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聴こえる　聴こえる

かすかに聴こえる

聴こえる　聴こえる　風の音

聴こえる　聴こえる　雨の音

聴こえる　聴こえる　虫の声

ちいさきものたちの個性ある声

- 聴　く -Listen

アウリスシロホンダイヤトニック 8 音
[AUXRD008]　18,000円　32.5× 51× 6.5cm　c"-c"'

アウリスシロホンダイヤトニック１2 音
[AUXRD012]　23,500円　30× 37× 6.5cm　a'-e"'

アマディンダ
[AUXAM]　78,000円　69× 80× 25cm　d・e・g・a・h・d・e'
音板はカエデ、台座はマツを使用。たっぷりした音量で温かい豊かな音色と同時に鐘の
音のような金属的な音も合わせ持っています。アマディンダで低層部のリズムを奏で、シ
ロホンやマリンバでメロディーを演奏するとそれぞれの音の特長を引き立て合います。

アウリスシロホンペンタトニック 7 音
[AUXRP007]　16,000円　28.5× 33× 6.5cm　d"-e"'

アウリスマリンバ　ダイヤトニック８音
[AUXDL008]　46,500円　57.5× 40× 21cm　c-c'

アウリスマリンバ　ペンタトニック８音
[AUXPL008]　46,500円　57.5× 40× 21cm　h-e"

アウリスシロホン打棒
[AUXRK]　1,500円

アウリスマリンバ　ダイヤトニック 11 音
[AUXDL011]　58,000円　73.5× 41× 21cm　h-e"

アウリスベビーマリンバ　ペンタトニック 5 音
[AUXBP005]　24,000円　37.5× 40× 12.2cm　d-h

※全ての商品に打棒 2本付

音楽要素の中でシロホンは特にリズムの練習に向いています。音板は豊かな響きを奏でるアカシア、台座はカバを使用。
鮮明で明るい音質でのびやかな気分になります。音板は全て外すことが出来るため、7音階から5音階への変更も可能です。

音板はアカシア、台座は松を使用。台座がしっかり周りを囲むように制作されていますのでシロホンの音よりは広がりのある豊かな温
かい音になります。音板は全て外すことが出来るため、7音階から5音階への変更も可能です。

アウリスシロホン

アウリスマリンバ

57

アウリスは1978年スウェーデンのヤーナに設立されました。アウリス設立のシェ
ル・アンダーソンは音楽が人間に与える影響に着目し、各楽器の持っている音質を
純化しようとしました。真の音の響きによって、感情の発達、心身の健康にアウリ
スの楽器が大きな役割を果たすことを願っています。（P13にメーカー紹介掲載）
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アウリスグロッケン　ペンタトニック 7 音
[AUKPH]　13,500円　19× 11× 3cm　d"'-e""　打棒 2本付

シェルズグロッケン　ペンタトニック 7 音
[AUKAP007]　9,500円　23× 12.5× 3cm　d"'-e""　打棒 2本付

アウリスグロッケン　クインタ 7 音 432Hz
[AUKPQ]　14,500円　19× 11× 3cm　d"'-e""　打棒 2本付
その他のグロッケンは 440Hzに調音されています。

コロイグロッケン　カリヨン
[MC55162710]　12,000円　21× 15.5× 5.5cm　打棒 1本付
澄んでいてあたたかい響き、バランスのとれた音が魅力のグロッケンです。サクラ
材の美しい台座が共鳴箱となり、「レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ」のペンタトニック音階
の音盤が乗っています。小さな子どもたちの初めての楽器として最適です。

