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素材を活かして・・・

今日は何をつくろう？

※トランスパレントを使った作品です

いっしょに遊びをふくらませよう。- 創　る -Create
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トランスパレント　11 色 99 枚セット
[MC10135930]　700円　16× 16cm
11色のトランスパレントペーパーが各色９枚ずつ揃ったセットです。正方形なので
使いやすく、様々な用途にお使いいただけます。

ローズウィンドウペーパー
[MC10140921]　840円　16× 16cm
トランスパレントペーパーより感触、色合いともに柔らかです。240枚入り

《用意するもの》
枠（中）1組　ローズウィンドウ用紙　白、薄いクリーム、黄、オレンジ、
濃いオレンジを各 1枚　はさみ、スティックのり

トランスパレント 10 色 10 枚（厚）
[FO87409]　1,050円　21× 29.5cm
厚みのあるマットな質感のトランスパレントペーパー。レ
ター用紙、ラッピング用紙、クラフト材としてお使いいた
だけます。

はさみ　14c ｍ
[MC35520000]　左利き用　600円　L14cm
[MC35520100]　右利き用　600円　L14cm

エコ糊
[MC30110001]　700円　100cc
無香料、無毒で生分解性の水のりです。紙だけでなく、コル
ク、フエルトなどの素材に使うことができます。簡単に洗い
落とすこともできるので、小さなお子様の工作に最適です。

スティックのり　20 ｇ
[LY540200]　250円　φ 2.4× 10㎝
ほのかに花の香りがするスティックタイプののりで
す。トランスパレントペーパーやローズウインドウ
ペーパーの工作にご利用いただけます。

トランスパレント ホワイト 10 枚（厚）
[FO87400]　950円　21× 29.5cm
厚みのあるマットな質感のトランスパレントペーパー。レ
ター用紙、ラッピング用紙、クラフト材としてお使いいた
だけます。

トランスパレント　10 色 10 枚
[FO810]　350円　18.5× 29.7cm
11色 99枚セットよりも大きいので、大きな作品を作る時やラッピング用紙にもおすすめ
です。

トランスパレント　クリスマス色 100 枚セット
[MC10135931]　700円　16× 16cm
クリスマスにピッタリな赤、緑、白、青、黄色の５色をセットにしました。クリスマスの
窓辺を美しく飾ってみてはいかがでしょうか ?

ローズウィンドウ　フレーム
[OM018]　160円　
大φ 17cm、中φ 13cm、小φ 9.8cm
薄くて繊細なローズウィンドウの作品を
枠に挟み込むことでより素敵に飾ること
ができます。

ローズウィンドウ　ガイドブック
[OM021]　200円　変形 B5判 22ページ
ローズウィンドウペーパーをちぎって貼っ
たり、工作素材として楽しい使い方を紹
介しています。ちいさなお子さまから楽し
めます。

トランスパレントガイドブック
[OM005]　200円　A5判 10ページ
西洋凧を作る薄い紙、トランスパレントペーパーを使って、
折り紙やちぎり絵、切り絵などのつくり方をご案内。簡単
に作った作品が、あっとおどろく神秘的で不思議な雰囲
気をもちます。ぜひ一度トライしてみて ! 

トランスパレント　レインボー色 10 枚
[FO785]　650円　22.5× 32cm
グラデーションになっている厚手のトランスパレントペーパーです。切り抜いて組み立て
たり、工作にも使えます。光を通すとグラデーションが美しく鮮やかです。

① 1枚ずつ写真のように 4回
折ります。（5枚全部）

④ 4枚を図のように並べて、
色の薄い順に置いて実線部
分を切ります。

② 5枚とも、とがった方から
6.3cmのところをはさみで切
ります。

③白い紙を開いて枠の内側
に貼ります。

⑤薄い色から順に白い紙の折れ線に合わせて枠に貼ります。
全て貼り終えたら残っている枠を載せて貼ります。

ローズウインドウの作り方
6.3cm

枠の内側
になる場所→

トランスパレントペーパー ローズウインドウペーパー
トランスパレントペーパーはツヤと張りのある薄い半透明
の紙です。光を通すので、窓辺に重ねると、きれいな色が
生まれます。北欧では凧を作るとき、このペーパーが使わ
れてきました。折り紙の要領でつくったパーツを貼り合わ
せてつくる星づくりや透かし絵などさまざまな創作活動に
お使いいただけます。クリスマスの窓辺に美しいグラデー
ションの星々が輝くのも素敵です。

