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 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：和田直樹）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）は、本日、子育てママが選ぶおもちゃアワード

「TOY-１グランプリ 2015」の最終結果を発表します。 
 
おもちゃは、子どもたちにとってただの遊び道具ではなく、心身の成長に大きく影響を与えるもの。  

だからこそママたちはいつも“良質なおもちゃ”を選びたいと思っています。そこで、幼稚園配布の子育

て情報誌「あんふぁん」保育園配布の「あんふぁんぷらす」と、国内最大級の玩具・子ども用品の総合専

門店である「トイザらス」がタッグを組み、読者ママの人気投票でアワードを決定する「TOY-１グランプ

リ 2015」を開催いたしました。3 回目となる今年度は、部門を一新。キャラクター・イノベーティブ・ク

リエイティブ・ベビーの 4 部門に分け、それぞれ金賞・銀賞・銅賞を決定しました。 
 
今年は、アンパンマンやシルバニアファミリーなどの定番キャラクター、そしてトミカ、プラレール、

レゴ®ブロックといったロングセラーシリーズの商品が強かったものの、特に“大人の疑似体験”や“リア

リティー”を追及している商品が注目を集めました。また、ママたちにとっては“長く使えるかどうか”

も重要なポイントの一つ。電池を使わない商品や、パーツを組み替えたり、手持ちのおもちゃと組み合わ

せたりできる商品も人気を集めています。 

☆金賞商品 (他の受賞作品は別紙および Web サイト⇒enfant.living.jp をご覧ください) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1628人の幼稚園・保育園ママが選んだおもちゃはコレ！ 

あんふぁん×トイザらス「ＴＯＹ-１グランプリ 2015」 

 “大人の疑似体験”ができるおもちゃに注目！ 

 

 

【キャラクター部門】 
「アンパンマン ピピッとおかいもの！ 

アンパンマンレジスター」 

／セガトイズ 

©やなせたかし 

/フレーベル館・TMS・NTV 

【イノベーティブ部門】 
「トミカメカアクション 

自動車工場」 

／タカラトミー 

©TOMY 

【クリエイティブ部門】 
「トイザらス限定 レゴ® クラシック 

10697 アイデアパーツ〈XXL〉」 

／レゴジャパン 

LEGO and the LEGO logo are 
trademarks of the LEGO Group. 

©2014 The LEGO Group. 

【ベビー部門】 
「ロディ ジム＆すべり台」 

／ローヤル 

©2007 LEDRAPLASTIC 
JAMMY 

http://enfant.living.jp/
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【実施概要】 
● 名称 「あんふぁん×トイザらス TOY-１グランプリ 2015」 
● 共催 幼稚園児とママの情報誌「あんふぁん」働くママと園児の情報誌「あんふぁんぷらす」／日本トイザらス 
● 部門 1)キャラクター部門 2)イノベーティブ部門 3)クリエイティブ部門 4)ベビー部門 
 
● 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 
 
● 選考方法 
１. 日本トイザらスのプロジェクトチームが、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、一次選考で各部門 7 商品を選定。 
［選考委員］ 増田修治（白梅学園大学子ども学部子ども学科教授） 

吉田茜（あんふぁんメイト。手作りおもちゃを紹介するブログが人気） 
三山百合子（あんふぁん／あんふぁんぷらす編集長） 

２. 最終選考／あんふぁん Web で 0～6 歳の子どもを持つママによる投票 
３．結果発表 
あんふぁん年末年始号（12/4 発行）・あんふぁんぷらす年末年始号（12/ 8 発行）・あんふぁん Web・
「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp）で発表。 
※ 12 月 2 日（水）より全国のトイザらス店舗（「トイザらス・ベビーザらス」併設型店舗含む）に        

おいて、入賞商品に特別 POP を掲示します。 
● 投票総数 1628 人 

☆結果一覧☆ 

【キャラクター部門】子どもたちに人気のあるキャラクターを用い、かつ学びのあるおもちゃ  
金賞 「 アンパンマン ピピッとおかいもの！ アンパンマンレジスター」／セガトイズ 
銀賞 「トイザらス限定 シルバニアファミリー 森の焼きたてパン屋さん ギフトセット」／エポック社 
銅賞 「プラレールトーマス あそべるエンジン！ビッグトーマス」／タカラトミー 
 
