2018 年 11 月 20 日

2018 年 バンダイ

クリスマスプレゼントにおすすめのおもちゃ 13 選
バンダイの商品が素敵なクリスマスをお届けします！
もうすぐクリスマス！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）はお子さん・お孫さんの
クリスマスプレゼントに最適な商品をご用意しています。本資料では、性別・年齢・趣向などの傾向別におすすめの
おもちゃをご提案します。

★男の子に人気のおもちゃ★
『変身ベルト

®

DX ジクウドライバー』

オープン価格、9 月 1 日（土）より発売中
平成仮面ライダーシリーズ 20 作品目となる最新作「仮面ライ
ダージオウ」の変身シーンを再現できるなりきり玩具。“仮面ライ
ダージオウ”のマスクが描かれた付属の「ジオウライドウォッチ」を
ベルトの右側にセットし、バックルを 360 度回転させることで中央
の液晶ディスプレイに“仮面ライダージオウ”の名前や作品登場年
である“2018”の文字が表示され、変身音声が発動します。

★3～6 歳の男の子
★仮面ライダーが好き！
★将来の夢は“王様”！

©2018 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

『VS ビークルシリーズ 快盗合体 DX ビクトリールパンカイザー＆サイレンルパンカイザーセット』
オープン価格、11 月 10 日（土）より発売中
スーパー戦隊シリーズ最新作「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊
パトレンジャー」に登場する 5 つの「VSビークル」がオールインワンになっ
たセットです。このセット 1 つで「サイレンルパンカイザー」と「ビクトリール
パンカイザー」への組み換え遊びが楽しめます。別売りの「VSビークル」
パターン①
シリーズとも組み換えて遊べます。

5 つのマシンを
変形＆合体！

©2018 テレビ朝日・東映 AG・東映

★3～6 歳の男の子
★戦隊ヒーローが好き！
★ロボット遊びが好き！
パターン②

組み替え

▲サイレンルパンカイザー

▲ビクトリールパンカイザー

ば くつり

『爆釣バーロッド』
5,184 円・税 8%込、3 月 17 日（土）より発売中
10 月よりテレビ東京系列で放送中のアニメ「爆釣バーハンター」に
登場する本商品は、身の回りの商品に付いているバーコードを
ニンテンドー3DS のカメラで読み取り、AR（拡張現実）上に現れた
獲物（バーソウル）をリールを巻いて釣り上げるフィッシングホビー
です。読み込むバーコードによって出現するバーソウルが変化す
るため、さまざまな種類のバーソウルを収集して楽しめます。
©鈴木サバ缶／小学館・爆釣団・テレビ東京 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

★小学生の男の子
★釣りが好き！
★ニンテンドー3DS を
持っている！

💛女の子に人気のおもちゃ💛
『おしごといろいろ！
プリキュアミライパッド＆
メモリアルキュアクロックセット』

★3～6 歳の女の子
★プリキュアが好き！
★色々な遊びを楽しみたい！

13,824 円・税 8%込、9 月 15 日（土）より発売中
「ＨＵＧっと！プリキュア」に登場する「プリキュアミライパッド」に「ミライクリ
スタル」をセットして、なりきり遊びが楽しめるだけでなく、ゲームや音楽、
マナー学習など、女の子に人気の遊びを全50種搭載しています。セット内
容の「メモリアルキュアクロック」を「プリキュアミライパッド」にセットすること
で、パワーアップした変身＆攻撃遊びが楽しめます。

©ABC-A・東映アニメーション

『オルゴールのここたまキャッスル』

『たまごっちみーつ』

8,618 円・税 8%込、9 月 8 日（土）より発売中
9月よりテレビ東京系列で放送中のアニメ「キラキラ
ハッピー★ ひらけ！ここたま」に登場するドールハウ
スです。付属の“カギ”でオルゴールを開くとお城に変
形して、ハウス遊びが楽しめます。別売りのドール『ハ
ウスでおしゃべりドール』（1,058円～・税8%込）を上部
のステージに挿し込むとキャラクターの“おしゃべり音
声”や番組内での魔法シーンをメロディと光で再現しま
す。 ※画像にはセット内容以外の商品も使用しています。

オープン価格、11 月 23 日（金・祝）より発売開始
平成を代表する玩具「たまごっち」の最新機種。
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、育てることができます。さ
らに、双子や、たまごっちのペットである“たまペット”も
登場します。本体には Bluetooth®を搭載しており、配
信中のコミュニケーションアプリ「たまごっちみーつ ア
プリ」とも一緒に遊ぶことができます。