ヨーロッパの教会にはステンドグラスの素晴らしいローズ
ウインドウ（薔薇窓）があります。窓からの光の効果で色
と明るさの質を演出しています。伝統的な薔薇窓をローズ
ウインドウペーパーで再現してみましょう。切り抜いて広
げて重ねると微妙なグラデーションと動きが表現できます。
新しい動きを考えて作るのも面白い創造的な素材です。窓
辺に飾って光と色を感じてみましょう。
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草木染め 12 色羊毛
[WM0700]  100g 2,000円
[WM0701]  50g 1,200円

（※）BioLand　ビオランド限定の完全有機栽培を実施している生産品に与えられます。

フェルトニードル
[AG213104] ホルダー付（1本） 
400円　L11.5ｃｍ
針だけで刺すのが安定しないときに、また
子どもが使う場合におすすめします。

フェルトニードル２本入り
[AG2131031]   太　350円　L8cm

[AG2131041] ホルダー付（4本） 
800円　L13.5ｃｍ
広い面積を刺すときに便利です。

[AG2131032]  中　350円　L8cm
[AG2131033]  細　400円　L8cm
羊毛作品づくりには細かい部分も仕上げら
れる細が最適です。

羊毛ナチュラル　テクセル　
[WM0707] 100g　1,000円　白羊毛です。人形の詰め物やフエルト作りに使います。

[WM0710]
ナチュラルトーンセット

[WM071305]
クリーム

[WM071311]
淡水色

[WM071316]
ピンク

[WM071304]
黄

[WM071310]
水色

[WM071315]
濃ピンク

[WM071303]
サーモン

[WM071309]
紺色

[WM071314]
赤

[WM071306]
淡緑

[WM071302]
オレンジ

[WM071308]
深緑

[WM071313]
紫

[WM071301]
薄茶

[WM071307]
緑

[WM071312]
赤紫

[WM0707]
テクセル

ナチュラルトーン　セット　
[WM0710] 50g　1,000円　羊毛そのものの色を組み合わせています。写真最上段一列の色のセットです。

メルヘンウール単色　
[WM0713--] 20g　550円　色番号をご指定ください。

フェルト草木染　
基本色 6 色セット
[WM0755C]　3,800円
20× 30ｃｍ　ウール 100％

ベンディードール家族キット
[YM40320] おじいちゃん　1,450円　12cm
[YM40330] おばあちゃん　1,450円　12cm
[YM40340] おとうさん　　 1,450円　12cm

ベンディードールキット
[YM40300] 犬　　　   650円　12cm
[YM40310] ネコ　         650円　12cm
四角のフェルトなら躍動感ある犬や
ネコが作れます。

[YM40350] おかあさん     　1,450円　12cm
[YM40380] あかちゃん　   　 700円　6.5cm
[YM40360] 男の子　　   　 1,450円　12cm
[YM40370] 女の子　　    　1,450円　12cm

[YM40390] 王子さま　1,650円　12cm
[YM40400] お姫さま　1,650円　12cm
おとぎ話の王子さまとお姫さま。お人
形あそびの世界がぐっと広がります。

羊毛の時間 I 　[OM015]　300円
羊毛の時間 II　[OM016]　300円
変型 B5判　16ページ
ふわふわやわらかい羊毛であそぶ・つ
くる・たのしむ本です。初めて羊毛に触
れてみる方にはおすすめ。子どものおも
ちゃや子どもと一緒に作れるものを紹介
しています。

フェルト草木染　
パステル 6 色セット／淡い
[WM0755B]　3,800円 
20× 30ｃｍ　ウール 100％

モビール　ホワイト＆カラー
[YM40410]　1,300円　L約 50cm
シンプルなモチーフが一列に並んだモビー
ル。白とカラーの 2本セットです。段差を
つけて下げたり、別々に飾っても素敵です。
窓辺や壁のアクセントにさりげなくかわい
いインテリアです。

