
認証・マーク

CEマーク
EU加盟国の基準を満たす商品につけられるマークです。おも
ちゃに関する安全基準（EN７１）では、形状や誤飲・耐火性・塗料
などの厳しい検査が行われ、それらをクリアした商品にのみCE
マークが認定されます。

森林認証マーク
社会的・経済的・環境的に、持続可能な管理がなされている森
林から伐採された木材を使用しています。

AP無害米国用マーク
アメリカ芸術工芸製品研究所（芸術･創造的材料協会）から与え
られるマークです。毒物学者によって限界値を審査され、完全
無害を保証するものです。

ビオランド認証
ビオランドはドイツ最大の有機農業協会です。ビオランド規定
の有機栽培を実施している生産者の商品に関してビオランド認
証が与えられます。

シュピールグートマーク
ドイツ優良玩具審議会推薦のマークです。教育者、デザイナー、
心理学者、医師が中心となり、おもちゃが子どもの健康と環境
に及ぼす影響を試験し、合格したものにこのマークが与えられ
ます。

グッドトイ
おもちゃ文化や遊びの文化発展を目指し設立された「NPO法
人 日本グッド・トイ委員会」のちの「芸術と遊び創造協会」では
1985年より、おもちゃ選びがより楽しく豊かなものになるよう
支援するため、一定基準を満たした良いおもちゃを「グッド・ト
イ」として認定しています。

キッズデザイン賞
「子どもが安全に暮らす」「子どもが感性や創造性豊かに育つ」
「子どもを産み育てやすい社会をつくる」ための製品・空間・
サービスで優れたものを選び、広く社会へ伝えることを目的と
しています。

レッドドットデザイン賞
デザインの機能性、人間工学、エコロジーなど9つの基準から
審査されるドイツのデザイン賞

OMOCHABAKO 
玩具総合カタログ

・本カタログの価格は全て税抜表示となっています。
・ 製造メーカーの都合でデザインや仕様が変更されたり生産が中止されることがあります。
・品切れの場合、輸入品は再入荷まで時間がかかる場合があります。
・諸事情により価格を改定する場合があります。
・印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
・無断転載を禁じます。
・掲載されている製品についてご不明な点は下記までお問合せください。

株式会社おもちゃ箱
〒145-0076 東京都大田区田園調布南26－12
お客様相談室 03-3759-3479
www.omochabako.co.jp

本体：200円
OM2018／２０１8／０５
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取り扱いブランド一覧

省略表記 ブランド名 国 掲載カテゴリ

AG アンゲラー オーストリア Ｈandcraft
AO アウロ ドイツ for Kids
AU アウリス スウェーデン for Music
CA キャンプヒル共同体 イギリス for Kids
DB ドライブラッター ドイツ for Kids
DC デブレスカ スウェーデン for Kids

DE デコア ドイツ for Kids 
Interior

FF フランク＆フィッシャー デンマーク for Baby
FO フォリア ドイツ Ｈand Craft

GK ケーファー ドイツ for Baby 
for Kids

KF ケルツェンファーム ドイツ Ｃhristmas
KK キンダークラム ドイツ Ｈand Craft
ＫＰ キプリ出版 日本 for Music
KY 久華産業 日本 Ｐainting tool
LY リラ ドイツ Ｐainting tool
MC コロイ（品番551〜） スイス for Music

MC マキュリアス オランダ
Ｐainting tool 
Ｈandcraft 
Ｃhristmas

省略表記 ブランド名 国 掲載カテゴリ
MI ミラニウッド イタリア for Kids
NK 中埜楽器 日本 for Music
NV ノルベルト ドイツ for Kids

