2013 年 10 月 31 日

Amazon.co.jp、
、2013 年「クリスマスのおもちゃ 100 選」をオープン
総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（以下、Amazon）は、本日 10 月 31 日（木）より、クリスマスプレゼントにふさわしい定番
や人気のおもちゃをはじめ、クリスマスツリーやデコレーショングッズ、パーティーグッズなどを一堂に集めた 2013 年「クリスマ
クリスマ
スのおもちゃ 100 選」を新たにオープンいたしました。

当ストアでは、お子様に人気のおもちゃや、ご自宅などで飾るクリスマスツリーやデコレーショングッズ、クリスマスパーティーに
活躍するコスチュームを一堂に取り揃えています。2013 年のトレンドは、「タッチパネル」「知育・英語」、そして「親子で遊ぶ」。
スマートフォンやタブレットが普及している昨今ならではのスマホ系や、親子で一緒に楽しめるアイテムが人気です。

Amazon「
「クリスマスのおもちゃ 100 選」について（www.amazon.co.jp/xmas）
について
商品点数： 200 万点以上（2013 年 10 月 31 日現在）
特長：


赤ちゃん用のおもちゃ、知育・ラーニングトイ、ブロック・パズル・ゲーム、女の子・男の子用のおもちゃなど、テーマや
ジャンル別に商品を探すことができます。



年齢別（0 歳、1～3 歳、4～6 歳、7～9 歳、10～12 歳、13～15 歳、15 歳以上）に商品をご参照いただけます。



ご自宅やパーティーを楽しく華やかにする、クリスマスツリーやデコレーショングッズ、パーティー向けのコスチュームをご
用意しています。

今年の
今年の人気商品
●「
「アンパンマン えいごもしゃべるよ おしゃべりいっぱいことばずかん DX」
」（セガトイズ）
セガトイズ）
Amazon 販売価格：6,427 円 www.amazon.co.jp/dp/B0077EWOQU
対象年齢：1 歳 6 ヶ月から
2012 年に発売後、Amazon の「知育・ラーニングトイ」では常に上位、カスタマーレビューの評価は
4.5 と満足度が高い商品です。ことば数は日本語の名詞が 800 以上、英語の名詞が 600 以上あり、
ペン 1 本で日本語・英語が簡単に切り替えられる『バイリンガル』機能付き。楽しく英語が学べます。

●「
「ラングスジャパン ミニーマウス ラングスバランスカー」
ラングスバランスカー」（ラングスジャパン）
ラングスジャパン）
Amazon 販売価格：10,946 円 www.amazon.co.jp/dp/B00EXYLW42
対象年齢：3 歳から
ラングスオリジナル「ディズニー」モデル。子供が大人をのせたり、大人が子供をのせたり、親子や
兄弟で一緒に乗っても楽しめます。Minnie Mouse の形のボディで、足も黄色い靴を履いてます。
お部屋のインテリアとしても Good。バランスカーはお子様のバランス感覚が動く原動力。
自然と遊びながらバランス感覚が身に付きます。

● 「ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ 等身大フォッコ
等身大フォッコ」
フォッコ」（ポケモン）
ポケモン）
Amazon 販売価格：4,500 円 www.amazon.co.jp/dp/B00FLFLUL2
対象年齢：3 歳から
人気の「ポケモンセンターオリジナル ぬいぐるみ 等身大ピカチュウ」シリーズに続き、「ポケット
モンスター X・Y」に登場するポケモンたちが、ぬいぐるみになって登場。他に、「ケロマツ」、
「ハリマロン」もラインナップ。
※サイズは 60cm×53cm×52cm。

●「
「アイカツ!
アイカツ アイカツフォンスマート」
アイカツフォンスマート」（バンダイ）
バンダイ）
Amazon 販売価格：7,775 円 www.amazon.co.jp/dp/B00EI3238W
対象年齢：6 歳から
「アイカツ！」のアニメ＆データカードダス完全連動のスマホアイテム。これひとつで「アイドルレッスン」
も「コミュニケーション」もカンペキ。カメラアプリや音楽アプリ、スタンプメールアプリなど、たくさんのア
プリが入っていて長く楽しめます。2.4 インチタッチパネルカラー液晶、カメラは 30 万画素。

●「
「レゴ シティ エアカーゴターミナル」
エアカーゴターミナル」（レゴ）
レゴ）
Amazon 販売価格：8,379 円 www.amazon.co.jp/dp/B00B06UCUG
対象年齢：6 歳から
今年 7 月に発売開始の新商品。飛行機が大好きなお子様におすすめの迫力あるカーゴプレーン
（貨物専用機）は、ベルトコンベアをセットして貨物を積みこんだり、垂直尾翼の下を開けて後ろに
も荷物を積みこめる。パイロット、管制官、作業員 3 人の 5 体のミニフィギュアとコンテナ、レーダ
ーアンテナなどのパーツ付き。