天使　シルバーボール
[YM40430]　1,000円　10cm
天使はいつもやさしく見守ってくれそう
です。ご自身やご家族のために、また
どなたかへのプレゼントとしても、あた
たかさが伝わります。シルバーボールは
ビーズを刺す楽しみもあります。

手作り用のキットです。手足を曲げることができ、ドールハウス遊びやごっこ遊びに活躍します。
針仕事の苦手な方でもすぐに気軽に作れます。

100%羊毛、Bioland（ビオランド）認定の草木染めフェルトです。手触り、色の深みは自然素材ならでは、厚さも程よくどの色と合わせてもなじみます。作品が生き生きと仕上がります。

べンディードール
[AG4132]　700円　Ｈ 11.5ｃｍ
ごっこ遊びや、ドールハウスで遊ぶお人形
にオリジナルの洋服を着せましょう。
手足を動かせます。ブナ材

フィンガードール
[KK5510140]　220円　H7cm
子どもやおかあさんに合うように指穴のサ
イズや大きさを考えました。ブナ材

フェルト草木染　
パステル 6 色セット／濃い
[WM0755A]　3,800円 
20× 30ｃｍ　ウール 100％

モビール　うさぎ
[YM40420]　1,800円　L約 60cm
パステルカラーのお花やボールを追いか
けていく、うさぎたち。赤ちゃんのいるお
部屋をハッピーにしてくれるモビールです。
出産のお祝いに差し上げても喜ばれます。

天使　スティック
[YM40440]　1,000円　10cm
クリスタルが付いたスティックを持った天
使。見ているだけで穏やかな気持ちになり
ます。作る過程をていねいに楽しみ、そう
してでき上がった天使は、いっそう好きに
なります。

アイスクリーム屋さん
[YM40450]　1,150円　14cm、10cm

「バニラにイチゴにチョコミント。シングルですか？それともダブル？」アイスクリーム
屋さんごっこで遊ぶ子どもの声が聴こえそうです。フェルトと植物染めの羊毛で本物み
たいなアイスクリーム。

フェルトはぎれセット
[WM0758]　1,000円
ウール 100％
いろいろと使えるフェルトのはぎれセットです。

おもちゃ箱の本　羊毛あそび
[OM004]　950円
A5判　41ページ
羊毛の楽しさを広げるアイデア・ヒント
をたくさん紹介しています。ほんの少し
時間があいたら、羊毛とフェルトニード
ルを取り出して手仕事をはじめてみま
しょう。

スポンジ（ビスコース）
[MC45611005]　300円
8.5× 7× 3.5cm
フェルトニードルを使う時、羊毛の
下に置いて使います。材質は植物繊
維。

必要な羊毛や素材が入った手軽に作れるキットです（ニードルは別売）。手作りキット羊毛・フェルト
ふわふわにやわらかい羊毛は、遊びに、手作りに最高な素材です。
羊毛を紡ぐと毛糸になり、石けん水でゴシゴシこすったり、フェルトニードルを使ってツンツン刺すとフェルトになります。
この羊毛は、ドイツ産のテクセルシープの原毛を植物顔料で染めた、やわらかな淡い色調が特徴です。完全有機栽培された
生産品につけられる Bioland（ビオランド）認証（※）を受けています。（手作業で草木染めを行うため写真の色と異なる場
合があります。）
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一枚の四角い布が子ども達の想像力で遊びに発展します。
お姫様のベールや王子さまのマント、お人形のお布団に。
水色のシルクは川や海に、緑のシルクやガーゼは山々や木々に変身。

円形織機
[WM0911]　2,000円　φ 21.5cm
丸い形の織物が作れます。糸の引っ張り具合によってお
椀のような形もつくれます。

角型織機
[YK0002]　4,200円　30× 23.5× 5cm
幼稚園の子どもたちが実際に使い、子どもが使いやすい
ようにと何度も改良して、この形になりました。シンプルで、
丈夫。角を丸くして、安全性にも配慮してます。毛糸など
を指を使って通します。日本製

木製カラービーズ　20mm　60 個入り
[SH10220]　2,700円

きれいな色のビーズがたくさん入っていて、順番に紐に通すだけでもたのしい。約 3mmの穴に紐を通すことは、手先をしっ
かりと使う練習にもなります。紐は付属で入っています。遊びとしてだけでなく、髪飾りやアクセサリーも作れます。