★小学生の女の子
★友だちと遊ぶのが好き！
★流行のアイテムが好き！

★3～6 歳の女の子
★ここたまが好き！
★お人形遊びが好き！

©BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会

©BANDAI,WiZ

♪0 歳～4 歳の子どもにおすすめのおもちゃ♪
2～4 歳におすすめ

6 ヶ月～2 歳におすすめ
ｖ

『～脳を育む～つみたくなるなる！アンパンマン』

『レミン おせわいっぱいギフトセット』

4,104 円・税 8%込、
11 月 10 日（土）より発売中

9,698 円・税 8%込、10 月 13 日（土）より発売中
大きなベッドや、ミルクびん、くしなどの基本のお世話
グッズがついてお世話遊びがたっぷり楽しめるセット。
お風呂遊びがもっと楽しくなる、手桶も付属しています。
ディズニーキャラクターが登場する絵本 2 冊付属。

つかんでシャカシャカ振って遊
び、成長に合わせてブロック遊び
も楽しめるようになるため、長く繰
り返し遊べます。
©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

1 歳半～3 歳におすすめ

『はじめてのブロックワゴン』
8,208 円・税 8%込、
2011 年より発売中

収納ケース▶
▼ブロック

大きなタイヤが付いたワゴン型
の収納ケースに入ったボリュー
ムたっぷりのブロックセット。人
気のキャラクターブロックが 11
体入り。
©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

©Disney

♪プレゼントに迷っている人必見！人気のパソコン＆パッド型 知育玩具♪
2～6 歳におすすめ

1 歳半～5 歳におすすめ

『アンパンマンすくすく知育パッド』
14,904 円・税 8%込、7 月 14 日（土）より発売中

『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』

タッチ・ふる・かたむけるなど小さな子どもでも感覚的に操作して遊
べるアンパンマンごうデザインのパッドです。
勉強・生活習慣・ゲームなど
全114メニューを搭載していま
す。付属のタッチペンは小さ
な子どもでも持ちやすいよう
に三角ペンになっています。

15,552 円・税 8%込、3 月 24 日（土）より発売中

©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

「あいうえお配列」のキーボードで、
はじめてのパソコン玩具に最適な仕
様です。マウスも付属しており、遊び
ながら基本的なパソコン操作の練習
ができます。学習やゲームなど全
111 メニューを搭載。

3～6 歳におすすめ

5～8 歳におすすめ

『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』

15,984 円・税 8%込、2017 年より発売中

15,984 円・税 8%込、7 月 14 日（土）より発売中

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
パソコン玩具です。学習やゲームなど遊べるメニューは全部で60
種類あり、登場キャラクターは100以上。
JIS配列キーボードに光学式マウス
で本格的なパソコン練習ができま
す。英語、漢字、算数のメニューも
収録しています。

話題の STEM 教育を取り入れ、プログラミング学習もできるカラー
パソコン玩具です。国語・算数・英語などを含む、総出題数は 1000
問以上。JIS 配列キーボードに光学式マウスで本格的なパソコン練
習ができます。
小学校の入学準備にもおすすめの
商品です。

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

©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK 2018

バンダイ 冬のおもちゃ祭
宮川大輔さんのおもちゃ紹介動画を期間限定公開！
11 月 23 日（金・祝）より「バンダイ 冬のおもちゃ祭」と題した特
設サイトを期間限定で公開します。人気お笑いタレントの宮川
大輔さんがおすすめのおもちゃを紹介するスペシャルムービー
を配信するほか、人気ユーチューバーを起用したおもちゃ紹介
動画も順次公開します。さらに、抽選で 100 名様にプレゼントが
当たる Twitter キャンペーンも実施します。
【バンダイ 冬のおもちゃ祭 特設サイト】
http://winter-fes-2018.bandai.co.jp
バンダイ クリスマス注目商品特集 ：http://www.bandai.co.jp/character/feature/christmas2018.index.html
バンダイ公式サイト ：http://www.bandai.co.jp/
※本プレスリリースは 2018 年 11 月 20 日のものであり、予告なく変更する場合があります
※「変身ベルト」はバンダイの登録商標です。
※たまごっちシリーズは、㈱バンダイと㈱ウィズの共同企画・開発商品です。
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、株式会社バンダイはこれらのマークをライセン
スに基づいて使用しています。

