2 体と公式キャップ 10 個、ボトルターゲット10 個、
バスケットゴール、ホッケーパックが入ったエントリーセットです。 

RizSta
リズスタブレス
◆税込価格：　 6,000 円　◆発売日：春予定
◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：リチウムポリマー電池×1個（内臓）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ180×Ｈ190×Ｄ65ｍｍ＋(40)mm

 「リズスタ」になりきれるアイテム！付属のリズス
タエンブレムをセットすると、リズスタステージが
スタート！ダンス BGM 中に「リズスタブレス」に
手をかざすと、カラフルに光り色の変化を楽しめ
ます。さらに「リズスタライト」（別売）とも連動！

RizStaRizSta
ネオンネイルメーカー
◆税込価格：　 4,500 円　◆発売日：春予定
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ250×Ｈ230×Ｄ100ｍｍ

リズスタの美羽・凛音のデザインや、8 つ
のコンセプト・100 種類以上のおしゃれで
かわいい光るネイルデザインが楽しめます！
セット内容にはリズスタブレスで遊べるファ
ッションエンブレム付き！

RizSta
リズスタライト ピンク 
◆税込価格：　 5,500 円　◆発売日：春予定
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 4×3 本（別売）
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ380×Ｈ140×Ｄ70ｍｍ

 「リズスタ」のダンスバトルアイテム！ダンスで
ボルテージを集めると「リズスタライト」がカ
ラフルに光る！美羽、凛音、翔太それぞれのダ
ンスバトル BGM やウィニングダンス BGM も収
録！さらに「リズスタブレス」（別売）とも連動！

© TOMY　© TOMY・OLM／リズスタ製作委員会・テレビ東京

モンコレ
ポケトルゼ　ピカチュウ（モンスターボール）／
アルセウス（マスターボール）
◆税込価格：各2,500 円　◆発売中　◆対象年齢：4 歳～　◆入数：各12
◆サイズ：Ｗ170×Ｈ200×Ｄ120ｍｍ

モンコレを爽快にゲット！好きなポケモン（MS シリーズのモンコレ）をめがけて
ポケトルゼを構え、ボールを開くとアームが伸びてポケモンをゲットできます。何
度でもゲットできてたくさん遊べます。

モンコレ
ポケトルゼ　
ディアルガ　パルキア　セットディアルガ　パルキア　セット
（ハイパーボール）

◆税込価格：3,400 円　◆発売日：3月19 日
◆対象年齢：4 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ230×Ｈ200×Ｄ120ｍｍ

パウ・パトロール
パウっと出動！
ＤＸパウステーション
◆税込価格：9,900 円
◆発売日：4 月下旬
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：2
◆サイズ：Ｗ610×Ｈ380×Ｄ130ｍｍ

ダイキャストビークルでビュンビュン遊べる！全高約 60 ㎝のビッグサイズ！①ス
ロープから出動！②コースを変えればスピードアップ！③最大 8 台同時出動でき
る！スペシャルカラーダイキャストビークル2 台付きです。

パウ・パトロール
ミッションクルーザー
◆税込価格：8,580 円
◆発売日：4 月下旬
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：ボタン電池ＬＲ44×3 個（付属）
◆入数：2
◆サイズ：Ｗ450×Ｈ370×Ｄ135ｍｍ

PAW PATROL™ & © 2022 Spin Master Ltd.  All rights reserved. 
Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

全長 35 ㎝以上！ミッションパウの新しい基地が登場！①ミッションビークル 3 台出
動可能！②迫力のサウンドが楽しめる！③ミッションパウカードを挿して遊べる！ロ
ボドッグ フィギュア・ミッションビークル /ミッションパウカード 1枚付きです。

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

キャップ革命 ボトルマン
BOT-28 コーラマルDX
◆税込価格：　 1,100 円　◆発売日：4 月下旬
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：24
◆サイズ：Ｗ88×Ｈ170×Ｄ58ｍｍ+(32)mm

カスタマイズで性能が変わる「ドリンクロスシステム」搭載のボトルマン！締
め撃ちが可能なパワーコアボトル搭載！ 締め撃ちアームとウィングパーツで強
力なパワーショットが撃てる鳳凰座のパワータイプのボトルマンです。 

© TOMY/BMDX PROJECT・TVO

※MS シリーズの中でも一部対応していないモンコレもございます。

込価格：　 1,100 円　込価格：　 1,100 円　予込価格：　 1,100 円　込価格：　 1,100 円　予込価格：　 1,100 円　

込価格：　 6,000 円　込価格：　 6,000 円　予込価格：　 6,000 円　込価格：　 6,000 円　予込価格：　 6,000 円　

込価格：　 5,500 円　込価格：　 5,500 円　予込価格：　 5,500 円　込価格：　 5,500 円　予込価格：　 5,500 円　

込価格：　 4,500 円　込価格：　 4,500 円　込価格：　 4,500 円　予込価格：　 4,500 円　込価格：　 4,500 円　予込価格：　 4,500 円　