【イノベーティブ部門】技術、システム的に優れたもの。目新しさのあるおもちゃ  
金賞 「トミカ メカアクション 自動車工場」／タカラトミー 
銀賞 「プラレール ふえではしるぞ！笛コン超電導 L0 系レールセット」／タカラトミー 
銅賞 「ディズニーキャラクター マジカルポッド」／セガトイズ 
 
【クリエイティブ部門】子どもの想像力を育むおもちゃ。知育的要素を含むもの  
金賞 「トイザらス限定 レゴ® クラシック 10697 アイデアパーツ〈XXL〉」／レゴジャパン 
銀賞 「suna・suna sunablock ベーシックセット」／バンダイ 
銅賞 「トイザらス限定 ヘアメイクアーティスト DX スタイルアップセット」／メガハウス 
 
【ベビー部門】１、２歳が対象。五感を刺激し、子どもが喜ぶおもちゃ  
金賞 「ロディ ジム＆すべり台」／ローヤル 
銀賞 「トイザらス限定 イマジナリウム おおきなブロック ボールがコロコロ DX」／日本トイザらス 
銅賞 「ディズニーキャラクターズ ディスクでチェンジ！ キーボードドラム」／タカラトミー 
 

http://www.toysrus.co.jp/
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＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
 

 

 

 

 

 
＜日本トイザらス株式会社について＞ 
トイザラス・インクを親会社にもつ日本トイザらスは、日本において、約 6,600 人の従業員を擁していま

す。全国 163 店舗（12 月 2 日現在）の「トイザらス」「ベビーザらス」、「トイザらス・ベビーザらス オン

ラインストア」（www.toysrus.co.jp）を運営し、国内外の信頼できるメーカーの質の高い商品をご提供し

ております。 
 
日本トイザらス株式会社         www.toysrus.co.jp/corporate/CSfCompany.jsp# 
トイザらス・ベビーザらス 店舗情報   www2.toysrus.co.jp/store 
トイザらス・ベビーザらス公式 Facebook facebook.com/toysrusjp / facebook.com/babiesrusjp 
トイザらス・ベビーザらス公式 Twitter  twitter.com/toysrus_jp / twitter.com/babiesrus_jp 
トイザらス・ベビーザらス公式 LINE@   line.me/ti/p/@toysrus_jp 
 
＜トイザラス・インクについて＞ 
トイザラス・インクは世界各国の「トイザラス」や「ベビーザラス」などをとおして他社とは異なる    

ショッピング体験をご提供する、世界有数の玩具・ベビー用品の総合専門店です。現在、全米、プエルト

リコ、グアムで 863 店舗の「トイザラス」、「ベビーザラス」を展開し、海外においては、38 の国と地域で

直営店を 745 店舗以上、ライセンスストアを 250 店舗以上展開しています。また、格式ある FAO Schwarz
ブランドを独占的に運営し、FAO.com にて品質の良い玩具をご提供しています。E コマースでは、

Toysrus.com、Babiesrus.com、FAO.com といったインターネット通販サイトを運営し、幅広い品揃えで

当社ならではの玩具とベビー用品をご提供しています。トイザラス・インクは、米国ニュージャージー州

ウェインに本社を置き、世界中に毎年約 66,000 人の従業員を擁しています。お子様の安全を守り、支援  

する取組みを随時ご提供し、お客様から信頼される身近なお店として地域社会に貢献してまいります。 
 
※： 「トイザらス」「ベビーザらス」という表記は日本国内の社名および店舗名のみに使用し、日本以外の世界各国における社名や

店舗名は「トイザラス」「ベビーザラス」と全てカタカナ表記になります。 
 

 

■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 69万 6203部 

配 布 形 態／幼稚園を介して先生から園児、ママへ手渡しされます 

 

 

■働くママと園児の情報誌「あんふぁんぷらす」媒体概要 

発行エリア／首都圏・関西・東海（全３版） 

発 行 部 数／３エリア計 38万 1805部 

配 布 形 態／保育園を介して先生からママへ手渡し、または連絡 BOX やバッグに入

れて手元に届きます 

 

株式会社サンケイリビング新聞社       
あんふぁん事業部 大徳 
電話:03-5216-9181 
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-japan@toysrus.com
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