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メルヘンラトルのちいさな澄んだ響きはあかちゃんにふさわしい音です。大人にとっても気分を和らげてくれます。ちいさな音を、耳を澄まして聴くということは子どもの成長に大切なこ
とです。その成長を助けてくれるメルヘンラトルです。シリウスは、球が１つ、オリオンは球が 2つ付いています。どちらもあかちゃん誕生の贈り物として、どなたにも喜ばれます。

メルヘンラトルのちいさな澄んだ響きはあかちゃんにふさわしい音です。大人にとっても気分を
和らげてくれます。ちいさな音を、耳を澄まして聴くということは子どもの成長に大切なことです。
その成長を助けてくれるメルヘンラトルです。シリウスは、球が１つ、オリオンは球が二つ付い
ています。どちらもあかちゃん誕生の贈り物として、どなたにも喜ばれます。

手のひらでころころ転がすと、小さなきれいな音が響きます。お話の始まりに響かせると、静か
な空間が生まれます。また大きな布を子どもたちが持ち、その中にメルヘンクーゲルを転がすと、
あちこち転がりながら、きれいな音を響かせます。子どもたちは遊びの中で小さな音に耳を傾け
る体験ができます。

天体の名前がついた、美しいウインドチャイムが、神秘的な宇宙の音を奏でます。太いパイプは厳かに、
細いパイプは軽やに日々の暮らしに共鳴し、私たちに癒しをもたらしてくれます。
窓辺や軒先に吊り下げて風が奏でる音をお楽しみください。

揺らすと小さな澄んだ音を奏でるペンダントトップです。
お好みの鎖やひもに通し、長さを調節してご愛用ください。

メルヘンラトル・シリウス
[PL7010]　7,000円　φ 3.5cm　L8.5cm

メルヘンラトル・オリオン
[PL7020]　12,000円　φ 3.5cm　L12.5cm

[DE1371S]　ルナ
[DE1351S]　ソル
[DE1341S]　マース
[DE1361S]　サターン
[DE1331S]　テラ
[DE1321S]　ヴィーナス
[DE1313S]　マーキュリー

（長さは上部木部から下の輪までを表示しています）

ウインドチャイム・クリスタル

31,500円
26,500円
23,500円
22,000円
16,500円
10,000円
  8,500円　

φ 22× L120㎝
φ 20× L110㎝
φ 18× L100㎝
φ 15× L100㎝
φ 14× L85㎝
φ 8× L40㎝
φ 8× L40㎝

gis h cis dis fis gis
cis e fis gis h cis
d f g a c d
d f g b c d f
b c d f g
e g a c
g b c d

メルヘンペンダント　
スターリングシルバー 925
[PL25508]　8,000円　φ 25ｍｍ
[PL25507]　6,500円　φ 20ｍｍ
[PL25506]　5,000円　φ 16ｍｍ

メルヘンペンダント　
ハート（シルバー）
[PL25533]　4,000円　
W2.8×Ｈ 3× 1.7ｃｍ

メルヘンクーゲル・クラシックタイプ　シルバー
[PL25550]　9,000円　φ 50ｍｍ
[PL25540]　7,000円　φ 40ｍｍ
[PL25530]　5,000円　φ 30ｍｍ
[PL25520]　3,700円　φ 20ｍｍ

メルヘンペンダント用紐
[PL25692] ベージュ 200円 1m
[PL25691] こげ茶 200円 1m
[PL25693] グレー 200円 1m
[PL25690] 黒 200円 1m

風が起こす響きは、はるか彼方の星々のイメージ。
惑星は太陽の周りに軌道を描いています。太陽、地球、月、惑
星の動きの周期は、何百万年もの昔から全ての物質に振動を形
成しています。惑星の音は、人間の遺伝子の中に刻まれており、
身体と精神の中に一定の感情をもたらします。惑星のそれぞれ
の音が、呼応した感情と特性に働きかけます。そのため、これ
らの音により、人は癒されるのです。
惑星の振動を耳に聴こえる音として現したウインドチャイムは、
風とともに響きます。

風が伝える響き

メルヘンクーゲル
古代ケルト民族の頃の発生といわれます。現代の感覚に生きている数少ない神秘音のひとつといえます。ストレスを癒し、
おだやかな気持ちにさせてくれます。眠る前のひとときや子どもたちに絵本を読んであげるときに音を聞かせると耳を傾け
ます。ちいさな音を、耳を澄まして聴くということは子どもの成長には大切なことです。またかすかに聴こえる音がアクセ
サリーとしても素敵です。生活のさまざまなシーンで、メルヘンクーゲルの奏でる音をお楽しみください。
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風があそぶ 光があそぶ

クリスタルモビール　ソロ
[DE7021S] 　3,900円　φ 11cm　クリスタル φ 3cm
丸い形が窓辺で朝日を届けます。クリスタルの輝きが、
一日の始まりの空気をクリアに、明るくしてくれます。

クリスタルモビール　デュオ
[DE7060S]　6,400円　大きい輪φ 8.5㎝　
クリスタルφ 2cm、1.5cm
大小のクリスタルが入った木製のモビール。

クリスタルモビール　ソロ　大
[DE7031S]　6,300円　φ 15.5cm　 クリスタル φ 4cm
スワロフスキー社のφ 4cmのクリスタルはカットが大きく、
壁や床に美しいスペクトルを描きます。