込価格：　 3,300 円　込価格：　 3,300 円　予込価格：　 3,300 円　込価格：　 3,300 円　予込価格：　 3,300 円　

※セット内容以外は別売です。
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TOMY COMPANY, LTD.
タカラトミー

リカちゃん
にじキュンカールリカちゃん
◆税込価格：5,170 円　込価格：5,170 円　◆発売日：4 月下旬
◆対象年齢：3 歳～　対象年齢：3 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ220×220×Ｈ265×Ｄ50ｍｍ

付属のスピンカーラーで自動で付属のスピンカーラーで自動で
髪を巻き付け、ゆるふわカール髪を巻き付け、ゆるふわカール
が作れます。また、ワッフルメが作れます。また、ワッフルメ
ーカーで挟むだけで、ワッフルーカーで挟むだけで、ワッフル
ヘアが簡単に作れます。ストレヘアが簡単に作れます。ストレ
ートヘアに戻したいときは、髪ートヘアに戻したいときは、髪
を手で温めながら付属のブラシを手で温めながら付属のブラシ
で梳かし、繰り返し遊べます。で梳かし、繰り返し遊べます。

© TOMY

アスレチックランドゲーム
◆税込価格：3,300 円
◆発売日：3月24 日
◆対象年齢：5 歳～　◆入数：4
◆サイズ：Ｗ330×Ｈ265×Ｄ100ｍｍ

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
ンゲームが令和に復活！ボタ
ンを操作してボールを動かし、
8 つのアスレチックをクリアし
てゴールを目指します。グラ
グラ橋や、ホ ップステップジャ
ンプなどハラハラドキドキのア
スレチックが満載です。

©  TOMY©  TOMY

© TOMY　©2022 SKYROCKET LLC

ぎゅっとしてキュンっ！
あまえんぼ コアラ／
あまえんぼ こねこ
◆税込価格：各 6,578 円
◆発売日：3月19 日
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：単 4×3 本（別売）
◆入数：各 6
◆サイズ：Ｗ170×Ｈ230×Ｄ155ｍｍ

あなたのうでをぎゅっ！とつか
んで甘える仕草に、思わずキュ
ンっ！としてしまうお世話ぬい
ぐるみです。未就学児が抱っ
こして遊びやすいサイズです。

メタル搭載の薄く鋭い 3 枚刃で鋭くも重い
攻撃を繰り出すアタックタイプのベイブレ
ード！さらに別商品に付属する進化パーツ
を取り付けることができます。

© TOMY/Shogakukan　© TOMY

ベイブレードバースト
B-197 ブースター
ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3
◆税込価格：1,760 円　◆発売日：4 月下旬
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：24
◆サイズ：Ｗ175×Ｈ100×Ｄ35ｍｍ＋(20)mm

コントロールパネルのボタンやレバー、ハンドルを操作してトミカを走らせるドラ
イブコースです。ド派手なアクションをクリアして、上手にトミカを走らせましょ
う。初回版のみスペシャルトミカが付属します。

トミカ
キミが運転！
トミカわくわくドライブ
（スペシャルトミカつき）

◆税込価格：7,480 円　◆発売日：4 月中旬
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：4
◆サイズ：Ｗ350×Ｈ350×Ｄ270ｍｍ

© TOMY

人気のレールレイアウト「坂」「立体交差」が楽しめるほか、「駅」「踏切」「鉄橋」
などの情景パーツが入ったボリュームセットです。新登場のオリジナル車両「ク
ロスライナー」には、お客さんの乗降遊びが楽しめる仕掛け付きです。

プラレール
夢中をキミに！プラレールベストセレクションセット
◆税込価格：5,500 円　 ◆発売日：4 月下旬　 ◆対象年齢：3 歳～　 ◆電池：単 3×1本（別 売）
◆入数：6　◆レイアウトサイズ：Ｗ1480×Ｈ130×D700

© TOMY

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

好きなミルフィーシートを組み合わせて、SNS 風ミルフィーチャームが作れます。好きな写真やシールと
組み合わせたり、文字が書けるミルフィーシートを使ってアレンジも楽しめます。完成品 1 個含む 11 個の
ミルフィーチャームが作れます。専用別売りセットでもっとアレンジの幅を広げることも可能です！

※2022 年 12 月までの限定生産商品です。※スペシャルトミカ以外のトミカ（ミニカー）は別売です。

ミルフィーチャームショットミルフィーチャームショット
すみっコぐらし
◆税込価格：3,300 円　◆発売中
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ150×Ｄ120ｍｍ

ミルフィーチャームショット
あつまれ どうぶつの森
◆税込価格：3,300 円　◆発売中
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ150×Ｄ120ｍｍ

ミルフィーチャームショット
鬼滅の刃
◆税込価格：3,300 円　◆発売中
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ150×Ｄ120ｍｍ

