2019 年 6 月 11 日

日本おもちゃ大賞 2019 バンダイナムコグループ受賞結果

バンダイが 8 年連続「前年度ヒット・セールス賞」を受賞！
～平成を代表するヒット玩具『たまごっち』は特別賞を受賞～
バンダイナムコグループの 3 商品が「大賞」、7 商品が「優秀賞」
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、一般社団法人日本玩具協会が主催
する「日本おもちゃ大賞 2019」において、「前年度 ヒット・セールス賞」を『変身ベルト🄬 ＤＸジクウドライバー』で
受賞しました。加えて、玩具業界に貢献し、顕彰に値する玩具に与えられる「特別賞」を『たまごっち』シリーズ
が受賞しました。また、バンダイと BANDAI SPIRITS、メガハウス、シー・シー・ピーの商品では、バンダイが「ボー
イズ・トイ部門」「コミュニケーション・トイ部門」の 2 部門において、メガハウスが「ガールズ・トイ部門」において「大
賞」を受賞し、バンダイナムコグループで 7 部門中の全部門・10 商品が「優秀賞」に入賞しました。

前年度ヒット・セールス賞（バンダイ）

同賞をバンダイが 8 年連続で受賞！

『変身ベルト🄬 ＤＸジクウドライバー』
バンダイ/オープン価格、2018 年 9 月発売
©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

平成仮面ライダーの変身ベルトシリーズは、2000 年からこれまで
の 20 作品で毎年発売しており、累計出荷数は 1,250 万個を超えて
います（2018 年 3 月時点）。DX ジクウドライバーは、本体に付属
の「ジオウライドウォッチ」をセットすると、バックル中央の液晶が
起動します。ベルトを 360°回すと、中央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。
【「ヒット・セールス賞」選考基準】
前年度、最も消費者に支持され、売場に貢献した玩具

特別賞（バンダイ）

平成を代表するヒット玩具

『たまごっち』シリーズ
バンダイ/1996 年 11 月より展開
©BANDAI,WiZ

携帯型育成玩具『たまごっち』は、1996 年 11 月 23 日に発売しました。発
売から約 2 年半で、全世界にて累計約 4,000 万個を販売し、社会現象に
なるほどの大ヒット商品となりました。以降、全世界で累計約 4,200 万個以
上を販売し、1996 年からこれまでに累計 8,200 万個以上を販売しています
（2018 年 3 月末時点）。最新機種『たまごっちみーつ』は、育てたたまごっ
ちを結婚させると親の遺伝子を引き継いだたまごっちが生まれます。さら
にスマートフォンアプリと通信して楽しめるなど、『たまごっち』シリーズは
時代に合わせて進化しています。
【「特別賞」選考基準】
永きに渡り玩具業界に貢献している定番、未知の可能性を秘めた期待性のある玩具など

ボーイズ・トイ部門 大賞（バンダイ）

オリジナルの合体遊びができるロボ

『騎士竜シリーズ 01&02&03 竜装合体
DX キシリュウオースリーナイツセット』
バンダイ/8,424 円・税 8%込、2019 年 3 月発売
©2019 テレビ朝日・東映 AG・東映

恐竜型ロボ「ティラミーゴ」から人型ロボ「キシリュウオー」へ完全
©円谷プロ ©ウルトラマンＲ／Ｂ製作委員会・テレビ東京
変形！さらに、付属の騎士竜「トリケーン」「アンキローゼ」と合体
させると、「キシリュウオースリーナイツ」などの劇中ロボを再現す
ることができます。ブロック状のパーツの組み合わせで、さまざま
なロボを作ることができる「竜装ジョイント」を採用しているため、
自由な発想・想像力で無限に合体遊びが楽しめます。
【評価ポイント】
付属の連動アイテムと合体させることで劇中同様の「キシリュウオー」を完全再現している点、全身竜装ジョイントを採用し、
スーパー戦隊シリーズ史上初となる組み換えが可能となり、オリジナルの合体遊びができる点が高く評価されました。

ガールズ・トイ部門 大賞（メガハウス）

100 万通り以上のアレンジができる腕時計

『MixWatch（ミックスウォッチ）ガーリービター/ミルキースイート』
メガハウス/各 4,860 円・税 8%込、2019 年 8 月上旬発売予定
組み合わせは 100 万通り以上！ファッションやシーンに合わせて
コーディネートできる腕時計です。
時計本体とカラフルなブロック状のベルトパーツを好みの配色で
つなげていき、腕時計のベースを作ります。盤面のデザインを施
した付属のデザインフィルムの中から好きな柄を選んで、時計本
体の盤面に重ね、その上からフレームパーツを被せて固定しま
す。最後に、ベルトの隙間にデコパーツを差し込んでデコレー
ションすれば完成！
【評価ポイント】
アレンジ 100 万通り以上のオリジナル時計が作れるガールズホビー。文字盤やフレームベルトパーツを選んで好みの長さに
パチパチつなげ、デコパーツでオリジナリティを出せる、組み替え可能で自分好みにカスタムできる点が高く評価されました。

