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子どもの健全な成長に寄与することを目的に教育玩具の輸入・開発・販売を行う株式会社ボ

ーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西弘子）では、12 月 25 日（火）ま

で、全国およびオンラインのボーネルンドショップにて、「ボーネルンドのクリスマスフェア

2012」を開催しています。今回は、クリスマスフェア開始以降の最新売り上げランキングを

集計いたしましたのでご紹介いたします。（※集計期間：11 月 23 日～12 月 4 日） 
今年は、子どもの社会性や想像力を育む「ごっこ遊び」に関する玩具の人気が急上昇。ラン

キング 1 位の「キッチンセンター」は昨年同時期比で約 1.5 倍、9 位の「ボッシュ ミニワー

クセンター」は約 1.7 倍と、売り上げを大きく伸ばしています。少子化などで子ども同士が

気軽に集える環境が減少するなか、様々な役割を遊びながら体験する「ごっこ遊び」を通し

て、他者とのコミュニケーションや協調性など、社会で生きていくための力を身につけてほ

しいと願う親の姿が垣間見えます。 
 
 1 位：キッチンセンター                            
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 2 位：マグフォーマーシリーズ            3 位：アニマルボーリング          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 12 月 7 日（金）

株式会社ボーネルンド

クリスマスシーズンこれが売れています！ボーネルンド人気玩具ランキング 

社会性を育む「ごっこ遊び」玩具の人気が急上昇 
人気上位 10 アイテムを一挙紹介！ 

デンマークで生まれ、販売開始から 20 年を迎えるごっこ

遊びの定番玩具が、男の子にも女の子にも大人気。コン

パクトサイズながら食器洗い機、食器棚、鍋やお玉など

料理に必要な道具が揃い、機能が満載。パパやママなど

料理する人の気持ちを、ごっこ遊びを通して体験できま

す。子どもの等身大サイズで、蛇口や調節つまみなど細

部までこだわっているところも夢中になれる秘密です。 

価 格：￥13,650（税込） 対 象 年 齢：2 歳頃～ 

どの方向につなげても反発しないよう回転する仕組み

の磁石が入ったピースを用いて、自分だけの独創的な

形を作れる画期的なブロック。平面に展開図を並べ、引

き上げると一瞬で立体へと変化する様は、一度体験

すると病み付きに。その面白さから、2010 年の販売

開始から瞬く間に人気玩具に成長しました。 

価 格：￥6,930～（税込） 対 象 年 齢：3 歳頃～

 

ドイツ生まれの布製

玩具。動物に見立てた

ピンにボールを転が

して、上手に倒せば鈴

の音が聞こえます。お

人形あそびの玩具と

しても活用可能で、幅

広い用途で楽しめま

す。今年 6 月より価

格を改訂、よりお求め

やすくなりました。 

価格：￥3,990（税込）

対象年齢：1 歳頃～ 
 

 



4 位～10 位のランキングはこちら！                        

※価格はすべて税込 

【ボーネルンドについて】 
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健全な成長に寄与するため1981年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供
する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国 89 ヵ所で店舗を展開
しています。同時に幼稚園や保育園、公園などに高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行って
おり、現在までに手掛けた実績は国内約 3 万ヵ所まで拡大しています。また、2004 年からは、子どもが遊ぶ機会を増やすため
に、親子一緒に様々なあそびを体験できる室内あそび場「キドキド」事業をスタート。現在全国 16 箇所、年間 141 万人の親子
が訪れています。 

 
 
 
 
 