ミルフィーチャームショット
ポケモン
◆税込価格：3,300 円　◆発売中
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ210×Ｈ150×Ｄ120ｍｍ

© TOMY
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2020 Nintendo

© TOMY
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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T-arts company , ltd.
タカラトミーアーツ

桃太郎電鉄
～昭和 平成 令和も定番 ! ～ ボードゲーム
◆税込価格：4,950 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：不要
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ502×Ｈ300×Ｄ75ｍｍ

これぞ「桃鉄」のボードゲーム！定番＆人気ゲームが家族で楽しめるボードゲームに
なって登場！プレイ時間は 30 分～ 5 時間以上、ルールのバリエーションも豊富です。

©さくまあきら　©Konami Digital Entertainment©さくまあきら　©Konami Digital Entertainment

ワッチャプリマジ！ コーデブック
◆税込価格：2,640 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～
◆電池：不要
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ215×Ｈ285×Ｄ40ｍｍ

子どもたちの「宝物」であるカードをキレイにコレクシ
ョンできるデザイン性の高い専用ファイルです。
※カードは商品に付属しません。画像はカード収納時のイメージです。

※筐体の画面はハメコミ画像です。※筐体の画面はハメコミ画像です。

立体レリーフと
箔押しの豪華な
表紙デザイン！

アニメキャラが使っている
魔法の本を完全再現！
アニメキャラが使っている
魔法の本を完全再現！

透明カードが映える
白い専用リフィル
6枚入りプリマジプロフカード

を1枚入れられる
ポケットつき！

©T-ARTS／syn Sophia／テレビ東京／PM製作委員会

ビッグストリーム
そうめんスライダー　ビッグハワイ
◆税込価格：16,280 円　◆発売日：4 月予定　
◆対象年齢：15 歳～　◆電池：アルカリ単1×3 本（別売）
◆入数：3　◆サイズ：Ｗ440×Ｈ330×Ｄ265ｍｍ

トップには噴水で花びらが動く「ハイビスカスファウンテン」を搭載！
レインボーパネルや、サーファー型の水車で流しそうめんを盛り上げます。

スパリゾート
ハワイアンズ様
コラボ商品

うちにいながらリゾート気分！？
今度のそうめんスライダーは
「ハワイ」がテーマ！

「ガリガリ君」を「フワフワ君」にする！？
新感覚カキ氷製造機！

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

©AKAGI×GARIPRO©AKAGI×GARIPRO

冷えフワ！おかしなカキ氷　ガリガリ君
ソーダ色／ピンク色／クリアカラー
◆税込価格：各1,199 円　◆発売日：3月予定　
◆対象年齢：8 歳～　◆電池：不要
◆入数：24　◆サイズ：Ｗ90×Ｈ180×Ｄ90ｍｍ

これを使えば、あの国民的アイスバー「ガリガリ君」で簡単にカキ氷が作れます。
キャンディ部分とシャリシャリ氷が絶妙にミックスされた「ガリガリ君」のカキ氷は、
空気を含んでいて驚きのフワフワ食感が楽しめます。
※この玩具は1本入りの「ガリガリ君」シリーズアイスにのみ対応しており、複数本箱入りの「ガリガリ君」シリ
ーズアイスには対応しておりません。

スパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾートスパリゾート
ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様
コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品コラボ商品

©T-ARTS

ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様ハワイアンズ様

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
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トレーン

Nゲージダイキャストスケールモデル
No.50　Ｅ235系　山手線
◆税込価格：1,320 円
◆発売日：8 月予定
◆対象年齢：3歳～
◆入数：12個×８Box
◆サイズ：W178×H39×D35mm
ＪＲ東日本商品化許諾済

実寸大

Nゲージダイキャストスケールモデル
おかざりレール(5本入り)
◆税込価格：715円
◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：3歳～
◆入数：12個×12Box
◆サイズ：W65×H230×D25mm

実寸大

以前の「おかざりレール」は車両と同じ長さだったため、
車両を乗せるとレールがあまり見えませんでした。
長さを1cm延長してリニューアルする事により、車両を
乗せてもレールの存在感があり、車両の魅力も上がります。
※パッケージサイズに変更はございません。

HELIX(ヒリックス)
パワースピンボール
◆税込価格：1,078円
◆発売中
◆対象年齢：5歳～
◆入数：6個
◆サイズ：W240×H193×D70mm

HELIX(ヒリックス)
ゲームパック
◆税込価格：2,420円
◆発売中
◆対象年齢：5歳～
◆入数：6個
◆サイズ：W290×H390×D60mmズ：W290×H390×D60mm

エアライダーズ
プロサーファー
◆税込価格：2,178円
◆発売中
◆対象年齢：5歳～
◆入数：6個×2Box
◆サイズ：W120×H620×D90mm

エアライダーズ
プロサーファー
◆税込価格：2,728円
◆発売中
◆対象年齢：5歳～
◆入数：6個×2Box
◆サイズ：W210×H250×D60mm

※車両は別売りです

TRANE Co., Ltd.
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仮面ライダー
変身サウンドカードセレクション各種

