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 株式会社バンダイ（代表取締役社長：竹中一博、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 2021」において、『鬼滅の刃 DX 日輪刀』が「ヒット・セールス賞」を受賞しました。バン

ダイの商品が「ヒット・セールス賞」を受賞するのは、同賞が創設された 2012 年から 9 年連続となります。TV ア

ニメ『鬼滅の刃』関連商品は「ヒット・セールス賞」の他に「キャラクター・トイ部門」「エデュケーショナル・トイ部門」

でも受賞を果たしました。 

バンダイナムコグループでは、「コミュニケーション・トイ部門」でバンダイが、「ハイターゲット・トイ部門」で株式

会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：宇田川南欧、本社：東京都港区）が、「共遊玩具部門」で株式会社メガハ

ウス（代表取締役社長：佐藤明宏、本社：東京都台東区）が「大賞」を受賞し、本表彰の全部門（7 部門）で 8 商品が

「優秀賞」を受賞しました。 

 

 

 

 

 

TV アニメ 「鬼滅の刃」の主人公・竈門
か ま ど

炭
たん

治郎
じ ろ う

の武器「日輪刀」を再現した初

の音声搭載なりきり玩具です。「全集中！水の呼吸 壱ノ型！水面斬り！」や

「ヒノカミ神楽！円舞！」などの台詞や型の効果音を収録しています。 本商

品は、【本体（柄）、刀身（水の呼吸、ヒノカミ神楽の計 2 種）】がセットになって

おり、刀身の付け替えにより、3 つのモードで遊ぶことができます。 

（商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11583/） 
 

【「ヒット・セールス賞」とは】 2020 年度の国内玩具市場をけん引し、売場に大きく貢献した玩具に贈られる賞。 

 

 

 

 

 

 

アナログでプログラミングを学べる「ころがスイッチドラえもん」シリーズの最新

商品です。高さを調整する「ブロック」と曲線・直線などさまざまな「レール」、ド

ラえもんのひみつ道具をモチーフにした「ひみつ道具スイッチ」3 種に加えて、

初の電子スイッチ「スーパー空気砲スイッチ」が登場。空気砲をかまえるのび

太のパーツにボールが入ると赤外線が発射され、的に当たるとボールが転

がっていきます。ドラえもんの世界観を楽しみながら、「考える」「組み立てる」

「試す」「直す」の４つのフローでプログラミング的思考が身につきます。 

（商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/doraemon/item/detail/12015/） 
 

【評価ポイント】ブロックなどを組み立ててボールをゴールに届けるコンストラクション性のある遊びが評価されました。 

 

日本おもちゃ大賞 2021 バンダイナムコグループ受賞結果 

バンダイが 9年連続「ヒット・セールス賞」を受賞！ 

～平成のヒット玩具『∞
ムゲン

プチプチ』の新商品はハイターゲット・トイ部門で受賞～ 

バンダイナムコグループの３商品が「大賞」、８商品が「優秀賞」 
 

速 報 

『鬼滅の刃 DX 日輪刀』 
バンダイ/6,380 円（税込）、発売中（2020 年 10 月） 
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 
 
 

同賞をバンダイが9年連続で受賞！ 

コミュニケーション・トイ部門 大賞（バンダイ） 

『ころがスイッチドラえもん デラックスキット ―スーパー空気砲スイッチ―』 
バンダイ/10,780 円（税込）、10 月下旬発売予定 
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 

ヒット・セールス賞（バンダイ） 

 

https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11583/
https://toy.bandai.co.jp/series/doraemon/item/detail/12015/


 

 

 

 

 

ガンプラ 40 周年の集大成として、現時点の到達点かつ、未来に繋がる究極

のガンプラです。本商品で新たなブランド名として冠した「UNLEASHED」とは

束縛からの解放を意味します。ガンプラ「RX-78-2 ガンダム」は、1980 年 7 月

の発売以降、多くの形で商品化し、知らず知らずのうちに積み重ねられた定

義や商品化における制約が生まれていました。本商品は、それらの制約を解

放することで、ガンプラの未来への新たな可能性を広げたいと思っています。

ガンプラ 40 年の歴史で積み上げられた「組み立てやすさ」「可動性能」「構造」

「外装表現」「演出」の進化を、段階的な組み立て工程の中に凝縮し、組み立

てながらガンプラの進化を体感することができる商品です。 

（商品ページ：https://pgu-gundam.bandai-hobby.net/） 

 
【評価ポイント】本物のモビルスーツの建造を疑似体験できる仕様になっており、組み立てフェーズごとにガンプラの進

化を体験できる点が評価されました。 

 