シェルズグロッケン　ダイヤトニック 12 音
[AUKAD012]　16,500円　21× 12× 3cm　c"'-g""　打棒 2本付

シェルズグロッケン　ハーフトーン
[AUKAH008]　16,500円　30× 12× 2.2cm　c#"'-f#""　打棒 3本付

初めに 12音をそろえ、その後年齢と共に半音階もそろえることで、演
奏もより楽しさを増します。

グロッケン打棒（木）
[AUKSK002]　400円　L16.5cm

グロッケン打棒（ハードラバー）
[AUKSK003]　600円　L15.5cm

アウリスグロッケン　ダイヤトニック 12 音
[AUKDH012]　22,500円　30× 11× 3cm　c"'-g""　打棒 3本付

アウリスグロッケン　クロマティック 20 音
[AUKKH]　47,600円　73.5× 41× 21cm　c"'-g""　打棒 6本付

アウリスグロッケン　 ダイヤトニック８音
[AUKDH008]　14,500円　19× 11× 3cm　c"'-c""　打棒 2本付

シェルズグロッケン　ダイヤトニック 8 音
[AUKAD008]　11,000円　23× 12.5× 3cm　c"'-c""　打棒 2本付

アウリスのグロッケンはかまぼこ型の音盤で澄んだ透明な音を持っているのが特長です。この長く響く音は人々の
心の奥深くまで届き人々の心を呼び覚まし、現実の世界と調和させることでしょう。また、打棒の素材を変えるこ
とにより、その響きはさらにファンタジーの世界から実践的知性の世界まで幅広い音の体験をすることができます。

音盤と台座の間のクッション材にフェルトを使用しています。そのため響きがおさえられるので単音が明瞭に聞こえます。

音盤と台座の間にゴムを使用しています。そのため長く音が響きます。アウリスグロッケン

シェルズグロッケン
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弦用オイル　30cc　
[MC55137900]　1,200円

Ｌ型調弦器（大）　
[RU594007]　4,800円　20× 5cm

コロイライヤースタンド　小
[MC55139500]　6,700円
P61下段のライヤーに向いてます。

Ｌ型調弦器（小）　
[RU594008]　3,650円　13× 4cm

コロイライヤースタンド　大　
[MC55139600]　8,200円
P62上段のライヤーに向いてます。

Ｔ型調弦器
[RU594002]　1,200円　10× 6cm

ライヤースタンド
[YK0001]　5,000円　12.5× 23× 23cm
P61上段のアウリスの小型のライヤーを立
て掛けられるおもちゃ箱オリジナルです。

ボーデンライヤー 16 弦
[MC55122000]　56,000円　44× 24.5cm
ボーデンライヤーは、シュタイナーの音楽教育の中から新
しく特別に考案された楽器です。（楽譜に書かれた音を弾
くにとどまらず、即興的な演奏をする、自然に浮かんでき
たメロディーや既存のメロディーに自由に伴奏をつける、
など幅広い可能性をもっています。）弦の張り方に大きな
特徴があります。一つのライヤーに 10本のメロディー弦
と６本の低音・和音弦があり、メロディー弦は、楽器の
中央で低音・和音弦の上方にくるように張られています。
それにより楽器の上部ではメロディーを、下部では和音

（コード）を奏でることができます。
それぞれの弦は、4度の音域で調弦できるので、メロディー
弦・低音・和音弦ともに、いろいろな調のコード、音階に
調音することができます。
即興演奏、伴奏、グループ演奏、8〜 9歳以上の子ども
の音楽教育、音楽療法などさまざまな場面に適したライ
ヤーです。
材質　メイプル・マホガニー　ケース付き

①ソロライヤー 39 弦
[MC55130000]　430,000円　
67× 50cm　(c〜 d"')
上級者・ソロ演奏者向けに作られた、力強く多様な
音色を奏でられるライヤーです。3オクターブ以上の
音域があります。大きいライヤーですが、抱えやすく
演奏しやすいよう均整のとれた形に作られています。
音がはっきりとよく響くので、ソロ演奏や、他楽器と
のアンサンブル演奏に適しています。
材質　メイプル・マホガニー

①

②
③

④

②大型ソプラノライヤー 35 弦
[MC55126000]　370,000円　
60× 43cm　(e〜 d"')
このライヤーは 35弦でソプラノライヤー
と同じ音域ですが、より音質を追及し、
一回り大きいサイズで構造により工夫を
凝らして作られています。歌うような音色、
透明で力強い調和のとれた音質です。
材質　多種

③ソプラノライヤー 35 弦
（上製）

[MC55124000]　250,000円　
55× 38cm　(e〜 d"')

④小型ソプラノライヤー 27 弦（上製）
[MC55123000]　181,000円　
45× 32cm　(g〜 a")