MS 
OM 
YK

おもちゃ箱 日本
for Kids 
Ｐainting tool 
Ｈandcraft 
for Music

PA ポール ドイツ Ｈandcraft
RU ルブナー ドイツ for Music
SG センガー ドイツ for Baby

SH グリム ドイツ for Baby 
for Kids

ST シュトックマー ドイツ Ｐainting tool 
Ｃhristmas

TT トムテクト モナコ for Kids

WF ヴァルトファブリック ドイツ Interior 
Ｃhristmas

WM ボレ ドイツ Ｈandcraft
YG 矢口や 日本 for Kids

子どもたちが健やかに育つ未来のために、 
私たちが取り組んできたこと、考えてきたこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは30年前に、自由の教育と呼ばれるシュタイナー教育と出会いました。
そこには、どんなふうに子供時代を過ごしたら、
子どもたちの「からだ」と「こころ」がすこやかにのびのびと育つのか、
そのヒントがたくさんつまっていました。
いいことは他の人にも教えたい、たくさんの人に伝えたいと、
東京でありながら、自然にあふれた多摩川にほど近い幼稚園で、
子どもたちとそのヒントを分かちあってきました。
そこで毎日たくさんの子どもたちとすごしながら、
子どもたちが使うみつろうクレヨン、木のおもちゃ、楽器などの輸入を始めました。
こうして私たちの会社、おもちゃ箱は始まりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
元気いっぱいに体を動かし、できることがふえてゆく。
失敗や成功をくりかえす中で様々な感情が芽生え、
人とはちがう自分という存在を知り、認める。
子どもたちの成長に必要なことはほとんど全て「遊び」の中で培われます。
朝目覚めてから、眠りにつくまで存分に遊ぶ中で、
子どもはたくましく成長してゆくのです。
あなたのそばの子どもたちとたくさん遊んでください。
今日の子どもたちの幸せな時間は未来に続いてゆきます。
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DB4030

GK20080

センガー（ドイツ）

SG5055   ぬいぐるみスリーピー ひつじ　10,000円 
◎素材：絹綿ビロード／中身：羊毛　◎高さ32×幅25cm

SG5065   ぬいぐるみスリーピー しろくま　10,000円 
◎素材：絹綿ビロード／中身：羊毛　◎高さ35×幅28cm

SG5075W   ぬいぐるみスリーピー うさぎ　10,000円 
◎素材：絹綿ビロード／中身：羊毛　◎高さ27×幅31cm

SG1011   オルゴール こぶた　10,000円 
◎素材：オーガニックコットン／中身：羊毛 
◎曲：ブラームスの子守唄　◎高さ24.5×幅18cm

SG1012   オルゴール こひつじ　10,000円 
◎素材：オーガニックコットン、ラムウール／中身：羊毛　 
◎曲：ブラームスの子守唄　◎高さ25×幅17.5cm

SG30006   ぬいぐるみ うさぎ 茶　10,000円 
◎素材：オーガニックコットン／中身：羊毛　◎高さ40cm（耳を含む）

SG30007   ぬいぐるみ うさぎ 白　10,000円 
◎素材：オーガニックコットン／中身：羊毛　◎高さ40cm（耳を含む）

フランク＆フィッシャー（デンマーク）

フランク＆フィッシャーは、デザイナーのアンヌマリー・フラン
クとエコノミストのシャーロット・フィッシャーによって、2005
年、デンマークのコペンハーゲンに誕生しました。「こどものた
めのデザイン―心をこめたものづくり」をコンセプトに、オー
ガニックコットンを使ったベビー＆キッズのためのアイテムを
つくりだしています。フランク＆フィッシャーの個性的なアイテ
ムは、アンヌマリーがデザインしています。ファッションデザイ
ナーとしてキャリアを積んだアンヌマリーは、おもちゃのデザイ
ンと出会い、シャーロットと共にフランク＆フィッシャーを立ち
上げました。お絵かきや工作を楽しんだ子ども時代の経験と母
親ならではの視点から生まれる子どものための商品は、やさし
さと楽しさ、そして落ち着いた雰囲気をあわせ持っています。 
◎１００％オーガニックコットン

SG1011

「ぬいぐるみスリーピー」は取り外しのできるチェ
リーストーン（さくらんぼの種）がおなかに入ったぬ
いぐるみです。チェリーストーンはヨーロッパでは、
昔からマッサージパッドやあんかとして使われてき
ました。電子レンジや冷凍庫を利用して、あんかや
冷パッドとしてお使いいただけます。

