
 

 

 

報道関係各位                                                   ２０２２年１１月１０日 

【改訂版：タカラトミー公式 HP 内クリスマス特設ページ公開日変更】 

株式会社タカラトミー 

今年のクリスマスは、昭和・平成に生まれた懐かしいおもちゃの最新版や AI、メタバースなど最新技術を取り入れた商品が注目さ

れています。 

タカラトミーグループ（本社：株式会社タカラトミー／代表取締役社長：小島 一洋／所在地：東京都葛飾区）は、一年の

締めくくりに子どもも大人も楽しめる、おすすめのおもちゃを６つのカテゴリーに分けてご紹介します。  

カテゴリーは、①今年注目を集めている「レトロ＆復活・進化」、②遊びの中で新しい体験や子どもたちの「やってみたい！」が叶う

「体験型トイ」、③昨今の GIGA スクール構想や ICT 化の波に合わせた「デバイス型トイ」、④家族・友人とのコミュニケーションが 

深まる「コミュニケーショントイ」、⑤いつでもどんな時代にも愛されている「キャラクター＆定番」、⑥「大人も楽しい」の６つです。また

今年のクリスマスは、１２月２４日（土）、２５日（日）が週末に重なります。みんなが笑顔になれるおもちゃでホリデーシーズン

をお楽しみください。 
 

★―― タカラトミーグループおすすめ クリスマスおもちゃのラインナップ ――★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★タカラトミー公式 HP では、おすすめの商品をご紹介する特設ページを公開中★ 

www.takaratomy.co.jp/xmas2022 

 

今年は懐かしいおもちゃの最新版や AI、メタバースなど最新技術を取り入れた商品がトレンド 

ホリデーシーズンに楽しめるトレンドおもちゃのご紹介 
体験型やデバイス型、定番・キャラクターなど、子どもも大人も楽しめる 6 つのカテゴリー 

 

レトロ＆復活・進化 

昭和レトロ、懐かしいおもちゃの 

復活や進化系が登場しました！ 

体験型トイ デバイス型トイ 

キャラクター&定番 大人も楽しい 

クラフトホビーや「やってみたい」が叶います！ おもちゃメーカーならではの機能や楽しさで 

PC 操作の基本スキル習得と 

子どもたちの学習意欲向上をサポートします。 

人気キャラクターと長く愛されている 

定番商品をご紹介します 

未来型トイ、大人もワクワク楽しめます！ 

コミュニケーショントイ 

家族、お友達とコミュニケーションが 

深まります。 

https://www.takaratomy.co.jp/xmas2022/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おしゃべりで時間を教えてくれるハト時計！ 

目覚まし時計やタイマー機能付き！  

「おしゃべりハト時計」  
３,９６０円（税込）発売中 

（株式会社タカラトミーアーツ） 

www.takaratomy-

arts.co.jp/specials/hatodokei 

©T-ARTS 

 

 

リカちゃんと一緒にパティシエレッスン！ 

ホイップクリームやパーツでケーキのデコ

レーションを楽しめるほか、オーブンや

ショーケース等もあり、パティシエのお  

仕事が一連で体験できます。 

リカちゃん「ゆめ deco パティシエ 
ポンポンホイップ」 
６,６００円（税込）発売中 
licca.takaratomy.co.jp/products/house/

yumedeco_patissier 

© ＴＯＭＹ 

 

 

 

「自動のりまき機構」搭載！作るところ 

から楽しめる最新型「回転寿し」マシン

です。  

「クルクルのりまき工場」 
６,５７８円（税込）発売中 

（株式会社タカラトミーアーツ） 

www.takaratomy-

arts.co.jp/specials/kurukuru_norimaki 

©T-ARTS 

 

 

チョロ Q×2 台、コントローラー×2 台と   

パイロン、プレイマップがセットになった沢山

の競技で遊べるプレイセットです。 

チョロ Q「チョロ Q チャレンジ！Q 極
対戦セット/日産」 
６,９９９円（税込） 

２０２２年１１月１０日（木）発売 

www.takaratomy.co.jp/products/choroq 

© ＴＯＭＹ 

 

ぷ に ぷ に キ ャ ラ を 直 接 指 で さ わ っ て   

お世話できる新”触感”液晶トイ！  

新しいキャラクターやミニゲームなども 

「ぷらす」 されて新登場です。 

「ぷにるんず ぷにぷらす」（3 種） 
各７,１５０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/puniru

nes  

© ＴＯＭＹ／ぷにるんずぷにじぇくと・テレビ大阪 

糸カートリッジでカンタン！すぐに縫えちゃう 

本物ミシンが登場！セット内容の生地で 

トートバッグ、ロールペンケース、シュシュ、

ポーチ、ティッシュケースが作れます。 

「リアルミシン ファッションスタジオ」 
８,７７８円（税込） 

２０２２年１１月１２日（土）発売 
www.takaratomy.co.jp/products/fashionstu

dio 

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

 