 

 

 

 

スタンダードなルービックキューブと同様の 6 面 6 色展開に加えて、白面以

外の 5 つの各面に異なる凹凸がついている立体パズルです。色を見ながら

揃えるだけではなく、各面の凹凸を触り、“触覚”で揃えることもできる、多く

の方にお楽しみいただけるユニバーサルデザイン商品です。各面はシール

ではなくプレート埋め込みの形状で、凹凸部分の素材は同じですが、ドットや

丸、四角など直感的にわかりやすいモチーフをデザインしています。これか

らルービックキューブをはじめる方はもちろん、既に 6 面完成できる方も“触

覚”だけで揃える遊びに挑戦してお楽しみいただけます。 

（商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3127/） 
 

【評価ポイント】ユニバーサルデザインにとどまらず、「手触りだけで揃える」という遊びを新しいチャレンジとして、多く

の方に提案している点などが評価されました。 

 

 

 

 

 

 

2007 年に累計 260 万個を販売した大ヒット商品「∞プチプチ」のリニューアル

商品です。梱包材の“プチプチ”をいつまでも気持ちよく潰せることに特化し

た玩具で、感触や内蔵のスピーカーから出る音声により、本物のプチプチを

つぶしているかのような感覚を楽しめます。空気を閉じ込めた特殊構造ボタ

ンの開発に成功したほか、本物のプチプチの破裂音を収録してより限りなく

本物に近い感覚を追求しました。 

（商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/mugenputiputi/） 

※「プチプチ」「∞プチプチ」は川上産業株式会社の商標登録商品です。 

 

 

共遊玩具部門 大賞（メガハウス） 

『PERFECT
パ ー フ ェ ク ト

 GRADE
グ レ ー ド

 UNLEASHED
ア ン リ ー シ ュ ド

 1/60 R X
アールエックス

-78-2 ガンダム』 
BANDAI SPIRITS/27,500 円（税込）、発売中（2020 年 12 月） 
©SOTSU・SUNRISE 

ハイターゲット・トイ部門 優秀賞 

『 ∞
ムゲン

プチプチ AIR』 
バンダイ/1,078 円（税込）、8 月 7 日（土）発売予定 
©BANDAI 

『ルービックキューブ ユニバーサルデザイン』 
メガハウス/2,750 円（税込）、発売中（2020 年 5 月） 
RUBIK’S TM & © 2021 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved. 

ハイターゲット・トイ部門 大賞（BANDAI SPIRITS） 

https://pgu-gundam.bandai-hobby.net/
https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3127/
https://toy.bandai.co.jp/series/mugenputiputi/


 

 

 

 

 

 

 

TV アニメ「鬼滅の刃」で人気のキャラクター「我妻善逸」の 26 種の劇中音を

収録し、刀身と鞘の付け替えにより遊びと音声が変化する 4 モードで、本格

的になりきって遊ぶことができる点が評価されました。 

商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11955/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

お子さまが苦手な歯磨きを、くるりんギミック付きの遊びで楽しみながら生活

習慣を学んでいける点と大好きなアンパンマンやカバおくんの声や歌で、何

度も繰り返し自発的に遊ぶことができる仕掛けが評価されました。 

商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/anpanman/age/detail/11613/ 

 

 

 

 

ジップシートをミシンのようにスライドさせるだけで、簡単に組み立てられ、自分

だけのオリジナルのバックやポーチが作れます。1000 通り以上のアレンジが可

能と、バリエーションも豊富。新感覚な切り口のクラフトホビーとして評価されま

した。 

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/ohmyzips_sp/ 
 

 

 

 

 

 

 