ドンブラザーズ変身武器。ゼンカイジャ
ーのセンタイギアとドンブラザーズのアバ
タロウギアの両方の読み込みが可能。DX
ザングラソードとも赤外線連動！

暴太郎戦隊ドンブラザーズ
DXドンブラスター
◆税込価格：5,280 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：単 4×2 本（別売）
◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ320×Ｈ320×Ｄ95ｍｍ

暴太郎戦隊ドンブラザーズ
DXザングラソード
◆税込価格：4,980 円　◆発売日：4 月2日
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 4×3 本（別売）
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ540×Ｈ240×Ｄ95ｍｍ

ドンモモタロウ専用剣。フルカラー LED
を複数搭載、光とサウンドが発動。 DX ド
ンブラスターで読み込んだ戦隊の技を発
動させることが可能。

合体遊び

暴太郎戦隊ドンブラザーズ
チェンジヒーローズ
ドンモモタロウアルター
◆税込価格：2,200 円　◆発売中　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ200×Ｄ50ｍｍ

チェンジヒーローズでドンモモタロ
ウアルターが登場。桃形態からロ
ボ形態に変形可能。レジェンドア
ルターと合体遊びが楽しめる！

暴太郎戦隊ドンブラザーズ
DXドンゼンカイオー
◆税込価格：8,250 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：LR44×2（付属）電池：LR44×2（付属）
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ240×Ｈ320×Ｄ105ｍｍ105ｍｍ

暴太郎戦隊ドンブラザーズ暴太郎戦隊ドンブラザーズ
チェンジヒーローズ
トッキュウジャーアルター
◆税込価格：2,200 円　◆発売中　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ200×Ｄ50ｍｍ

暴太郎戦隊ドンブラザーズ
チェンジヒーローズ
ジュウオウジャーアルター
◆税込価格：2,200 円　◆発売日：4 月26日
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ140×Ｈ200×Ｄ50ｍｍ

合
体
遊
び

©テレビ朝日・東映AG・東映
ドンブラザーズでも引き続き活躍！

ボタンを押すと発光ボタンを押すと発光
＆起動音が鳴る！

仮面ライダーリバイス
DXホーリーウイング
バイスタンプ
◆税込価格：3,630 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：LR44×3 個（付属）
◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ120×Ｈ180×Ｄ75ｍｍ75ｍｍ

DXツーサイドライバーと連動しDXツーサイドライバーと連動し
て、仮面ライダーホーリーライて、仮面ライダーホーリーライ
ブに変身！

ボタンを押すと発光
＆ファンが回転！仮面ライダーリバイス

DXサンダーゲイルDXサンダーゲイル
バイスタンプバイスタンプ
◆税込価格：3,520 円　
◆発売日：3月26日発売日：3月26日
◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：LR44×3 個（付属）
◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ120×Ｈ180×Ｄ75ｍｍ75ｍｍ

DX リバイスドライバーにセットDX リバイスドライバーにセットDX リバイスドライバーにセット
して天面のボタンを押すとファして天面のボタンを押すとファして天面のボタンを押すとファ
ンが回転！スタンプを倒して仮ンが回転！スタンプを倒して仮ンが回転！スタンプを倒して仮
面ライダーリバイスに変身！面ライダーリバイスに変身！面ライダーリバイスに変身！

◆税込価格：各220 円　◆発売中　◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：120　◆サイズ：Ｗ65×Ｈ140×Ｄ5ｍｍ

専用サイトにログインしカード裏面のシ
リアルコードを入力すると、スマホ・PC
のブラウザ画面内にベルトが登場し変身
音が発動するコレクションカード。

©2021 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ヤナカーギー

ウルトラ怪獣シリーズ
166 ヤナカーギー／
167エタルガー
◆税込価格：各 660 円　
◆発売日：ヤナカーギー3月19日、

エタルガー 4 月9 日
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：60

ウルトラヒーローシリーズ
25 ウルトラマン
サーガ
◆税込価格：660 円　◆発売中
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：60

エタルガー

ウルトラヒーローシリーズ
EXウルトラマンゼアス／
22ウルトラマンナイス
◆税込価格：各 660 円　
◆発売日：4 月2日
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：60

ウルトラマンナイスウルトラマンナイスウルトラマンゼアス

ウルトラアクションフィギュア
ウルトラマンコスモス ルナモード／
特空機1号セブンガー／
ウルトラマンレグロス／トリガートゥルース
◆税込価格：ウルトラマンコスモス ルナモード／ウルトラマンレグロス各