③ソプラノライヤー 35 弦
（マット）

[MC55124100]　240,000円　
55× 38cm　(e〜 d"')
35弦のクロマティック音階のライ
ヤー。幅広い曲の演奏が可能で
す。光のように明るく澄んだ音質
で軽やかな響きを持っています。
上製は塗りを重ねることで、より
美しい仕上げになっています。

④小型ソプラノライヤー 27 弦（マット）
[MC55123100]　167,000円　
45× 32cm　(g〜 a")
クロマティック音階で共鳴箱のあるライヤーでは
最も小さいサイズのライヤーです。ハーモニー・
メロディー・リズムを理解できるようになった９
歳以上の子どもからに適しています。
演奏する人の身体サイズによっては、大人の方
も使用可能です。サイズが小さく軽いため演奏
しやすい楽器です。
材質　本体はカエデ、共鳴箱トップはカラマツ

キンダーライヤー 12 弦
[MC55121100]　85,000円　44× 27cm　(c'〜 g")
キンダーライヤーは、キンダーハープと同じように、
一枚板で作られています。ダイヤトニック音階ですが、
ペンタトニック音階にも調音できます。また、長調や
短調などに調音できるので、簡単なメロディーからほ
とんどのわらべ唄を、このライヤーで弾くことができま
す。
キンダーライヤーは６〜 9歳からの子どもに適します。
音質、弾き方の初歩を体験し、もっと大きなクロマ
ティックライアーに移る橋渡しとしても適しています。
ダイアトニック調音：c’ d’ e’ f ’ g’ a’ b’ c’’ d’’ e’’ f ’’ g’’
ペンタトニック調音：d’ d’ e’ g’ g’ a’ b’ b’ d’’ e’’ e’’ g’’
材質　トネリコ、カエデ　ケース付き

キンダーハープ 7 弦
[MC55120100]　65,000円　46.5× 23cm　(d'〜 e")
コロイのキンダーハープは、ペンタトニック音階に調音さ
れた楽器です。一枚板で作られ、音が軽やかに流れるよ
うに共鳴板に工夫がされています。幼い子どもが初めて
出会う弦楽器の音、五度の調和した音程に心が和ぎます。
やわらかで開放的な音は、子どもが自然に耳を傾け、自
由に曲を作ってみたいという気持を刺激します。
4〜 5歳の子どもたちが触れる最初の弦楽器として適して
います。子どもが小さい頃はおかあさんが奏でてあげま
しょう。
音楽療法や高齢者の方の音遊びにも適しています。
材質　トネリコ、カエデ、ニレ　ケース付き

おもちゃ箱はコロイライヤーなどコロイ楽器の正規輸入代理店です。コロイと協力してよりよい音
の楽器を目指して研究を重ねています。日本の湿気の多い気候に対応した楽器や音質について研究
した結果、コロイライヤーには日本向けの工夫が施されています。おもちゃ箱は日本における理想
的な音の楽器を常にコロイと共同研究しています。

マイリトルライヤー
[AULBP]　33,000円　29× 19× 3cm

（d’・e’・g’・a’・h’・d’’・e’’）
小さな子どもに持ちやすい小型のライヤー
です。大変かわいい音が特長です。
材質　ハードメイプル

アウリスライヤー　ペンタトニック
[AULNP] 43,000円　38× 15.5× 3cm

（d’・e’・g’・a’・h’・d’’・e’’）
弦を弾くとともに、共鳴板の後ろをた
たいて音色の違いを楽しむことができ
ます。そのため共鳴板には Y字の切込
みがあります。
材質　ハードメイプル

アウリスライヤー　キンダーハープ
[AULOP]　34,000円　38× 19× 3cm

（d’・e’・g’・a’・h’・d’’・e’’）
本体に、開放部分を大きく設け、音は
すっきりとした感じを与えます。
材質　ハードメイプル

アウリスライヤー　ダイヤトニック
[AULDD]　54,000円　43× 26× 3cm

（a-e’’）
a 〜eまでの長音階は、5音階へ調弦する
ことも、また他の音階に変更して多くの
曲を演奏することも可能です。共鳴板の
後ろの部分は、打楽器のように楽しむこ
ともできます。
材質　ハードメイプル