「ぷにるんず」がすっぽり入るポーチ！入れた

まま遊ぶことができる！「ぷにるんず ぷにぷ

らす」で使えるパスワードも同梱。 

「ぷにるんず／おでかけるんるんポーチ
／ぷにるんずあいるん ver.」 
１,９８０円（税込）発売中 
www.takaratomy-arts.co.jp/items 

© ＴＯＭＹ／ぷにるんずぷにじぇくと・テレビ大阪 

 

本当にカットできちゃう！安全設計の  

ハサミを使って人気のトリマー体験が  

楽しめる新感覚ホビー商品です。 

「トリミングペットサロン」（2 種） 
各５,９４０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/trimmin

gpetsalon 

© ＴＯＭＹ 

 

※人形、一部小物別売り 

レトロ＆復活・進化 

体験型トイ 

昭和 に 大ヒット し た指先で 楽しむ   

エ キ サ イ テ ィ ン グ ア ク シ ョ ン ゲ ー ム    

「アスレチックランドゲーム」が令和に 

復活しました。 

「アスレチックランドゲーム」 
３,３００円（税込）発売中 

www.takaratomy.co.jp/products/athle

ticlandgame 

© ＴＯＭＹ 

 

 

© ＴＯＭＹ 
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付け替え用マウスカバーでポケモンゲット！ポケモンと楽しく 

遊んで学べるパソコンがパワーアップして新登場！ 

「ポケモン ピカッとアカデミー マウスでゲットパソコン 
プラス」  
１９,８００円（税込）２０２２年１１月１８日（金）発売 

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

t_pc_plus 

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

 

 

かわいいポケモンたちと触れ合いながら、本格的な学習ができ

ちゃうパッド！私だけのパッドでペンシル学習しよう！ 

「ポケモン ポケピース MY PAD（マイパッド）」 
１７,６００円（税込） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/pokepeace/mypad 

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 

 

「ジュラシック・ワールド」のミッションをクリア！遊びや学習メニュー

が盛りだくさんなパソコントイが登場。恐竜ブルーのマウスと一緒

に学習できます。 

「ジュラシック・ワールド 恐竜マウスでスタディパソコン」  
１８,１５０円（税込） 発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/jurassicworld/studypc 

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

 

 

デバイス型トイ 

小学館の図鑑 NEO が収録された、光るマウスが特徴の

PC。図鑑やゲームからいきものの知識、足し算、引き算、

掛け算、英会話に触れられます。 

「マウスが光る！小学館の図鑑 NEO パソコン」  
１９,８００円（税込） 

２０２２年１１月１２日（土）発売 
www.takaratomy.co.jp/products/zukanneopad 

© 小学館 © ＴＯＭＹ 

 

 

コミュニケーショントイ 

「お宝ワクワク！人生ピカピカ！」メイン

ボードから立体コース「ゴールデンアイ  

ランド」に渡ってゴールデンなお宝をたくさん

手に入れられます。 

「人生ゲーム ゴールデンドリーム」 
４,９５０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/p

roduct/golden_dream 

© 1968,2022 Hasbro. All Rights Reserved. 

© ＴＯＭＹ 

 

AI 音声合成技術を活用し、パパや

マ マ な どご 家 族そ っ くり の コ エ で 、   

たくさんのおはなしを読み聞かせできる  

スピーカーです。 

「coemo」 
１２,９８０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/coe

mo 

© ＴＯＭＹ 

 

１００種類以上のサウンドやアクションで 

まるで生きているみたい！多彩なコミュニ

ケーションあそびが楽しめるアクション付き

ペットトイです。 

「ふしぎなわたげ  フワモコロン」   
（2 種） 
各７,６７８円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/fuwam

okoron 

© ＴＯＭＹ  

TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. 
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パウ・パトロールとことばを学ぼう！日本語１,１００種類以上、

英語９６０種類以上、キャラクターボイス２３０種類以上の 

大ボリューム！身の回りのことばやあいさつ、二語文や三語文も 

学べ、さらにアニメさながらのトラブル解決遊びが楽しめます。 

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

２０２２年１１月１２日（土）発売 

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

©2022 Spin Master Ltd.  PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN 

MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and 

all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. 

