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C O M PA N Y  P R O F I L E

子 供 に 夢 と感 動 を  大 人 に 遊 び 心 を



代表取締役社長

前田 道裕

私達のライフスタイルは大きく変わろうとしています。先端技術の高度化、

高齢化社会の到来、女性の社会進出、出生率の低下、あらゆる変化が

私達の生活を変え、個人の生活にも変化をもたらせています。

エポック社はこの変化を的確に捉え、あらゆるライフステージにある個人に

対し、より多くの感動と満足感を提供する事を会社の使命としています。

現在は大人も生活をエンジョイする時代に入りました。仕事以外のことに

情熱を傾けたり熱中するのも人生の楽しみですし、ストレスの多い時代、

生活の中でやすらぐ時間を持ち、気持ちをリラックスさせることも現代人に

とって必要です。こういう社会変化に伴う、新しいまたは潜在的な欲求や

要求に会社として応えていきます。

技術の進歩は私達の生活を便利にした一方で数々の問題を引き起こして

います。真の人間性が問われる時代に入りました。子供たちの人間らしい

心の成長を助け、人間らしい感動、優しさを子供の心の中に育てていく

会社として社会に貢献していきます。

書 : 前田 道裕 
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主な関連会社
● 株式会社アポロ社
● 株式会社エポックロジスティクス
● Epoch Toys (H.K.) Co., Ltd.

■Epoch Making Toyｓ（所在地：イギリス）
　主な販売国：イギリス／アイルランド

■Epoch Traumwiesen（所在地：ドイツ）
　主な販売国：ドイツ／ポーランド／デンマーク／
　スウェーデン／ノルウェー／フィンランド／
　アイスランド／オーストリア

■Epoch Para Imaginar（所在地：スペイン）
　主な販売国：スペイン／ポルトガル

■Epoch D'enfance（所在地：フランス）
　主な販売国：フランス／オランダ／ベルギー／ルクセンブルク

■Epoch Holland B.V.（所在地：オランダ）
　主な販売国：オランダ

■Epoch di Fantasia（所在地：イタリア）
　主な販売国：イタリア

■Epoch of Wonders（所在地：ロシア）
　主な販売国：ロシア／カザフスタン／べラルーシ

■Epoch Everlasting Play（所在地：アメリカ）
　主な販売国：アメリカ／カナダ

■Epoch Magia（所在地：ブラジル）
　主な販売国：ブラジル

■Epoch Blooming Toys（所在地：インドネシア／マレーシア）
　主な販売国：インドネシア／マレーシア

■壹宝玩具有限公司（所在地：中国）
　主な販売国：中国

● 株式会社エヌ・アール・エス 
● 株式会社ジェイジェイ

Epoch Making Toys
（所在地 ： イギリス）

Epoch Traumwiesen
（所在地 ： ドイツ）

Epoch D'enfance
（所在地 ： フランス）

Epoch Holland B.V.
（所在地 ： オランダ）

Epoch of Wonders
（所在地 ： ロシア）

壹宝玩具有限公司
（所在地 ： 中国）

Epoch Blooming Toys
（所在地 ： インドネシア／マレーシア）

Epoch Para Imaginar
（所在地 ： スペイン）

Epoch Magia
（所在地 ： ブラジル）

Epoch Everlasting Play
（所在地 ： アメリカ）

海外販売会社

エポック社の商品は、
70ヵ国以上の国々で販売しています

Epoch di Fantasia
（所在地 ： イタリア）
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シルバニアファミリーは
心を育て、夢・幸せをつくる玩具です

シルバニアファミリーは海を越え、
70の国と地域で親しまれています
日本ではすでに３世代にわたって多くの方に親しまれ、

現在では70の国と地域という世界規模での広がりを見せています。
「自然」「家族」「愛」というテーマに基づいて展開しているシルバニアファミリーは、

国境を越えてたくさんの大人や子どもたちに愛され続けています。

シルバニアファミリーは
1985年生まれです

5つの特徴

現 在

愛され続けて35年愛され続けて35年

1985年に発売された初代ハウス 1986年当時のシルバニア村地図

シルバニアファミリーは1985年の発売以来、子どもから大人まで世界各国で広く愛されています。
「自然」に囲まれた世界で、人間のように生活している動物の「家族」たちが