2,200 円、特空機セブンガー2,420 円、トリガートゥルース 2,530 円　
◆発売日：ウルトラマンコスモス ルナモード／特空機セブンガー 発売中、ト

リガートゥルース 3月 26日、ウルトラマンレグロス4 月2日
◆対象年齢：3 歳～　
◆入数：36

特空機1号
セブンガー

ウルトラマンコスモス
ルナモード

ウルトラマン
レグロス

トリガー
トゥルース

©円谷プロ

©石森プロ・東映　©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©円谷プロ

BANDAI CO., LTD.
バンダイ

※アバタロウギア２個付属

←ドンモモタロウアル
ター（別売り）と合体ター（別売り）と合体

↑ドンモモタロウアル
ター（別売り）と合体
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合体遊び

合
体
遊
び

フードをくるんと裏返してフ
ォームチェンジ！変身なりき
り遊びが楽しめます。

©ABC-A・東映アニメーション

バイタルブレス キャラクターズ
VBMカードセット ウルトラマン vol.3
ウルトラマンゼット＆セブンガー
◆税込価格：1,980 円　◆発売日：3月26日　◆対象年齢：8歳～
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ124×Ｈ152×Ｄ5ｍｍ

©BANDAI

©円谷プロ　©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映　©BANDAI

鬼滅の刃
NARIKIRI日輪刀～宇髄天元～
◆税込価格：5,280 円　◆発売日：4 月23日　
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：LR44×2（付属）　
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ380×Ｈ215×Ｄ84ｍｍ

宇髄天元の二刀流日輪刀が登場。劇中の型や名台
詞の音声が鳴ってなりきって楽しめます。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

BANDAI CO., LTD.
バンダイ

デリシャスパーティ♡プリキュア
にぎにぎ変身！おしゃべりコメコメ／
サンドde変身！おしゃべりパムパム／
ミラクル変身！おしゃべりメンメン
◆税込価格：各 4,378 円　
◆発売中（おしゃべりメンメンのみ 3月19 日）　
◆対象年齢：3 歳～　◆電池：単 4×2 本（別売）　
◆入数：24　◆サイズ：Ｗ180×Ｈ270×Ｄ150ｍｍ

おしゃべり
コメコメ

おしゃべり
パムパムパムパム

Pretty Holic
プリティアップチーク ラブリーハート／ブライトフラワー
◆税込価格：各1,628 円　◆発売中　◆対象年齢：6 歳～　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ185×Ｈ125×Ｄ55ｍｍ

おしゃべり
メンメンメンメン プリキュア達がいつも身に着けている大切なアイ

テム！カメラ搭載で75 種の遊びが楽しめます！

デリシャスパーティ♡プリキュア
つくっておせわして♡
ハートキュアウォッチ
◆税込価格：9,900 円　◆発売中　◆対象年齢：3 歳～　
◆電池：Lipo×1（内臓）　
◆入数：12　◆サイズ：Ｗ95×Ｈ170×Ｄ50ｍｍ

プリキュアとおそろいコス
メの Pretty Holic からチー
クが登場！好評発売中！

Pretty Holic Sｗeets
クリスタルシュガーボトル　
キュアプレシャス／
キュアスパイシー／
キュアヤムヤム
◆税込価格：各 880 円　
◆発売中　
◆対象年齢：3 歳～　　
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ52×Ｈ130×Ｄ40ｍｍ

金平糖とハートシュガーをオリジナルミッ
クス！宝石をイメージしたパッケージもポ
イント。

Tamagotchi Smart たまスマカード
パステルフレンズ
◆税込価格：1,100 円　◆発売日：3月19 日　◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ143×Ｈ155×Ｄ15ｍｍ

※セット内容以外は含まれません

パステルカラーでコーディネート♪
ふんわりカラーのたまごっちとアイテムがいっぱい！

パステルカラーや
フラワーモチーフ
の育成キャラクタ
ーやアイテムをダ
ウンロードできる
たまスマカードが
登場！

Tamagotchi Smart たまスマカード
メロディフレンズ
◆税込価格：1,100 円　◆発売日：3月19 日　◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ143×Ｈ155×Ｄ15ｍｍ

音楽モチーフの
育成キャラクタ
ーやアイテムを
ダウンロードで
きるたまスマカ
ードが登場！

育成キャラクターの追加

アイテムや時計デザインのスタイルチェンジ

人気キャラクターラブリっちとメロディっちが登場！
音楽モチーフのたまごっちとアイテムが大集合♪

※画像はイメージ

それぞれウルトラマンゼット、特空機１号セブンガー
を中心に収録した VBM カードのセット。 

バイタルブレス キャラクターズ
VBMカードセット 仮面ライダー vol.3
仮面ライダービルド
SIDE BUILD＆SIDE ROGUE
◆税込価格：1,980 円　◆発売日：4月23日　◆対象年齢：8歳～
◆入数：48　◆サイズ：Ｗ124×Ｈ152×Ｄ5ｍｍ