© ＴＯＭＹ 

 

キャラクター&定番 

2 体の強力ボトルマンが合体！合体した 

「ロイヤルグリフォン DX」は発射口が増え、 

3 発同時発射が可能です。 

キャップ革命 ボトルマン「BOT-43  
ブレンド合体 ロイヤルグリフォン DX」 
４,２５０円（税込） 

２０２２年１１月１２日（土）発売 

www.takaratomy.co.jp/products/bottleman 

© ＴＯＭＹ/BMDX PROJECT・TVO 

アニアで遊べるしかけがいっぱいの動物園

セットです。パーツを自由に組みかえて 

遊ぶことができます。大きなマップ、アニア

のフィギュア３体付きです。 

「アニア 自由にくみかえ！サファリ 
動物園(スペシャルトミカ同梱版)」 
７,１５０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/ania/pr

oducts/playset/safari_zoo202208 

© ＴＯＭＹ ※セット内容以外は別売りです。 

ボタン１つでコマンドステーションが変形！

トミカを載せてビッグファイヤーが出動！ 

サウンド満載で消防ごっこが楽しい消防署

とはしご消防車のセットです。 

トミカ「変形出動！ビッグファイヤー
＆コマンドステーション」 
９,３５０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/t

omicaworld/town/commandstation 

© ＴＯＭＹ  ※トミカ（ミニカー）はつきません。 

これからプラレールをはじめるキミに  

ぴったり！かっこいい車両、情景、レール

が全部入った豪華なオールインワンセッ

トです。 

「夢中をキミに！プラレールベスト   
セレクションセット」 
５,５００円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/plarail

/tettei/set/bestselection03 

© ＴＯＭＹ 

WEB アニメ・玩具シリーズ「トミカヒー

ローズ ジョブレイバー 特装合体ロボ」 

からジョブレイバーで思いっきり遊べる  

ビックビークルが登場します。 

「トミカ ジョブレイバー デッキ  
アップ＆出動！ＤＸブレイバー  
トランスポーター」 
８,８００円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/tomic

a/jobraver 

© ＴＯＭＹ 

テレビに接続するだけでアーティストに  

必要な「ダンス」「リズム」「ソング」のスキル

がゲーム感覚で楽しく身につくレッスンアイ

テムです。 

「リズスタライブスタジオ」 
１２,１００円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/rizsta 

© ＴＯＭＹ 

© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／リズスタ製作委員会・テレビ東京 

※製品の使用には、HDMI 入力端子のあるテレビが必要です。 

 

https://www.takaratomy.co.jp/products/pawpatrol/products/
https://www.takaratomy.co.jp/products/bottleman/
https://www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/safari_zoo202208/
https://www.takaratomy.co.jp/products/ania/products/playset/safari_zoo202208/
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/commandstation.html
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicaworld/town/commandstation.html
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/jobraver/
https://www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社タカラトミー 広報課    TEL 03-5654-1280／FAX 03-5654-1380  

株式会社タカラトミーアーツ 事業企画部 広報 TEL 03-5680-4837／FAX 03-5680-4918  

株式会社トミーテック 事業推進課    TEL 03-3696-6187／FAX 03-3696-6193  

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞  

株式会社タカラトミーお客様相談室    TEL 0570-041031（ナビダイヤル）  

株式会社タカラトミーアーツお客様相談室    TEL 0570-041173（ナビダイヤル）  

株式会社トミーテック お客様相談室    TEL 03-3695-3161 

大人も楽しい 

パーティーゲームの決定版「黒ひげ危機

一発」がメタバース空間に登場！だれも

が知っているおもちゃで、離れた所にいる

人ともいつでも遊べます。 

「メタバース 黒ひげ危機一発」 
プレイ料金：無料 ［一部有料］オープン中 
www.takaratomy.co.jp/products/metave

rse_kurohige 

© ＴＯＭＹ  

 

東北新幹線 E５系と、パワーユニット

PU N-６００とレールが入ったトータル

セットで、すぐにお楽しみいただける  

鉄道模型入門に最適なセットです。 

TOMIX「ベーシックセット SD 
E5 系 はやぶさ」 
２１,７８０円（税込）発売中 

（株式会社トミーテック）

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

/90186.html 

JR 東日本商品化許諾済 

 

 

電動ヨーヨーと AR エフェクトを組み合わせた新感覚トイ

エンターテイメント！専用アプリでヨーヨーの動きに合わせ

て AR エフェクトをつけたクールな動画が撮影できます。 

「MUGENYOYO/ムゲンヨーヨー」（2 種） 
各５,９４０円（税込）発売中 
www.takaratomy.co.jp/products/mugenyoyo 

© ＴＯＭＹ  

 

自分好みのネイルチップが簡単に作れるプリント機

「ネルチップ」。ネイル初心者でもデザインを自由に 

組み合わせてオリジナルネイルが楽しめます。 

「ネルチップ」 
１プレイ５００円（税込） 稼働中 
www.takaratomy.co.jp/products/neltip 

© ＴＯＭＹ  

１９８７年に話題となった 6 体 

合体の「トレインボットライデン」が  

復活！プロジェクト第１弾商品です。 

トランスフォーマー「MPG-01  
トレインボットショウキ」 
１９,８００円（税込）発売中 
tf.takaratomy.co.jp/related-products 

© ＴＯＭＹ JR 東海承認済 JR 西日本商品化許諾済 

 

※画像はイメージ 
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