木製カラービーズ　12mm　120 個入り
[SH10260]　2,100円　

フェルトビーズ　30g
[WM0994A]　1,700円　30g
しっかりとした硬さです。穴は開いていないので針を使っ
てひもを通してネックレスに、ボタンにしてもかわいい。

（針は付きません）

プレイクロス・シルク 12 色
各 2,000円　90× 90ｃｍ
おもちゃ箱オリジナルの色に染めています。
合成繊維ではけっして味わうことのできない
シルクの手触り、子どもが遊びに使うものだ
からこそ本物を使いましょう。

プレイクロス・ウール 草木染め 10 色
各 1,700円　65× 65ｃｍ
100%ウールの草木染めです。スカーフと
しても秋口から大活躍します。

Y 字リリアン毛糸付き（パステル色）
[WM0804]　2,600円　
草木染め中太毛糸パステル色 50ｇがセッ
トされています。

レインボーカラー毛糸草木染
（基本色）

[WM0402]　3,100円　100g
[WM0402A]　950円　25g

シルクを使用しているため、しなやかな手触りです。リリアン、織り機に向いています。
手編みのマフラーにも肌ざわりが最高です。ウール 50% シルク 50%使用。

Y 字リリアン　
[WM0920]　1,000円　
指で毛糸を渡して編みます。細かく編んだ
り、ざっくり編んだり、小さな子どもも、大
人も思わず夢中でざくざく編んでいきます。
編みあがったヒモは色 と々楽しめます。コー
スターや小さなポシェットに…。

草木染め中太毛糸 50g（基本色）　
[WM0345]　1,450円

色の移り変わりが楽しい毛糸。Y字リリアンにおすすめです。

草木染め 毛糸 4 色セット　基本色
[WM0820]　2,600円　100g

よりのやわらかい太めの毛糸です。ひとつの色が約 12mあります。
角型織機に向いています。Ｙ字リリアンで編むとしっかりした紐になります。

Y 字リリアン毛糸付き（基本色）
[WM0803]　2,600円　
草木染め中太毛糸基本色 50gがセットされ
ています。

草木染め中太毛糸 50g( パステル色）
[WM0346]　1,450円

草木染め 毛糸 4 色セット　パステル色
[WM0821]　2,600円　100g

リリアン
[AG213105]　600円　φ 3cm× L12cm
道具を使って何かを作りあげることは、子
どもたちにとって大きな感動です。
一生懸命編んだ紐をおかあさんやおとうさ
んと一緒に作品にしましょう。

レインボーカラー毛糸草木染
（パステル色）

[WM0404]　3,100円　100g
[WM0404A]　950円　25g プレイクロス・コットン 14 色

各 1,400円　85× 85cm
ざっくりした織り目の 100%コットンガーゼです。

布いろいろ[KK5510102]　レモンイエロー
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[AK108] 
オレンジ