クリスタルモビール　ト音記号
[SGA50282]　4,600円　17× 6.5cm　クリスタルφ 2cm
風のメロディーが聞こえてきそうな優雅な形のモビールで
す。音楽が好きな方へのギフトにも。

クリスタルモビール　ハート
[SGA50311]　4,000円　12.5× 12cm クリスタルφ 2cm
ゆったりとしたハートのフォルムがお部屋にやさしさを添
えます。

クリスタルモビール　月
[SGA50196] 　3,800円　 8.5× 7.5× 1cm　 クリスタル 2.5cm
三日月に星が輝く身近なモチーフは、どんな空間にもな
じみ、つるした場所を彩ります。

クリスタルモビール　ともし火
[SGA50162]　3,500円 
18.5× 4× 1cm　クリスタルφ 2cm

クリスタルモビール　シャクティ
[SGA50250]　3,500円 
16× 5× 1cm　クリスタル 3.5× 2cm

クリスタルモビール　アイリス
[SGA50122]　3,900円　
11× 6× 1cm 　クリスタルφ 2cm

クリスタルモビール　スパイラル　小  
[FB9566]　1,800円　20㎝　クリスタルφ 2cm

薄いベニヤのらせんがくるくると回り、お部屋に虹を描きます。小さな空間もすてきに演出します。

クリスタルモビール　スパイラル　大  
[FB9568 ]　2,100円　30㎝　クリスタルφ 2cm

クリスタルモビール　スパイラル　トリプル  
[FB9567]　2,800円　20㎝　クリスタルφ 2cm

クリスタルモビールミニ
[SGA50380]　2,600円 
4.2× 4.5× 1cm　クリスタルφ 2cm

クリスタルモビールミニ　ハート　小
[SGA50315]　3,200円　8.5  x 7 x 1.5 cm　
クリスタルφ 1.5cm 
ゆったりとしたハートのフォルムがお部屋に
やさしさを添えるミニサイズのモビールで
す。

クリスタルモビールミニ　はと
[SGA50323]　3,200円　7 x 8.5 x 1.5 cm
クリスタルφ 1.5cm
平和のシンボルをモチーフにしたミニサイ
ズのモビール。

クリスタルモビールミニ　天使
[SGA50318]　3,200円　8.5  x 7 x 1.5 cm
クリスタルφ 1.5cm
いつも見守ってくれる天使をモチーフにし
たミニモビール。ベビーベッドの上にもどう
ぞ。

- インテリア -Interior

クリスタルモビール
クリスタルと木を組み合わせたモビールは、風と光を受けてきらきらと輝きます。
窓辺に飾ると虹色のスペクトルが部屋に広がります。大人の方へのギフトにもおすすめです。

優しい曲線が洗練された雰囲気です。木の美しさが感じられる大人のモビール。
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モビール　鳥
[OS5520065]　3,200円 
H30cm W45.5cm 翼 23cm
下のひも引っぱると翼がゆっくりとはばたきます。 

キーリングハート
[FB9106]　500円　4× 4cm
ころんとまあるいハートがしっくりと手になじむかわ
いいキーホルダー。

モビール　海の中
[OS5520050] 　4,700円 
H45cm イルカ 26cm

プリズム　小
[WK730]　2,000円　2× 5.5× 1.7cm
プリズムを通して太陽の光を映し出してみましょう。窓際にプリズムを置いてみると、
窓と向かい合った壁に虹色のスペクトルが映ります。朝の虹、昼の虹、夕日の虹とい
うように太陽の動き伴って虹は変化し、お部屋の中を移動します。アクリル製。

プリズム　大
[WK732]　4,000円　2.8× 11× 2.9cm

モビール　星の銀貨
[OS5520056]　4,300円 
H43cm W26cm　女の子 16cm

モビール　天使
[OS5520073]　5,700円 
H29cm W19cm　月の長さ 24.5cm

ころころかめさん（白木）　小
[FB4081]　1,300円　ボールφ 4cm

ころころかめさん（白木）　大
[FB4082]　2,000円　ボールφ 6cm

ころころかめさん（レインボー）　
[FB4081-4]　2,500円　ボールφ 4cm

ころころアニマル　トナカイ
[FB2102-1]　1,200円　ボールφ 3cm

ころころアニマル　ネズミ
[FB2108-1]　1,200円　ボールφ 3cm

ころころアニマル　キリン
[FB2114-1]　1,200円　ボールφ 3cm

ころころアニマル　ヒツジ
[FB2117-1]　1,200円　ボールφ 3cm

ころころアニマル　ゾウ
[FB2111-1]　1,200円　ボールφ 3cm

ころころアニマル　ネコ
[FB2105-1]　1,200円　ボールφ 3cm

モビールなど ころころシリーズ
風にのってゆらゆら、ゆったりとした自然な動きがまだ動けない赤ちゃんに
とっては一番のおもちゃ。キンダークラムのモビールは、水彩塗料の自然であ
たたかな色合いが特徴です。
材質：カバ材　アクリルカラー（水性）

前やうしろに進むと、上に乗ったボールがころころまわるかわいい動物たち。木の感触が気持ち良く、表情もやさしい。
ボールは取り外せるので、身近なもので置き換えて遊んでも楽しい。
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