それぞれ仮面ライダービルドやナイトローグなどを
収録したVBM カードのセット。

※画像はイメージ

育成キャラクターの追加

アイテムや時計デザインのスタイルチェンジ

※画像はイメージ
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BANDAI CO., LTD.
バンダイ

それいけ！アンパンマン
フルーツ！おやさい！ぜーんぶミックス！
アンパンマンおしゃべりミキサー
◆税込価格：6,578 円　◆発売日：3月26日　◆対象年齢：2 歳～　
◆電池：単 4×3 本（別売）　◆入数：8　◆サイズ：Ｗ400×Ｈ250×Ｄ140ｍｍ

カラフルに光って回るミキサーを使って、楽しい音楽と効果音でジ
ュースづくりあそびが楽しめます！

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

CUTOCO
ちいかわ3種　
ちいかわ／ハチワレ／うさぎ
◆税込価格：880 円　◆発売日：4 月23日　
◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：36　◆サイズ：Ｗ75×Ｈ70×Ｄ63ｍｍ

坂道をトコトコくだる姿に癒される
キュートな見た目のフォーマットトイ

「CUTOCO」にちいかわが登場！ 

CUTOCO
星のカービィ3種　
カービィ／メタナイト／ワドルディ
◆税込価格：880 円　◆発売日：4 月23日　
◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：36　◆サイズ：Ｗ75×Ｈ70×Ｄ63ｍｍ

坂道をトコトコくだる姿に癒される
キュートな見た目のフォーマットトイ

「CUTOCO」に星のカービィが登場！ 
    

©nagano / chiikawa committee
©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.　KB22ーP3704

スプリンgood！
スタンダードセット
◆税込価格：4,620 円　◆発売日：3月26日　
◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ280×Ｈ240×Ｄ120ｍｍ

くるくるでかわいいスプリングアクセが最大 20
個作れるふしぎで楽しい新メイキングトイです。 

スプリンgood！
すみっコぐらしセット
◆税込価格：4,950 円　◆発売日：3月26日　
◆対象年齢：6 歳～　
◆入数：6　◆サイズ：Ｗ280×Ｈ240×Ｄ120ｍｍ

くるくるでかわいいすみっコぐらしのスプリングアク
セが作れるふしぎで楽しい新メイキングトイです。

©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©BANDAI

ずっとぎゅっとレミン＆ソラン
コルネ ドレスきほんセット ＝ラプンツェル＝
◆税込価格：6,380 円　◆発売日：3月26日　
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：8　◆サイズ：Ｗ195×Ｈ305×Ｄ110ｍｍ

レミンとソランのお友達、コルネがラプンツェルのドレスを着て
新登場！基本のお世話遊びやヘアアレンジも可能。

© Disney

ウルトラヒーローズ
おうちで水あそび！
ふんすいマット
◆税込価格：3,850 円　◆発売日：3月26日　
◆対象年齢：1.5 歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ310×Ｈ420×Ｄ25ｍｍ

サンリオキャラクターズサンリオキャラクターズ
おうちで水あそび！
ふんすいマット
◆税込価格：3,850 円　◆発売日：3月26日　
◆対象年齢：1.5 歳～　◆入数：12　
◆サイズ：Ｗ310×Ｈ420×Ｄ25ｍｍ

空気入れ不要で、ホースと水道をつなぐだ
けで簡単にふんすい遊びができるマット。

※ホースはセッ
ト内容に含まれ
ません

最強王図鑑 
最強王バトルカードゲーム
～混沌の王座～
◆税込価格：1,540 円　◆発売日：4 月9 日　
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：24　
◆サイズ：Ｗ168×Ｈ142×Ｄ21ｍｍ

 「最強王図鑑」シリーズの「絶滅動物」「妖
怪」「悪魔」「水中生物」を収録した、
バトルカードゲームの第 2弾！

◆税込価格：6,050 円　◆発売日：4 月23日　
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：8　
◆サイズ：Ｗ450×Ｈ450×Ｄ50ｍｍ

ドンジャラ
ドラゴンボール超

「ドラゴンボール超」のドンジャラが登
場！ 2022 年公開の新作映画タイミング
に合わせて発売！

© 2022 SANRIO CO., LED. APPROVAL NO. S622260 ©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション©Gakken©円谷プロ　

ちいかわ ハチワレ

うさぎ

※画像は監修中のもので、実際の商品とは多少異なる  ※画像は監修中のもので、実際の商品とは多少異なる  
場合があります。 

メタナイト カービィ ワドルディ
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PILOT Corporation
パイロットコーポレーション

きらりんシール  すみっコぐらし
◆税込価格：4,950 円　◆発売日：3月下旬予定　
◆対象年齢：6 歳～　◆入数：6　
◆サイズ：Ｗ250×Ｈ235×Ｄ65ｍｍ
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

メルちゃん
おせわだいすきメルちゃんおせわだいすきメルちゃん
◆税込価格：3,850 円　 ◆発売日：4 月予定発売日：4 月予定
◆対象年齢：1.5 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ160×Ｈ233×Ｄ140ｍｍ