ライヤー
ライヤーはドイツ語で竪琴のこと。
ギリシャ神話時代のアポロンの竪琴に原型がありますが、昔からのものではなく80年ほど前に作られた新しい楽器です。
ライヤーは心に響く心地よい音の楽器です。そして静けさを聴くこともできる楽器でもあります。
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コロイグロッケンシュピール・ペンタトニック
[MC55160000]　39,000円　25× 19× 18cm　d''-d'''

コロイグロッケンシュピール・ダイヤトニック
[MC55160100]　60,000円　35× 21× 20cm　c''-a''''
このグロッケンは取り外し可能な銅の音板と、わずかにカーブした共鳴台座からでき
ています。この形態が自由で自然な演奏を促します。
軽く、温かみのあるベルのような音色で、余韻が比較的短いためメロディの演奏に
はとても適しています。

シロホンブロック　単音
[MC55163100]　6,900円　c'-c"'

ウッドゥンドラム　小
[MC55167000]　17,000円　φ 18cm

シロホンブロック　ペンタトニックセット
[MC55163600]　57,000円　42× 20× 18cm　d'-e"　

ウッドゥンドラム　中
[MC55167100]　27,500円　φ 22cm

シロホンブロック　ダイヤトニックセット
[MC55163700]　64,000円　42× 20× 18cm　c'-c"

ウッドゥンドラム　大
[MC55167200]　38,000円　φ 30cm

シロホンブロックは温かみのある明るい透明感のある音色を出すシンプルな打楽器
です。スタンドに差し込み、セット全体を一つの打楽器として楽しんだり、手に持っ
てブロックのいろいろな部分を打棒でたたいて、音質の違いを楽しみます。扱いが
簡単で響き渡る音色なので、子どもたちの簡単な演奏や音楽療法に向いています。

コロイの木製ドラムはリズミカルな楽器で、特別な内部構造と
形状により、歌うような、その木独特の音色を奏でます。5つ
の側面と六角あるいは五角の 2面は少しずつ違う音がします。
2面部位は内部の構造に工夫がありその面の場所によって音に
違いがあります。3種類のウッドゥンドラムを一緒に演奏すると、
多様な響きが生まれます。材質　トネリコ、カエデ

ペンタトニックフルート
[MC55102000]　13,000円　φ 2.2× 26.5cm
5歳頃からの子どもに適したたて笛です。5音階の音（7
音）からなり、温かで光を感じる音質は、一般的なリコー
ダーより人の声に近い音を目指しています。吹き口を少
し深めにくわえて、ろうそくの炎を軽く消すようなやさし
い吹き方が演奏の特徴です。材質　梨

クインタ・ペンタトニックフルート
[MC55102500]　13,000円　φ 2.2× 26.5cm
トーンブロック（吹き口の下にある突起）のない新しく
開発されたペンタトニックフルートです。軽く吹くだけで
明瞭な音がでます。トーンブロック付きのフルートに比
べるとはっきりとした音色がします。材質　梨（写真掲
載①）

C- フルートドイツフィンガー
[MC55103000]　13,000円　φ 2.2× 30cm
学校で使用される標準的なリコーダーの音域、指使いで
す。材質　かえで（写真掲載②）

C- フルートコロイフィンガー
[MC55103100]　13,000円　φ 2.2× 30cm
コロイ独自の指穴が一つ多い形態です。学校で使用され
る標準的なリコーダーの音域です。呼吸をするように吹く
と、流れるように穏やかで、歯切れのよい音色の演奏が
できます。材質　かえで（写真掲載③）オクタ・C- フルートドイツフィンガー

[MC55108000]　13,000円　φ 2.2× 30cm
トーンブロック（吹き口の下にある突起）のない新しく開
発された Cフルートドイツフィンガーです。材質　かえで

オクタ・C- フルートコロイフィンガー
[MC55108100]　13,000円　φ 2.2× 30cm　
材質　かえで

クラングシュピール
[MC55150001〜 0020]  トーンバーブラス 2,700円 c"-g"'
[MC55151001〜 1020]  トーンバーアルミ 2,700円 c'-g''
[MC55152001〜 2020]  トーンバー高音木板 2,700円 c"-g"'
[MC55153001〜 3020]  トーンバー低音木板 2,700円 c"-g"

