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幼稚園児とママの情報誌「あんふぁん」（発行＝株式会社サンケイリビング新聞社／本社所在地：東京都

千代田区、代表取締役社長：内堀眞澄）及び、日本トイザらス株式会社（本社所在地：神奈川県川崎市、

代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)：モニカ・メルツ）では、この度、ママ・パパが選ぶおもちゃ     

アワード「ＴＯＹ-１グランプリ」を実施しました。 
 
幼稚園児にとって、おもちゃは、誕生日・クリスマス・祖父母から、また特別のご褒美に…と、さまざ

まなシーンで子どもたちに渡されます。だからこそママ・パパは、子どもが夢中になるもの、大事にする

もの、長く愛せるもの、「良質なおもちゃ」を選びたがっています。そこで、幼稚園配布の子育て情報誌

NO.1 の認知度を持つ「あんふぁん」と、国内最大級の玩具の総合専門店である「トイザらス」が初めて

タッグを組み、「男の子部門」「女の子部門」「知育部門」の 3 部門各 5 商品を選定し、読者の人気投票で      

アワードを決定する「ＴＯＹ-１グランプリ」を開催することになりました。 
 
今年の玩具のトレンドは、時代を反映して、スマホ・タブレット型玩具やキッズ向けタブレットが紹介

される傾向にありますが、実際に 0～6 歳の子どもを持つママ・パパの投票によって選ばれた今回の大賞

作品は、体を動かせる乗り物や電車・ミニカー、おままごと、ブロックなど、ママやパパが慣れ親しんだ

情操系のおもちゃに人気が集中しました。自分が子ども時代に好きだったおもちゃを子どもにも…という

親の思いを反映した結果となりました。 
 
男の子部門  
金賞 「Y フリッカー F1」／Y ボリューション 
銀賞 「プラレール連結！E6 系スーパーこまち＆トミカアーチ踏切セット」／タカラトミー 
銅賞 「BIG トミカビル」／タカラトミー 
 
女の子部門  
金賞 「トイザらス限定 シルバニアファミリー あかりの灯る大きなお家ギフトセット」／エポック社 
銀賞 「ジャストライクホームおうちごっこ くみあわせいろいろ！ひかりとおとのシステムキッチン」／日本トイザらス 
銅賞 「アンパンマン いらっしゃいませ！ジャムおじさんのやきたてパン工場」／セガトイズ 
 
知育部門   
金賞 「トイザらス限定 デュプロ®基本セット･タワー／レゴ®基本セット･タワー」／レゴジャパン 
銀賞 「ディズニーI CAN！ おしゃべりイングリッシュ」／ジョイパレット 
銅賞 「あそんでまなべる！アンパンマンカラーパッド」／バンダイ 
 
 

あんふぁん×トイザらス コラボ企画「ＴＯＹ-１グランプリ」 

1235人のママ・パパが選んだおもちゃはコレ！ 

与えたいのは親が昔に遊んだ“情操系おもちゃ” 
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【知育部門】」「トイザらス限定 デュプロ®基本

セット･タワー／レゴ®基本セット・タワー」／レ

ゴジャパン 

LEGO and the LEGO logo are trademarks of 

the LEGO Group.©2013 The LEGO Group. 

【実施概要】 
● 名称 「あんふぁん×トイザらス ＴＯＹ-１グランプリ」 
● 共催 幼稚園児とママの情報誌「あんふぁん」／日本トイザらス 
● 部門 1)男の子部門 2)女の子部門 3)知育部門 ※3～6 歳児を対象にした玩具 
● ノミネート・審査ポイント 
・子どもが夢中になる玩具であること 
・子どもの心や身体をはぐくむ玩具であること 
・今までにない工夫が凝らされている玩具であること 
※上記のいずれかに当てはまる玩具。※今年の新発売(リニューアル含む)の玩具を中心に、初年度の  

今回は長年のベストセラー商品も可とする 
● 選考方法 
１. 日本トイザらスの玩具担当バイヤーが、各部門それぞれ 10 商品をノミネート。 
ノミネート商品の中から、1 次選考で各部門 5 商品を選定。 
選考委員 
・ 徳田克己（筑波大学大学院・人間総合科学研究科教授。教育学博士、臨床心理士） 
・ あんふぁん編集長 三山百合子 
・ 読者代表 4 名(あんふぁん読者組織に所属する園児を持つママ） 

２. 最終選考 
 あんふぁん Web で 0～6 歳の子どもを持つママ・パパたちによる投票⇒金・銀・銅賞決定 
３．結果発表 
あんふぁん年末年始号（12 月 6 日配布）・あんふぁん Web・全国のトイザらス店舗・「トイザらス・    

ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp/f/xmas/enfant）で発表。 
 
● 投票総数 1235 人 
● 金賞商品 (他の受賞作品は別紙および Web サイト⇒http://enfant.living.jp をご覧ください) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 
 
                                      

■幼稚園児とママの情報誌「あんふぁん」媒体概要 

発行エリア／東京・神奈川・千葉・埼玉・関西・東海・北海道・東北・九州（全 9版） 

発 行 部 数／9エリア計 70万 5471部 

配 布 形 態／幼稚園を介して先生から園児、ママへ手渡されるフリーマガジン 

【女の子部門】」「トイザらス限定シルバニアファミ

リー あかりの灯る大きなお家ギフトセット」／エ

ポック社 

© 2010 EPOCH CO.,LTD 

 

 【男の子部門】「Yフリッカー F１」／Yボ

リューション 

株式会社サンケイリビング新聞社       
あんふぁん事業部 三山・佐藤 
電話:03-5216-9181 ファクス:03-5216-9266 
E-mail:enfant@sankeiliving.co.jp 
 
 
  

日本トイザらス株式会社      
広報室 
電話:044-549-9072 
E-mail:pr@fun.toysrus.co.jp 
  

http://www.toysrus.co.jp/f/xmas/enfant
http://enfant.living.jp/
mailto:enfant@sankeiliving.co.jp
mailto:pr@fun.toysrus.co.jp


あんふぁん×トイザらス　TOY-1グランプリ　結果発表

※投票期間：2013年10月9日～23日　あんふぁんWebサイトにて実施　有効投票者数／1235人　※獲得ポイントは投票者1235名が１番目にイイ！と思った商品を2ポイント、2番目にイイ！と思った商品を1ポイントで換算

【男の子部門】

メーカー／商品名
獲得

ポイント
概要 店頭通常価格

金
賞

Yボリューション
Ｙフリッカー　Ｆ1

1120
蹴らずに進む新感覚の乗り物、Yフリッカー登場！！
ハンドルを握りステップに足を乗せ、腰を左右に振るように体重を移動させると走り出すこ
の不思議な感覚を体験しよう！　折りたたみ可能。前輪ブレーキ装備。

11,999

銀
賞

タカラトミー
プラレール
連結！E6系スーパーこまち＆トミカアーチ踏切セット

©JR東日本商品化許諾済

922

新型新幹線「Ｅ６系スーパーこまち」の車両が入ったセット。レールも入っているので、入
門にもおススメ。後尾車両にはマグネット連結器を搭載しており、本物同様、Ｅ５系新幹線
（別売り）との連結走行も楽しめます。さらに、トミカと一緒に遊ぶことも可能。アーチ踏切に
トミカをセットし、列車が通過すると、トミカも自動で発進し踏切を渡ります。

4,499

銅
賞

タカラトミー
BIGトミカビル

©TOMY

768
スーパーオートトミカビルが６階立てに大きくなって登場！　駐車場が飛躍的に増え、トミカ
を３０台駐車可能。おかたづけ要素も抜群です。電池不要でハンドルをまわすことで、エレ
ベーターを自由に昇降することができます。

7,999

入
賞

エポック社
野球盤ダブルスラッガーエクストリームライブ

©2013 EPOCH CO.,LTD.

493
祖父母世代も遊んだ、親子3世代にわたり一緒に楽しめるベストセラー商品「野球盤」の
新版。LCD電光掲示板＆実況アナウンス付き。

5,999

入
賞

バンダイ
仮面ライダー鎧武　変身ベルトＤＸ戦極ドライバー
仮面ライダー鎧武＆バロンセット

©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

402
2013年放映作品「仮面ライダー鎧武（ガイム）」は、ロックシードと呼ばれる果物モチーフの
錠前で変身。本セットは、2人の仮面ライダーになりきり変身できるアイテム。フェイスプ
レートを付け替えることで仮面ライダー鎧武とバロンになりきれます。

6,999

【女の子部門】

メーカー／商品名
獲得

ポイント
概要 店頭通常価格

金
賞

エポック社
トイザらス限定　シルバニアファミリー
あかりの灯る大きなお家ギフトセット

© 2010 EPOCH CO.,LTD.