「愛」に満ちた暮らしを繰り広げる情景を、美しく細やかに具現化したトイ・シリーズです。
「自然・家族・愛」をテーマに広がる世界を通じ、お子様の想像力・創造力はもちろん、

家族の絆や、友だちへの思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。
また、お家や人形・家具のラインナップも豊富なので、

お子様の年齢や成長の段階に合わせて、自由に集めて長く遊んでいただくことができます。

1985

人形の
かわいらしさ

誰もが
共感できる
世界観と

ストーリー性

コレクション性と
発展性

美しく細やかな
デザイン

家族と村の
仲間たち

3つのテーマ

シルバニアファミリーは1985年3月20日に
お家と11種類の家具、9種類のファミリーのラインナップとともに日本で誕生しました。

そのかわいらしさは玩具とは思えない品質で、女の子だけでなく
大人をもとりこむ社会現象になりました。

EPOCH
Brands

EPOCH
Brands

NATURE FAMILY LOVE
家族自然 愛
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シルバニアガーデン

あそびのお部屋

シルバニアファミリーの体験型施設です。
大きなジオラマや、

広いプレイコーナーで楽しめます！

※ATC Sylvanian Café シルバニアカフェ

こもれび森のイバライド
シルバニアパーク

シルバニアビレッジ

シルバニアファミリーのなかまに会えるレストラン！！ 

海外で販売されている商品やオリジナル商品も

たくさんそろっています。

新商品の情報や、ニュース、おはなしなど、

いろいろなコンテンツが楽しめます！　

Instagram、Twitter、

Facebookで最新の情報や

かわいい写真をお届けしています。

ムービー ウェブサイト

SNS

LINEスタンプ

公式ウェブサイトはこちら！

シルバニアファミリー 検索

YouTube、Netflix、

Amazonプライム・ビデオなどで

シルバニア村の仲間たちの

楽しいアニメや動画が見れます。

静岡県裾野市須山字藤原2427「ぐりんぱ」内

レイクタウンアウトレット店／埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1

横浜ワールドポーターズ店／神奈川県横浜市中区新港2-2-1

福岡県福岡市東区香住ヶ丘7丁目2-1「かしいかえん」内

●茨城県 ●大阪府大阪市 ●大阪府堺市 ●滋賀県

富士山のふもとにあるテーマパーク。

「緑の丘のすてきなお家」などいろいろな

体験が楽しめるアトラクションがいっぱい ！

花と緑にあふれるすてきなガーデンです。

ガーデン内の森のキッチンでは

すてきなメニューをご用意しています！

かわいいメニューを
たくさんご用意しています！

森のお家

※店舗情報は公式ウェブサイトよりご覧いただけます。

プレイコーナーで遊んだり、シルバニア村の仲間たちと
記念撮影したり、ディスプレイをながめたり…

親子で楽しんでいただけるお店です。

シルバニアファミリーの世界観あふれる
“シルバニアファミリー”専門店です。

シルバニアファミリーの
大きなお人形がたくさん！
全国で開催！！

1985年に「シルバニアファミリー」が

発売されてから現在までに国内で販売された

商品を中心に、1,000種類以上を一堂に公開！

シルバニアファミリーには、玩具以外  でも、 様々なところで出会えます

第3弾
24種

第1弾
32種

第2弾
32種

動くLineスタンプ！

大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺2405-1
茨城県稲敷市上君山2060-1

シルバニア村に
あそびにきた気分で
楽しめる
シルバニアファミリーの
テーマパーク！

シルバニアファミリー

史上、最大規模の展覧

会を開催中です。

（全国巡回）

※開催場所、スケジュールについては、
　公式ウェブサイトよりご覧いただけます。
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エポック社の野球盤は1958年（昭和３３年）に初代を発売以来、モデルチェンジを繰り返しながら、
累計1,400万台以上を売り上げ、親子２代、３代と時代を超えて愛されている玩具です。