コミュニケーション・トイ部門 大賞（バンダイ）

動画クリエイターになりきれる音玩具

『だれでも動画クリエイター！ HIKAKIN BOX』
バンダイ/4,298 円・税 8%込、2019 年 8 月 3 日発売予定
©HIKAKIN / UUUM

動 画 クリエイターの HIKAKIN になりきって遊 べる音 遊 び玩 具 です。
YouTube チャンネル総登録者数 1,400 万人 を越える「HikakinTV」で実
際に使用されている BGM やセリフ、効果音を多数収録しています。ボイ
スチェンジマイクに向かって声を出すと自分の声が「HIKAKIN ロボットボイ
ス」に変 換 されたり、HIKAKIN の動画 内 でよく使用される「 HikakinTV
Everyday♪」や「ブンブン じゃんけん♪」などといったセリフを再生したり
して、動画クリエイターになりきって遊ぶことができます。
【評価ポイント】
子ども達のなりたい職業で、上位にあがる動画クリエイターですが、自身で簡単に動画作成できる商品です。HIKAKIN 完
全監修で、BGM 等が収録されており子ども達の憧れになりきれる点が評価されました。

ボーイズ・トイ部門 優秀賞
『ラジオコントロール Ｗドライブ プラス
モリタ 林野火災用消防車』
シー・シー・ピー/8,618 円・税 8%込
2019 年 6 月 29 日発売予定

ガールズ・トイ部門 優秀賞
『変身☆スターカラーペンダント DX』
バンダイ/オープン価格
2019 年 2 月発売
©ABC-A・東映アニメーション

エデュケーショナル・トイ部門 優秀賞
『ころがスイッチドラえもん』
シリーズ
バンダイ/各 6,458 円・税 8%込
2019 年 6 月 29 日発売予定
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫ

共遊玩具部門 優秀賞
ディズニー ドリームレッスンシリーズ
『ライト＆オーケストラバイオリン DX』
バンダイ/8,294 円・税 8%込
2019 年 10 月発売予定
©Disney
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ハイターゲット・トイ部門 優秀賞
ガシャポン® 『だんごむし』
バンダイ/1 回 500 円・税 8%込
2018 年 8 月発売
©BANDAI

超合金魂
『GX-86 宇宙戦艦ヤマト 2202』
BANDAI SPIRITS/37,800 円・税 8%込
2019 年 3 月発売
©西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト 2202 製作委員会

※開発中につき、
デザインは変更
になる場合があります。

イノベイティブ・トイ部門 優秀賞
『ディズニー＆ディズニー/ピクサーキャラクターズ
パソコンとタブレットの 2WAY で遊べる！
ワンダフルドリームタッチパソコン』
バンダイ/17,258 円・税 8%込
2019 年 3 月発売
©Disney
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
©Disney/Pixar
Plymouth SuperbirdTM
JEEP®

■日本おもちゃ大賞とは
一般社団法人日本玩具協会が、良質で市場性のある玩具の開発促進と、メーカー各社の感性の切磋琢磨を目
的に 2008 年に創設。第 12 回目となる今回は、ボーイズ・トイ部門、ガールズ・トイ部門、コミュニケーション・トイ部
門、エデュケーショナル・トイ部門、共遊玩具部門、イノベイティブ・トイ部門、ハイターゲット・トイ部門の全 7 部門
と、前年度、最も消費者に支持され、売場に貢献した玩具を顕彰する「前年度ヒット・セールス賞」、永きに渡り玩
具業界に貢献している定番、未知の可能性を秘めた期待性のある玩具に贈られる「特別賞」が設けられています。

バンダイ
https://www.bandai.co.jp/
BANDAI SPIRITS https://www.bandaispirits.co.jp/
メガハウス https://www.megahouse.co.jp/
シー・シー・ピー http://www.ccp-jp.com/toy/

※「変身ベルト」「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。
※「超合金」は BANDAI SPIRITS の登録商標です。
※本資料に記載されている情報は 2019 年 6 月 11 日現在のものです。
※本プレスリリースに記載の価格はすべて税 8%込のメーカー希望小売価格です。