1197

人気の「あかりの灯る大きなお家」にオリジナル服のお人形と家具がついた、このセットだ
けでも十分に楽しめるセットです。他のお家やお店をつなげたり、お人形や家具を集めれ
ば、さらに遊びが広がります。年齢や成長の段階に合わせて長く遊べ、シルバニアファミ
リーの世界を通じて、子供の想像力や発想力を育み、情緒豊かな成長を促すことができま
す。

9,999

銀
賞

日本トイザらス
ジャストライクホーム おうちごっこ
くみあわせいろいろ！ひかりとおとのシステムキッチン

993
コンロ、シンク、オーブンなどの大型キッチンセット。
おなべ、お皿、コップなどすぐに遊べるキッチン小物つき。立って遊べるからお料理してい
る気分を味わえます。コンロからは光と音が出て、ホンモノみたい！

4,299

銅
賞

セガトイズ
いらっしゃいませ！
ジャムおじさんのやきたてパン工場

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

606

アンパンマンこどもミュージアムで大人気の実在するアンパンマンのパン屋さん「ジャムお
じさんのパン工場」を再現。かまどにパンを入れるとジャムおじさんとバタコさんの「おいしく
な～れ♪おいしくな～れ♪」という歌とメロディが流れたり、レジにパンをかざすと『ピ！』『３
００えん』など、アンパンマンたちの楽しい「歌」や「おしゃべり」がいっぱい。

3,999

入
賞

バンダイ
アイカツフォンスマート

©SUNRISE/BANDAI,DENTSU,TV TOKYO
©BANDAI

491

アイカツ！カードをカメラでスキャンし、カードと同じドレスアイテムを集めてコーデあそびが
楽しめます。その他にも、写真や写真デコ、音楽、スタンプを使ったメール交換なども楽し
め、小学生女児の「好き」がたくさん集まったスマホ型トイです。アプリは全部で24種類。ア
イカツ！カード4枚つき。

9,299

入
賞

タカラトミー
ディズニープリンセス　おしゃれドレス
（ラプンツェル・白雪姫・ベル・シンデレラ・オーロラ・アリエ
ル）

©Disney

418

ディズニープリンセスになりきれるドレス。憧れの映画の主人公が着ているドレスをイメー
ジしたデザインで、４段フリルやベッチン、レースをふんだんに使ったフワフワのドレスで
す。胸元にはそれぞれのプリンセスのブローチが付いてます。サイズは１００～１１０ｃｍの
１サイズで、３～６歳の女の子にぴったりです。ラプンツェル、ベル、白雪姫はトイザらスオ
リジナル！

各3,299

【知育部門】

メーカー／商品名
獲得

ポイント
概要 店頭通常価格

金
賞

レゴジャパン
トイザらス限定　デュプロ®基本セット・タワー
／レゴ®基本セット・タワー
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the
LEGO Group.©2013 The LEGO Group.

1556

沢山の基本ブロックが入っているこのセットはお子様の想像力を育むのに 適なセット。カ
ラフルなブロックと想像力を使い、生き物や乗り物・建物、大きなモデルや広い世界などあ
らゆるものを組み立てることができます。頑丈なボックスはお片づけに 適。ふたはトレイ
としても使えます。デュプロは2歳から、レゴは4歳から。

各6,999

銀
賞

ジョイパレット
ディズニー I CAN！ おしゃべりイングリッシュ

©Disney

698

好きな絵をペンでタッチ！日本語はもちろん、英語のセリフやワードがネイティブ発音でか
えってきます。物の名前、色、形、数、お買いもの、動物などお子様の身近にあるテーマで
構成。英語の自然なスピードやリズム感を体得するために、クイズや歌、会話モードを各
ページに設定し、より「会話」へと発展させられるようなつくりになっています。

7,499

銅
賞

バンダイ
あそんでまなべる！
アンパンマンカラーパッド

©やなせたかし／フレーベル館・TMS･NTV

617

成長に合わせてステップアップで遊べる様々な知育ゲームから、「こくご」「えいご」「すうじ」
など本格的な学習メニューが１０５種類。夢中になりすぎてしまうお子さまには、「遊ばせ時
間」の設定も可能。学習メニューには、ご褒美スタンプを搭載。スタンプを集めるとアンパン
マンのなかまたちからメールが届き、さらなる「やる気」を引き出します。

12,999

入
賞

日本トイザらス
イマジナリウム　カラフルお絵かきボード
／カラフルミニお絵かきボード

610
トイザらスオリジナル商品。消去レバーを動かすと、描いた絵や書いた文字を簡単に消す
ことができます。
何度も繰り返し遊べる4色のカラフルお絵かきボード！4種類のマグネットスタンプ付き。

2,499
※ミニは

1,999

入
賞

サンスター文具
トイザらス限定　クレオラ　ポンプッシュ

224

ペンを使ったカラフルなスプレー遊びが簡単にできます。ポンプアクションでスプレーする
ので電池不要。付属のステンシルでキレイな絵柄が簡単に描けます。付属の８色水性ペ
ンでお絵かきも楽しめます。キャラクターのステンシルやウィンドーマーカーなど拡張シ
リーズも充実！　ピンクはトイザらス限定カラー。

各2,999

※価格は12月4日時点での店頭通常価格であり、後日、変更になる場合があります
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