常に新しい野球盤が誕生し続け、誰もが幼少のころ一度は遊んだことのある
“日本を代表する玩具”として、今もなお親しまれております。

エポック社のスポーツゲーム

野球盤3Dエース
スタンダード

野球盤3Dエース
スーパーコントロール

野球盤3Dエース
モンスターコントロール

サッカー盤は、簡単グリップ操作で人形を前後・回転させて
相手ゴールをめざす本格派サッカーアクションゲームです。
世界的にサッカーが注目され盛り上がる最中、サッカー日本代表チームの
試合のような熱い臨場感が味わえるよう公益財団法人日本サッカー協会の
監修を受けたオフィシャル・ライセンスゲームとして発売しております。

話題の新スポーツ「スポーツクライミング」が、
手軽な卓上アクションゲームになりました。
クライマー人形が手足を動かして、本当に壁面を登っているような
リアルな動きを再現しています。
指先の微妙な力加減や、左右のタイミングを合わせることが、
ゲームクリアのポイントとなっていて、アナログゲームの魅力が
楽しめる商品です。

サッカー盤
ロックオンストライカー
サッカー日本代表ver.

ボルダリングレース

タイマー付き

サッカー盤
ロックオンストライカーDX
オーバーヘッドスペシャル  サッカー日本代表ver.
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アクアビーズは、イラストシートの図柄に合わせてビーズを並べ、
水を吹きかけるだけでビーズ同士がくっつく、安全で簡単なメイキングホビーです。

弊社独自の技術で開発されたアクアビーズは、
2004年の発売以降、日本だけでなく世界中で愛されています。

ホイップるは、生クリームそっくりの特殊なクリームでデコレーションをして、
簡単に本物みたいなスイーツが作れる、メイキングホビーです。

しぼったクリームは固まるので、出来上がった作品はインテリアやアクセサリーとして楽しめます。

3つの特徴
あんしん

アイロンなどの熱を使用しません。
ビーズには安全性の高い素材を

使用しています。

アクアビーズはお子様の豊かな感性を育みます

集中力
ビーズを並べる遊びで

お子様の集中力が
養われます。

色彩感覚
色彩についての興味が

芽生え色彩感覚が
磨かれます。

創意工夫
色や形を考えながら作る
過程がお子様の豊かな

創造力を育みます。

達成感
完成時の達成感は
お子様の自信に
つながります。

たのしい
お絵かき感覚でカラフルなビーズを

ならべて作品をつくります。

ふしぎ
水でくっつく不思議なビーズです。

針・糸・接着剤は一切必要ありません。
本物の生クリームみたいに絞って、

フルーツやラインストーンをデコレーションすることで、
リアルなスイーツ作り体験ができます。

いろいろな絞り方を楽しみながら
スイーツ作りが学べます。

出来上がった作品は乾燥させると
保存することができます。

インテリアやアクセサリーとして楽しめます。

ほんものそっくり めざせパティシエ 作ったあとも楽しい
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家庭で楽しめる定番のファミリーゲームも。
フードゲームやバランスゲーム、そして定番のポカポンゲームや
ドンケツゲームなど、友達同士や家族で楽しめるバラエティゲームも
豊富なラインナップです。

TM & Ⓒ Universal Studios

いっしょにスイーツパーティー　アイスクリームタワー＋3

エポック社のポカポンゲーム ミニオンズ

アクアビーズ  すみっコぐらし スタンダードセット ドーナツ・オン・ドーナツ  すみっコぐらし

小学生から大人女子まで大人気の「すみっコぐらし」が
クラフトトイ&ファミリーゲームに。
かわいいキャラクターをモチーフにした作品を作ったり、
ゲームで盛り上がったり、すみっコたちの世界をさらに楽しめます。

ⓒ2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.ⓒ2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

エポック社の
ドンケツゲーム

国民的人気キャラクター「ドラえもん」を使った、
定番のアナログゲーム。
遊ぶだけでなく学習要素満載の玩具もあり、
楽しみながら学ぶことができます。

どこでもドラえもん 日本旅行ゲーム５

ドラえもん 
はじめての将棋＆九路囲碁 DX20

Ⓒ 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
Ⓒ Nintendo

スーパーマリオ
ストライクエアホッケー ATTACK スーパーマリオ

ぶっ飛び！ タワーゲーム

大人気ゲームキャラクター「スーパーマリオ」が
アナログアクションゲームになりました。

「スーパーマリオ ぶっ飛び！ タワーゲーム」に
付属の人形が他のゲームで使える「リンクシステム」が新登場し、
さらに遊びの幅が広がりました。
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