ポケットメルちゃん
ベッド＆デスクセット
◆税込価格：2,420 円　
◆発売日：5月予定
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：24
◆サイズ：Ｗ200×Ｈ160×Ｄ100ｍｍ

スイスイおえかき  for study
何回も書ける！れんしゅうボード
◆税込価格：2,420 円　◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：12
◆サイズ：Ｗ245×Ｈ275×Ｄ45ｍｍ

メルちゃん
あおくん
◆税込価格：3,960 円　◆◆発売中　発売中　
◆対象年齢：3 歳～
◆入数：6
◆サイズ：Ｗ190×Ｈ290×Ｄ110ｍｍ

メルちゃん
あっちゃん
◆税込価格：3,960 円　◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：1.5 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ240×Ｈ230×Ｄ140ｍｍ

メルちゃん
おしゃれヘアメルちゃんおしゃれヘアメルちゃんおしゃれヘアメルちゃん
◆税込価格：4,400 円　
◆発売日：5月予定
◆対象年齢：3 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ190×Ｈ290×Ｄ110ｍｍ110ｍｍ

おめめぱちくりネネちゃん
◆税込価格：4,400 円　◆発売日：4 月予定
◆対象年齢：1.5 歳～　◆入数：6
◆サイズ：Ｗ290×Ｈ233×Ｄ140ｍｍ

メルちゃん
メルちゃんのいもうと

くりかえし書けて、
楽しく身につく！

ポケットメルちゃんに
ピッタリの、
かわいい家具セット。

※お人形はセットに含まれていません。※お人形はセットに含まれていません。

きらりんシール  すみっコぐらし
メイキングトイ

※お人形はセットに含まれていません。
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©見里朝希JGH・シンエイ動画／モルカーズ

大人気「PUIPUIモルカー」シリーズ大人気「PUIPUIモルカー」シリーズ大人気「PUIPUIモルカー」シリーズ大人気「PUIPUIモルカー」シリーズ

モルカー達がコースをコミカルに駆け回る！2 枚から遊べる組み替え自由のパネル
で好きなコースが作れます。パネルにはエピソードに登場する要素をイラスト化し

©2022 Gullane(Thomas)Limited.　©2022 HIT Entertainment Limited.

「きかんしゃトーマス」シリーズ「きかんしゃトーマス」シリーズ「きかんしゃトーマス」シリーズ「きかんしゃトーマス」シリーズ

モルカー達がコースをコミカルに駆け回る！2 枚から遊べる組み替え自由のパネル
で好きなコースが作れます。パネルにはエピソードに登場する要素をイラスト化し
てレイアウトし、臨場感を高めています。

PUIPUI モルカー
はしる！シロモ／ポテト／テディ
◆ 税込価格：各3,080 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×1本（別売）　◆ 入数：各12　◆ サイズ：Ｗ290×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

2022マスダヤ パネルワールド

パネルワールド
走る！D51蒸気機関車  ほか（全 6 種）
◆ 税込価格：各2,728 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×1本（別売）　◆ 入数：各12　
◆ サイズ：Ｗ290×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ　

パネルワールドパネルワールド
走る！新幹線 E７かがやき走る！新幹線 E７かがやき
◆ 税込価格：2,728 円　税込価格：2,728 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 入数：12　入数：12　◆ 電池：単 4×1本（別売）
◆◆ サイズ：サイズ：ＷＷ290×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

パネルワールド
走る！通勤電車 ストップ＆ゴー！走る！通勤電車 ストップ＆ゴー！
E235 系山手線・E233京浜東北線セット
◆ 税込価格：4,378 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×2 本（別売）　◆ 入数：12
◆ サイズ：Ｗ290×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ

パネルワールド
走る！新幹線 ストップ＆ゴー！
E5系はやぶさ・E6 系こまちセット
◆ 税込価格：4,378 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×2 本（別売）　◆ 入数：12
◆◆ サイズ：サイズ：ＷＷ290×290×ＨＨ230×230×ＤＤ80ｍｍ　80ｍｍ　

パネルワールド
スペシャルセットⅠ
◆ 税込価格：9,680 円　◆ 発売中　◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×3 本（別売）　◆ 入数：6
◆ サイズ：サイズ：ＷＷ480×480×ＨＨ435×435×ＤＤ115ｍｍ　115ｍｍ　

JR東日本商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済
JR東海承認済・JR西日本商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済・JR東日本商品化許諾済・
JR東海承認済・JR東海承認済・
JR西日本商品化許諾済JR西日本商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済

JR東日本商品化許諾済JR東日本商品化許諾済

チャチャキューブ
ブラック／レッド／ベーシック
◆ 税込価格：各2,200 円　◆ 発売中　
◆ 対象年齢：3 歳～　◆入数：各24◆入数：各24◆
◆ サイズ：Ｗ180×Ｈ150×Ｄ65ｍｍ