●「
「プラレール アドバンス E6 系新幹線 連結&立体交差
連結 立体交差レールセット
立体交差レールセット」（
レールセット」（タカラトミー
」（タカラトミー）
タカラトミー）
Amazon 販売価格：5,254 円 www.amazon.co.jp/dp/B00CM0S76K
対象年齢：6 歳から
プラレールアドバンスが登坂可能になった立体交差が可能なレールセット。E6 系新幹線 （連結仕様）、
坂直線レール、ストップレール、対向式駅、ガイドレール、橋脚 (1・2・3) が付いたオールインワンセット
です。プラレールも走行することができ、表裏の両面が使えます。

●「
「クリスマスツリー エレガントシャイニー セット 180cm スリム ツリー パープルピンク」
パープルピンク」（クリスマス屋
クリスマス屋）
Amazon 販売価格：19,800 円 www.amazon.co.jp/dp/B00EUXRESE
パープルピンクとゴールドそしてカッパーを基調とした、明るく華やかで個性的なセットツリー。 鮮やか
なパープルピンクのトップスターが目を引きます。また、スリムなタイプなので設置場所を取らず、
省スペース。ワンランク上のクリスマスツリーをお楽しみいただけます。

Amazon クリスマスのおもちゃ 100 選 ベストセラーランキング
ベストセラーランキング
2013 年 10 月 31 日時点の Amazon における「クリスマスのおもちゃ 100 選」関連商品のベストセラーランキングとなります。

1 位 「赤外線ヘリコプター
赤外線ヘリコプター NANO-FALCON ナノファルコン」
ナノファルコン」 ※右写真
（シー･シー･ピー） Amazon 販売価格：2,949 円
世界記録取得、全長約 65mm の世界史上最小サイズの赤外線コントロールヘリコプター。
小さなスペースで楽しめます。上昇、下降、右回転、左回転、前進、後進、右旋回、左旋回が
可能。連続飛行時間約 5 分、操作距離は屋内約 5m。
2 位 「仮面ライダー
ガイム)
仮面ライダー鎧武
ライダー鎧武 (ガイム
ガイム 変身ベルト
変身ベルト DX 戦極ドライバー
戦極ドライバー 仮面ライダー
仮面ライダー鎧武
ライダー鎧武&バロンセット
鎧武 バロンセット」
バロンセット」
（バンダイ） Amazon 販売価格：6,580 円
3 位 「仮面ライダー
ガイム)
仮面ライダー鎧武
ライダー鎧武 (ガイム
ガイム DX ブドウロックシード 仮面ライダー
仮面ライダー龍玄
ライダー龍玄セット
龍玄セット」
セット」
（バンダイ） Amazon 販売価格：1,523 円
4 位 「データカードダス アイカツ！
アイカツ！オフィシャルバインダー スイングロック」
スイングロック」
（バンダイ） Amazon 販売価格：2,300 円
5 位 「アイカツ!
アイカツ アイカツフォンスマート」
アイカツフォンスマート」
（バンダイ） Amazon 販売価格：7,775 円

ギフト包装
ギフト包装
Amazon では、プレゼントを贈る際にメッセージカードをつけてギフト包装にてお届けするギフトラッピングサービスをお選びい
ただけます。ご注文の際、ギフト設定の画面で「ギフトラッピング」にチェックを入れると、ギフトラッピング（税込 300 円）とメッセ
ージカードを付けてご注文いただけます。
※サイズや重量、形状によってはギフトラッピングが承れない商品もありますので、予めご了承ください。

Amazon ギフト券
ギフト券（www.amazon.co.jp/gc）
贈る方にお好きな商品をお選びいただけるのが「Amazon ギフト券」。Amazon ギフト券は、
Amazon および Amazon 姉妹サイトの Javari.jp でご利用いただけるプリペイドタイプのギフト券
で、お好みの画像をつけて送る E メールタイプや、グリーティングカードが付いたタイプなどを
ご用意しています。
※掲載商品は、2013 年 10 月 3１日現在 Amazon で取り扱いのある商品で、予告なしに販売が終了する場合がございます。
※記載している価格（税込）およびカスタマーレビューの評価は、2013 年 10 月 3１日現在のものとなります。
※発売日や価格は、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

★カスタマイズしたランキングの提供
カスタマイズしたランキングの提供
時勢に合わせた期間限定の特集ページを常に展開しております。ご要望に応じ、最新のトレンド情報やランキングをご提供させていただきます。
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