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 各  位 

 

海外人気キッズアプリブランドの国内展開を推進 

ネオス、Touch Press と業務提携 
知育アプリ【LEGO®DUPLO®WORLD】をリリース 
 

JNS ホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田 昌史、以下、

ネオス）はこの度、キッズ向けアプリブランド「StoryToys」の日本市場展開において Touch Press Inc. (本社：アイルラン

ド、代表者：エメット・オニール、以下 Touch Press)と業務提携を行い、第 1 弾として知育アプリ

【LEGO®DUPLO®WORLD】を AppStore および GooglePlay にてリリースいたしました。 

 

ネオスでは、世界各国で人気ランキング 1 位を獲得している知育アプリ【クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦】をはじ

め、お子さまに人気のキャラクターを起用したキッズアプリを数多く提供しています。一方、Touch Press も海外のアプリ

マーケットで数々の受賞歴や累計約 1 億ダウンロードを誇るキッズアプリブランド「StoryToys」を展開しており、この度両

社の提携により海外の良質なキッズアプリにおける国内展開を共同で推進してまいります。 

 

第 1 弾としてリリースした【LEGO®DUPLO®WORLD】は、知育玩具として人気の子ども向けブロック「LEGO®DUPLO®」

の世界観をベースに、さまざまなミニゲームやごっこ遊びを通じて楽しく学べる知育アプリです。 

収録されている知育ゲームは、就学前のお子さまにおける早期学習をサポートするよう設計されており、ブロックを見

本通りに組み立てるおなじみの遊びはもちろん、数字や高さの順に並べたり、住人とのおままごとやお仕事ごっこを通じ

てお子さまの成長や発達に必要な感性・能力を養います。また、画面タップやスワイプだけの簡単操作で小さなお子さま

も直感的に楽しめるとともに、知育ゲームは今後も定期的に追加を予定しているため、お子さまの成長とともに長くご利

用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ネオスのキッズアプリ事業においては、今後も Touch Press と共同で「StoryToys」ブランドのアプリを追加リリースして

いくほか、オフショア開発拠点であるベトナム現地法人との連携による既存アプリの多言語化など、海外展開への取り組

みも積極的に推進してまいります。 

会社名 J N S ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史 
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 この度の提携にあたり、Touch Press より以下コメントを頂いております。 

＜Touch Press Inc. CEO エメット・オニール様からのコメント＞ 

当社は、StoryToys 製品が世界的に成功し、何百万人もの子どもたちの生活に変化をもたらしたことを大変誇りに思っ

ています。レゴグループとの LEGO®DUPLO®WORLD の共同開発は、素晴らしい強力なパートナーシップです。今回、こ

のパートナーシップにネオスが加わることで、日本の子どもたちに LEGO®DUPLO®WORLD を紹介できることを非常に

嬉しく思います。 

 

(以下、原文) 

We are very proud of the success that our StoryToys products have achieved globally and of the difference that they 

have made to the lives of millions of children. Working with the LEGO Group on LEGO®DUPLO® WORLD has been an 

incredible strong partnership. We are extremely excited to now add NEOS to our partnership and we look forward to 

introducing LEGO®DUPLO® WORLD to a whole new audience of children in Japan. 

 

 

≪【LEGO®DUPLO®WORLD】について≫ 

レゴの子ども向けブロック「LEGO®DUPLO®」の世界で楽しく学べるインタラクティブな知育ゲームが収録された、海外の

アプリストアにおいて 2019 年 10 月のリリースから累計で 1,800 万ダウンロードを誇るキッズ向けアプリです。各知育ゲ

ームは、就学前のお子さまにおける早期学習や発達をサポートする設計のもと開発されており、想像力や好奇心、論理

的思考、感性や社会性など幅広い学習領域をカバーしています。 

海外を中心に数々の賞も受賞しており、今年においてはアメリカの「2021 Kidscreen Award for Best Learning App」お

よび「the Notable Children's Digital Media 2021 awards」に選出されたほか、日本においても子ども向けデジタルコンテン

ツを対象とした「デジタルえほんアワード」を受賞するなど、良質な学習機会を提供するアプリとして評価されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公式サイト：https://app.neoskids.jp/ 

■ダウンロード：無料 ※一部コンテンツはご購入いただくことでお楽しみいただけます 

■ストア URL： 

 AppStore https://apps.apple.com/jp/app/lego-duplo-world-レゴ-デュプロ-ワールド/id1548408345 

 GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.neoscorp.tp.legodw 

■対応環境： Android 5.0 以上 iOS 12.0 以上 

■紹介動画：https://youtu.be/uOgtL7YBjq0 

  

LEGO®, DUPLO®, the LEGO logo and the DUPLO logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group.  

©2021 The LEGO Group. 

https://app.neoskids.jp/
https://apps.apple.com/jp/app/lego-duplo-world-%E3%83%AC%E3%82%B4-%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%97%E3%83%AD-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89/id1548408345
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.neoscorp.tp.legodw
https://youtu.be/uOgtL7YBjq0
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＜JNS ホールディングスについて＞ 
【商 号】JNS ホールディングス株式会社 

【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館 

【上場市場】東京証券取引所 市場第一部 （証券コード：3627） 

【U R L】https://www.jns.inc  

【代表者】池田 昌史 

【グループ事業内容】 

◆DX ソリューション事業 

ハード・ソフト・コンテンツによるトータルソリューションで社会におけるあらゆる DX 化を支援 

◆X-Tech サービス事業 

教育・健康・金融・コミュニケーションなどデジタル技術による新たな ICT サービスを提供 

 

＜ネオスについて＞ 
【商 号】ネオス株式会社 

【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館 

【U R L】https://www.neoscorp.jp 

【設 立】2004 年 4 月 

【代表者】池田 昌史 

【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 

 

 

 

 

＜このニュースリリース・素材の提供に関するお問合せ先＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。 

 

JNS ホールディングス株式会社 

担当： 経営管理部 広報チーム 

Email：info@jns.inc 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館 

https://www.jns.inc 

 

 

https://www.jns.inc/
https://www.neoscorp.jp/
https://www.jns.inc/