学習進捗に応じてキャラクターが GET できるなど TV アニメ「鬼滅の刃」の世

界観に没入しながら、幅広い教育メニューで国語や算数などの「基礎科目」

から「プログラミング学習」まで学べる点が評価されました。 

商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11956/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

モードや操作手順などが光のナビに加え音声でもガイドされる点や、細部ま

でこだわったデザイン、そして触覚と音でグランドピアノ演奏の疑似体験が楽

しめる点が評価されました。 

商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/special/disney/dreamlesson_piano/ 

『鬼滅の刃 DX 日輪刀～我妻善逸
あがつまぜんいつ

～』 
バンダイ/6,380 円（税込）、7 月 31 日（土）発売予定 
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 

『鬼滅の刃 全集中パッド グリーン／ピンク』 
バンダイ/18,700 円（税込）、10 月上旬発売予定 
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 

 
©円谷プロ ©ウルトラマンＲ／Ｂ製作委員会・テレビ東京 

 

『歯がくるりんでピッカピカ！ 
アンパンマンおしゃべりはいしゃさん』 

バンダイ/5,280 円（税込）、発売中（2020 年 10 月） 

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV 

キャラクター・トイ部門 優秀賞 

ベーシック・トイ部門 優秀賞 

『Oh
オ ー

! My
マ イ

 Zips
ジップス

!サコッシュ＆ポーチセット』 
メガハウス/4,620 円（税込）、6 月下旬発売予定 

エデュケーショナル・トイ部門 優秀賞 

共遊玩具部門 優秀賞 

『ディズニー＆ピクサーキャラクターズ 
ライト＆オーケストラグランドピアノ』 

バンダイ/15,180 円（税込）、発売中（2020 年 7 月） 
© Disney © Disney/Pixar 

https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11955/
https://toy.bandai.co.jp/series/anpanman/age/detail/11613/
https://www.megahouse.co.jp/megatoy/contents/ohmyzips_sp/
https://toy.bandai.co.jp/series/kimetsu/item/detail/11956/
https://toy.bandai.co.jp/special/disney/dreamlesson_piano/


 

 

 

 

 

 

 

 

ケージにカラーキューブを入れて、回して、ひっくり返すという、シンプルに楽

しめるキューブ型 3 目並べゲーム。シンプルなルールで老若男女、家族みん

なで楽しめる点が評価されました。 

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3039/ 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーの心拍数と歩数データがデジモンにリンクし、エクササイズを中心と

したミッションを通して育成・進化していくという、フィジカルとデジタルを融合さ

せた新しいエンターテインメント性が評価されました。 

商品ページ：https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/ 

 

 

 

 

 

■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 13 回目となる今回は、エデュケーショナル・トイ部門、キャラクター・トイ部門、ベーシック・

トイ部門、ネクスト・トイ部門、コミュニケーション・トイ部門、ハイターゲット・トイ部門、共遊玩具部門の全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「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。 

 

 

 

【公式サイト・Twitter】 

株式会社バンダイホームページ  ： https://www.bandai.co.jp/ 

株式会社 BANDAI SPIRITS ホームページ ： https://www.bandaispirits.co.jp/ 

株式会社メガハウスホームページ  ： https://www.megahouse.co.jp/ 

バンダイ・BANDAI SPIRITS 広報公式 Twitter   ： https://twitter.com/bandai_spirits 
 

※本資料に記載されている情報は 2021 年 6 月 15 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 10%込のメーカー希望小売価格です。 

『バイタルブレス デジタルモンスター ver.BLACK/WHITE』 
バンダイ/6,380 円（税込）、発売中（2021 年 3 月） 
©本郷あきよし・東映アニメーション ©BANDAI 

コミュニケーション・トイ部門 優秀賞 

『ルービック ケージ』 
メガハウス/2,750 円（税込）、発売中（2020 年 5 月） 

RUBIK’S TM & © 2021 Spin Master Toys UK Limited, 

used under license. All rights reserved. 

ネクスト・トイ部門 優秀賞 

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3039/
https://toy.bandai.co.jp/series/vb-digitalmonster/
https://www.bandai.co.jp/
https://www.bandaispirits.co.jp/
https://www.megahouse.co.jp/
https://twitter.com/bandai_spirits