ハンドリッソネーター
サイズ 1　[MC55156100] 　250ｍｍ　3,400円
サイズ 2　[MC55156200] 　210ｍｍ　3,400円
サイズ 3　[MC55156300] 　179ｍｍ　3,400円
サイズ 4　[MC55156400] 　155ｍｍ　3,400円

ペンタアングル　セット
小　[MC55173101]　  7,400円　一辺   8cm
大　[MC55173301]　13,000円　一辺 12cm

コロイのトライアングルとペンタアングルはブロンズで作られたハンドメイドの製品です。ハンマーで素材を
打ち込むことで、温かみのある華やかな音色を奏で、美しい余韻を残すことができます。トライアングルは
とてもシンプルな楽器ですが、いろいろな音色を出す可能性を秘めています。ベルのような音色や、温か
みのある音色、クリアで響きのある音色など演奏の仕方によって変わります。ペンタアングルはトライアング
ルよりも軽く、高い音色です。

チューブラベル単音
[MC5516 - - - - ]　6,900円　c"-c""

チューブラベル用打棒
[MC55169000]　3,000円
ホルダーを手に持ち、打棒で本体を打ち全体をスイングさせてください。音の響
きが空間に広がります。響きを聴くことで静けさの体験ができます。小さな子ども
から音楽治療まで幅広く楽しめます。（写真のセットは参考商品です）

トライアングル　セット
小　[MC55172101]　  7,000円　一辺 13.5cm
大　[MC55172301]　13,000円　一辺 20cm

打棒
[MC55158000]　フェルト 2,400円 φ 3× 31.5cm
[MC55158100]　ソフトラバー 2,400円 φ 3× 31.5cm
[MC55158300]　ハードラバー 2,400円 φ 3× 31.5cm
[MC55158400]　皮 2,400円 φ 3× 31.5cm
[MC55158500]　木 2,400円 φ 3× 31.5cm

インターバルフルート
[MC55101100] レーソ　6,600円　φ 2.3× 26.7cm
[MC55101200] レーラ　6,600円　φ 2.3× 26.7cm
[MC55101300] ミーラ　6,600円　φ 2.3× 23.5cm
インターバルフルートは 3〜 4歳以上の小さい子どもの初
めての楽器に向いています。このフルートは一つの穴し
かありません。穴を押さえたときの音、押さえないときの
音の 2音が出せます。レとソ、レとラ、ミとシの 3種類の
フルートがあります。３本でレミソラシのペンタ音を吹く
ことができます。子どもたちが３人以上で吹くと、その楽
しさが広がります。材質　梨

Ａフルート　初級用
[MC55104000]　16,000円　φ 2.2× 36cm
Cフルートドイツフィンガーより音域が 3度低く、少し大型
になります。指穴が 2つあるという特徴的な作りは、半音
が自然な指使いで簡単に出すことができます。吹き口の
形状が他のコロイフルートとは異なります。材質　かえで

フルートオイル
[MC55117500] 20cc 1,300円
[MC55117600] 100cc 3,300円

①

②
③

フルート・打楽器
コロイのフルートは、まるで呼吸をするかのように自然に吹くことができるようにと開発されました。ほのかな木の香り、
唇にふれるやわらかな感触が気持ちよく、音色はあたたかく響きます。生きた素材でできているので、使い込むほどに音が
なじみ、楽器が育っていくことを実感できます。

受注発注

受注発注

受注発注 受注発注

受注発注

受注発注
受注発注

セット大は受注発注 セット大は受注発注
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アウリストロムメール  ウェーブ
[AURTV]　3,500円　φ 11cm　L14cm
右回りでも左回りでも同じ音階のなめらかな音色が連なり
ます。底の方を回して出す音と音板の上方あたりに打棒
を回して出す音に変化があって楽しめます。

ジョイ
[MN2007]　2,700円
クリスマス曲をビリング氏がライヤーのために編曲しまし
た。ライヤー以外にベルなども使って演奏され、クリスマ
ス気分を盛り上げてくれる１枚です。

カッパーベル
[CA27120]　2,800円　5.8㎝
キャンプヒル共同体で丹精を込めて作られた銅製のベル
です。美しい曲線と打ち出しの技術を感じてください。優
しい音色に心を傾けてはいかがでしょうか？

ペールブルーロック
[MN2011]　2,700円
ロックや民族音楽をライヤー曲に編曲した新しい試みの
作品。コンサートライヤーの魅力がたっぷり味わえる１枚
です。