[AK10] 
サーモンピンク

[AK1022] 
ピンク

[AK1090] 
赤

[AK430] 
クリーム

[AK1028] 
白

[AK141] 
水色

[AK102118] 
茶色

[AK1021] 
青

[AK156] 
黄緑

[AK1030] 
濃い緑

[KK5510104]　マリーゴールド

[KK5510118]　藤色

[KK5510132]　黄緑

[KK5510128]　水色

[KK5510115]　桃色

[KK5510107]　みかん色

[KK5510111]　いちご色

[KK5510114]　マゼンダ

[KK5510125]　藍色

[KK5510135]　青緑

[KK5510136]　サンドベージュ

[KK5510133]　オリーブ

[KK5510137]　コーヒーブラウン

毛糸・布など
ちいさな子どもたちも創る過程を味わい、創ったものはとても大きな喜びです。リリアンや織機は子どもに手づくりの楽し
さを教えてくれます。幼児期こそ手の指をたくさん使わせたいものです。
ひと編みするたびに、だんだん長くなる編み物は、時間が目に見える形となっていきます。
あともう少し。出来上がりの感動も大きくなります。
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人形はおもちゃの中で特別な存在です。それは人形が
人の姿をしているからです。人形は子どものお友達、
心の思いを打ち明け、人形と遊ぶ中で自己表現をして
いきます。そうした人形は、できるだけ子どもの想像
力の働きかけに応じてくれる人形であることが大切で
す。両腕に抱いたとき、重さがあり、やわらかく温か
みが感じられる人形、いっしょに暮らしている気持ち
になれる人形が子どもにふさわしいものです。子ども
は指先からいろいろなことを学びます。子どもが手に
したとき、抱き心地がよい人形であるために、お母さ
んの愛情が感じられるように心を込めて作り、素材は
すべて自然素材を使用しています。子どもに人形を渡
すとき、いっしょに遊ぶとき、大人が人と接するのと
同じように人形を扱うことが大切です。

着せ替え人形（中）女の子茶髪　キット（くつ付き）
[YG20211]　5,800円　L 28cm
くつは草木染めのフエルトを使用しています。

着せ替え人形 ( 大）　キット
[YG20061]　7,800円　L 38cm　

抱き人形（大）　キット　赤
[YG10041]　5,600円　L 33cm

抱き人形（中）　キット　赤
[YG10061]　3,700円　L 23cm

手のひら人形着せ替え
女の子 キット（くつ付き）
[YG10231] 3,400円　14cm
子どもの手にのるくらいの大
きさで、着せ替えも楽しめま
す。

手のひら人形着せ替え
男の子 キット（くつ付き）
[YG10271] 3,400円　14cm
子どもの手にのるくらいの大
きさで、着せ替えも楽しめま
す。

手のひら人形女の子用
服　キット
A セット（くつ付き）
[YG10241]　1,250円

手のひら人形女の子用
服　キット　C セット
[YG10261]　1,350円
生地はリバティプリントを使用。

手のひら人形男の子用
服　キット
[YG10281]　1,250円

手のひら人形女の子用
服　キット
B セット（くつ付き）
[YG10251]　1,250円

抱き人形（中）　キット　
ピンク　エプロン付き
[YG10071]　4,500円　L 20cm

抱き人形（中）　キット　青
[YG10051]　3,700円　L 23cm

抱き人形（大）　キット　ピンク
[YG10021]　5,600円　L 33cm

抱き人形（大）　キット　青
[YG10031]　5,600円　L 33cm

抱き人形（大）用エプロンドレス（白）キット
[YG10191]　1,600円

抱き人形　中用サロペット　キット
[YG10211]　1,000円

抱き人形　中用ワンピース　キット
[YG10221]　1,000円

抱き人形（大）用エプロンドレス（ピンク）キット
[YG10161]　1,600円

抱き人形　大用サロペット　キット
[YG10201]　1,600円

花の精　ひまわり
[YG20240]　完成品　4,000円　16cm、9cm
[YG20241]　キット　  1,800円

花の精　忘れな草
[YG20230]　完成品　4,000円　10cm、7cm
[YG20231]　キット　  1,800円

花の精　シロツメ草
[YG20220]　完成品　4,000円　11cm、8cm
[YG20221]　キット　  1,800円

着せ替え人形（中）女の子金髪　キット
[YG20021]　5,800円　L 28cm

着せ替え人形（中）お兄ちゃん　キット（くつ付き）
[YG20201]　5,800円　L 28cm　
くつは草木染めのフエルトを使用しています。

着せ替え人形（中）妹　キット
[YG20041]　4,700円　L 25cm

人 形

※キットには作り方の説明書、型紙、生地、針、糸が入っています。

※洋服の柄が変更になることがあります。

※完成品はできあがり次第のお届けになります。

あかちゃん人形　キット
[YG20051]　4,700円　H 31cm
四角い一枚のネル布で作る単純な人形で
す。子どもが実際にこの人形と遊ぶ中で最
適な大きさや硬さになるように企画されて
います。

冬の間、地面の下では不思議なことが起こっています。たくさんの花の精たちが、春の支度をしています。
春の光を感じると、地上の世界に出発です。そして冷たい風が吹くまで花の精たちは楽しく光の世界で過ご
します。一本の花や木があるとき、その自然の源を目に見える形にしてみました。

花の精