7 個のブロックでキューブを作るパズル
です。ブロックの形や向きを想像しなが
ら試行錯誤！簡単な問題から難問まで
108 問のカード付きで、7 色の「ベーシ
ック」と、難易度の高い「ブラック」「レ
ッド」の3 種をラインナップ。

ブラック レッド ベーシック

トーマスとパーシーが駅で楽しくストップ＆ゴー！

トーマスと世界観たっぷりのパネル８
枚が入ったベーシックセットです。

きかんしゃトーマス
はしる！トーマスパネル８
◆ 税込価格：2,860 円　◆ 発売中
◆ 対象年齢：3 歳～　◆ 電池：単 4×1本（別売）
◆ 入数：12　◆ サイズ：Ｗ290×Ｈ230×Ｄ80ｍｍ　

“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”“カチャカチャ”
クリック感が手につたわる！
クセになるパズル！クセになるパズル！クセになるパズル！クセになるパズル！クセになるパズル！
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“カチャカチャ”
クリック感が手につたわる！
クセになるパズル！

“カチャカチャ”
クリック感が手につたわる！
クセになるパズル！

きかんしゃトーマス
はしる！トーマスとパーシー
えきでおにごっこセット
◆ 税込価格：4,730 円
◆ 発売中
◆ 対象年齢：3 歳～
◆ 電池：単 4×2 本（別売）
◆ 入数：12
◆ サイズ：Ｗ295×Ｈ240×Ｄ115ｍｍ

パネルの形状がすべて同じで片付けが簡単！/
/
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Maruka Corporation
マルカ

ワンワンとうーたんの
NEWおなまえなーに？
◆税込価格：2,750 円
◆発売中
◆対象年齢：1.5 歳～
◆電池：単 4×2 本（別売）
◆入数：24
◆サイズ：Ｗ275×Ｈ190×Ｄ40ｍｍ
©NHK・NHKエデュケーショナル

サンリオキャラクターズ
さくらんぼのおうち
◆税込価格：1,628 円
◆発売中
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：不要
◆入数：24
◆サイズ：Ｗ215×Ｈ210×Ｄ125ｍｍ
©2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622157S

イージースケーター / 
ミッキーマウス 
〈エクササイズversion〉

◆税込価格：7,678 円
◆発売日：5月予定
◆対象年齢：3 歳～6 歳
◆電池：不要
◆入数：6
◆サイズ：Ｗ185×Ｈ450×Ｄ120ｍｍ
©Disney

フライングディスク / MARVEL
フライングディスク / MARVEL〈キャプテン・アメリカ〉

税込価格：各 880 円　◆発売日：5月予定・発売中　◆対象年齢：3 歳～　◆入数：72　
サイズ：Ｗ300×Ｈ240×Ｄ30ｍｍ

©MARVEL

きかんしゃトーマス
トーマスとなかまたち
DX 連結セット
◆税込価格：2,200 円
◆発売日：5月予定
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：不要
◆入数：20
◆サイズ：Ｗ290×
©2022 Gullane (Thomas) Limited.

すみっコぐらし
お医者さんセット
◆税込価格：880 円
◆発売日：5月予定
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：不要
◆入数：48
◆サイズ：Ｗ310×Ｈ210×Ｄ30ｍｍ
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

すみっコぐらし
アイアイア スクリーム屋さんセット
◆税込価格：2,750 円
◆発売中
◆対象年齢：3 歳～
◆電池：不要
◆入数：10
◆サイズ：Ｗ290×Ｈ450×Ｄ70ｍｍ
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

すみっコぐらし
あたふた！？エアホッケー
◆税込価格：3,850 円
◆発売中
◆対象年齢：6 歳～
◆電池：単1×2 本（別売）
◆入数：12
◆サイズ：Ｗ270×Ｈ430×Ｄ85ｍｍ
©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

お医者さん遊びに人気のすみっコぐらしが登場。
聴診器に注射器に診察券、お薬などが入って本格
的な遊びができちゃうよ♪

キャプテンになりきって投げて飛ばして遊べる！部屋にオシャレに飾っても良し！

サンリオキャラクターズ
さくらんぼのおうち

125ｍｍ
2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S622157S

ベッドやテーブル等の家具が数点付属されて
いるので、ハウス遊びが楽しくできます。

フライングディスク / MARVEL
フライングディスク / MARVEL〈キャプテン・アメリカ〉
◆税
◆サイズ：

キャプテンになりきって投げて飛ばして遊べる！部屋にオシャレに飾っても良し！

あたふた！？エアホッケー

きかんしゃトーマス
トーマスとなかまたち
DX 連結セット

込価格：2,200 円
発売日：5月予定
対象年齢：3 歳～

290×Ｈ350×Ｄ50ｍｍ
2022 Gullane (Thomas) Limited.©2022 HIT Entertainment Limited.
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