ポケットフルート   ペンタトニック
[MW214]　5,000円　φ 2.4× 9.5cm

マラカス
[NKOW120MR]　700円　L12.5cm

ポケットフルート   ダイヤトニック
[MW215]　5,000円　φ 2.4× 9.5cm
皮ひもが付いているので首にかけることができます。ハイ
キングやお散歩に持っていきましょう。子どもが初めて持
つ笛におすすめです。

ジェンティレス
[MN2013]　2,700円
リコーダー奏者エルサ・フォン・ボーデッカーとの共演。
ライヤーとリコーダーの魅力が引き出された特別な１枚
です。

シェイカー
[NKOW90EM]　550円　L5.5cm
小さな子どもに握りやすいサイズです。振ると球の中のス
チールの粒が木部にあたり、シャカシャカといい音がしま
す。色はおまかせください。

花のこども
[KP9784901628310]　1,600円　B5判横
ペンタトニック音階のみの楽譜が約４０曲収録されてい
る楽譜集。幼児期〜低学年の子ども達向けです。音楽治
療士であり教育家でもある竹田喜代子さんが編集してい
ます。

アウリストロムメール　ミュージックボックス
[AURTS]　3,500円　φ 11cm　L14cm
規則性の無い音の配列は、軽快な音の運び、気分を楽し
くします。外側をたたいて音を出すこともできます。

トゥーロホ・オカロラン
[MN2010]　2,700円
１７世紀、アイルランドのハープ奏者、作曲家であった
トゥーロホ・オカロラン（1670-1738）の名曲集。

ひばり笛
[MW100]　1,700円　5.7× 3.5× 3.5cm
手のひらにすっぽり入ってしまうほどのサイズです。ふた
つの指穴を押さえたり、離したりすると、小鳥がおしゃべ
りをしているような音が出せます。陶製です。

7 弦 12 弦のための簡単な曲
[MN01]　1,000円　A4
アイルランド、スコットランドの伝統曲や子どもの童謡か
らの選曲集。ライヤー単独で演奏するものだけではなく、
一部の曲にはグロッケンやギターのパートもあり、合奏が
可能です。初心者でも音楽が楽しめる楽譜。

アウリストロムメール　クラシック
[AURTK]　3,500円　φ 11cm　L14cm
内側を打棒でくるくると回します。右回り・左回りで音の
印象が違います。くり返しが楽しい楽器です。

ストリーム
[MN2006]　2,700円
自然界からインスピレーションを得て作られたオリジナル
の曲を収録。ビリング氏のコンサートの最後に必ず演奏
される「Love　Song　Without　words」も収録されてい
ます。

オカリナ
[MW103]　4,200円　9.5× 7cm
ふっくらとした形はオカリナとしてはめずらしいものです。
息をゆっくり出しながら素朴でおおらかな音を楽しみま
しょう。陶製です。（長音階 7音）

セレンディピティ
[MN2012]　2,700円
ライヤーのために作曲された珠玉のプレリュード集や、ビ
リング氏独特の作曲手法により創られた小品集など、ラ
イヤーの魅力がたっぷり味わえる１枚です。

カスタネット
[NKOW98EC]　1,100円　φ 5.5cm
黒檀の端材を使用しています。しっかりとした鮮明な音で
す。 キンダーハープとカンテレ

[KP9784901628327]　1,800円　B5判
ペンタトニックライヤーとして代表的なコロイ社キンダー
ハープ、ゲルトナー社カンテーレについて細かに説明して
いる教則本です。はじめてライヤーを弾かれる方におす
すめです。

ライヤー CD

楽譜

イングランド生まれのライヤー奏者、ジョン・ビリングのライヤーCDです。
1967年よりギターを習い始め、アントロポゾフィーに基づく音楽治療を学び、イギリス、オー
ストラリアでシュタイナー学校の音楽教師を務めました。1984 年からプロのライヤー演奏家
として世界中でツアーを開催。キャンプヒル共同体にて音楽セラピーを採り入れた指導やケル
ティック・ライヤー・オーケストラを指導。オイリュトミーの演出、作曲も行い、2011 年、宮
城の被災地に赴きコンサート活動を行いました。