順位 商品名 価格 対象年齢 商品紹介 

4 位 スクイッシュ ¥2,625 0 歳頃～

ギュッと握ると変形して、 
離すともとの形に戻ります。 
美しい立体が赤ちゃんの五感を 
刺激します。 

5 位 ピエロのびっくりはかり ¥2,310 4 歳頃～

 
数字の大きさと重さが比例。 
楽しく数に親しめます。 
 

6 位 ボーネシェフ・ベジタブル ¥3,990 2 歳頃～

 
野菜のみずみずしさを木で再現 
したボーネルンドオリジナル。 
 

7 位 ツイン･ラトル  ¥840 6 ヶ月～
片手で持つと双子のお星さまが 
くるくると回り、自然と両手で持つ 
動きを促します。 

8 位 かんてんネンド Studio
クリスマス特別セット ¥4,935 2 歳頃～

 
“寒天”を主原料とし、安全性と 
あそびやすさを両立した 
人気商品に、オリジナルのネンド 
作成キットがついた限定アイテム。 
 

9 位 ボッシュ ミニワークセ

ンター 
¥8,400 3 歳頃～

ドリルやかなづちなど、 
本物そっくりの工具を使って、 
ごっこ遊びをしながら組み立てる 
楽しさを体験できます。 
 

10位 カラフルプルトーイ ¥7,560 1 歳頃～

カラフルなブロックで 
形あわせが楽しめます。 
転がしたりひっぱったり、 
様々な遊び方が可能です。 
 

≪報道関係の方のお問い合わせ先≫ 

株式会社ボーネルンド 広報室 

担 当：村上、讃井 

T E L：03-5785-0860 / 080-5901-3591 

E-mail：y-murakami@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン 

担 当：古澤、五味渕、山口 

T E L：03-4580-9104 

E-mail：bornelund@ml.prap.co.jp 

≪一般の方のお問い合わせ先（ご掲載用）≫ 

株式会社ボーネルンド   TEL：0120-358-518 



 

北海道 そごう横浜店 兵庫県 

ボーネルンド 札幌・大通り店★ 鎌倉店 あそびのせかい 神戸 BAL 店★ 

丸井今井札幌本店 川崎ルフロン店 川西阪急店 

さっぽろ東急百貨店 横浜ベイクォーター店 大丸神戸店 

イーアス札幌店 あそびのせかい たまプラーザ テラス店 エビスタ西宮店 

茨城県 あそびのせかい テラスモール湘南店 西宮阪急店 

水戸京成百貨店 伊勢丹相模原店 三田フローラ 88 店 
パートナーショップ 
アカチャンホンポ LALA ガーデンつくば店 静岡県 広島県 
栃木県 遠鉄百貨店（浜松） あそびのせかい 広島パセーラ店 

東武宇都宮店 新静岡セノバ店 そごう広島店 

埼玉県 新潟県 アルパーク天満屋店 

伊勢丹浦和店 新潟伊勢丹店 岡山県 

そごう大宮店 石川県 天満屋岡山店 

丸広百貨店川越店 めいてつエムザ店（金沢） 愛媛県 

イーサイト籠原店 香林坊大和店 フジグラン松山店 

千葉県 愛知県 福岡県 

イクスピアリ店 ボーネルンド 星が丘テラス店★ ボーネルンド 福岡店★ 
そごう千葉店 松坂屋名古屋店 岩田屋本店（福岡） 
ららぽーと柏の葉店 三重県 博多阪急店 
あそびのせかいららぽーと TOKYO BAY 店 近鉄四日市店 小倉井筒屋店 

東京都 滋賀県 大分県 

ボーネルンド 本店★ 草津近鉄百貨店 トキハわさだ店（大分） 
代官山店 京都府 長崎県 

六本木ヒルズ店 大丸京都店 みらい長崎ココウォーク店 

大丸東京店 京都ヨドバシ店 長崎浜屋店 

京王百貨店新宿店 奈良県 佐世保玉屋店 
渋谷・東急本店 近鉄百貨店奈良店 熊本県 

東急百貨店吉祥寺店 大阪府 熊本鶴屋店 
西武池袋本店 ボーネルンド堺北花田阪急店★ 鹿児島県 

東武百貨店池袋店 ヴィソラ店（箕面） 山形屋店 

あそびのせかい むさし村山店 阪神百貨店  

伊勢丹府中店 京阪百貨店くずはモール店  

あそびのせかい セレオ八王子店 高島屋泉北店  

神奈川県 あべの and 店  

あそびのせかい 横浜みなとみらい店★ 大丸梅田店  

モザイクモール港北店  近鉄百貨店上本町店 ★フラッグシップショップ 

   

【販売店舗一覧】 （2012/12 現在） 