オーガニックコットンを使った
ベビー＆キッズアイテム

SG30006 SG30007

GK20080   おしゃぶりクリップ てんとう虫　2,100円 
◎ケーファー（ドイツ）　◎素材：ブナ　◎長さ29cm

DB4030   木製ベビーカーチェーン　3,500円 
◎ドライブラッター（ドイツ）　 
◎素材：シラカバ、ブナなど（亜麻仁油仕上げ）　◎長さ95cm

ケーファー（ドイツ）

GK20059   リングラトル 小　1,100円　◎素材：ブナ　◎直径6cm
GK20060   リングラトル 大　1,300円　◎素材：ブナ　◎直径8cm
GK20065   クーゲルリング　1,300円　◎素材：ブナ　◎直径8cm
GK20075   ケージラトル　1,500円　◎素材：ブナ　◎高さ5×直径4.5cm

0歳〜

ドライブラッター（ドイツ）

DB4020   歯がため　ひかり　1,500円 
◎素材：ブナ（亜麻仁油仕上げ）　◎高さ11.5×幅5cm

DB4021AM   歯がため　はと　1,500円　 
◎素材：カエデ　◎高さ5.5×幅8.5cm

DB4021BM   歯がため　かたつむり　1,500円　 
◎素材：カエデ　◎高さ6.5×幅8.5cm

DB4021CM   歯がため　さかな　1,500円　 
◎素材：カエデ　◎高さ6×幅9cm

0歳〜

SG5055 SG5065

SG5075W

GK20059 GK20060 GK20065 GK20075

DB4020 DB4021AM

DB4021BM DB4021CM

ひもの部分におもちゃをつけたり、 
クリップにタオルをはさんだり。 
お出かけのおともにも。

SG1012

カラフルな木球がゴムで 
つながっています。 
動きを楽しめます。

柔らかいコットンに
包まれたボール。 
転がすとカラカラ 
音が鳴ります。

グリム（ドイツ）

SH08121   ビーズグラスパー　2,500円  ◎素材：カエデ　◎直径11cm　ボール直径約3cm
SH22955   コットンボール　2,400円　◎素材：コットン　◎直径10cm

SH08121
SH22955

FF13011011  ドール　チェア　2,000円　◎素材：カバの合板　◎高さ19×幅12×奥行12cm
FF13011012  ドール　テーブル　2,000円　◎素材：カバの合板　◎直径17×高さ12cm
FF13011013  ドール　ベッド　4,000円　◎素材：カバの合板　◎長さ32×幅23cm
FF13012030   ドール　ピロー＆キルト　1,650円　◎キルト高さ27×幅27、ピロー長さ13cm

FF13011013

FF13011011

FF13011012

FF13012030

FF15013142  プルトイ　フォックス　5,000円　◎長さ23cm
FF15013141  プルトイ　タイガー　5,000円　 ◎長さ23cm
FF15013151  プルトイ　バードファミリー　8,000円　◎長さ27cm

FF15013142

FF15013141

FF15013151

0歳〜

FF15024003 FF15024004FF17018001 FF15024005

Frederik Jeppe Kaya Millie
いたずらなサルの「フレデリック」 ひとなつこいトラの「イエペ」 わがままなアライグマの「カヤ」 おませなキツネの「ミリー」

FF18014011 FF18014004

FF18014005

FF18014001  カドリートイ　白うさぎ　5,０00円　◎高さ32×幅15×奥行15cm
FF18014004  カドリートイ　黄りす　5,０00円　◎高さ25×幅15×奥行15cm
FF18014005  カドリートイ　グレーきつね　5,０00円　◎高さ25×幅15×奥行15cm

FF17018001 ソフトトイ　モンキー　5,800円　◎高さ32cm 
FF15024003 ソフトトイ　タイガー　5,800円　◎高さ32cm 
FF15024004 ソフトトイ　ラクーン　5,800円　◎高さ32cm 
FF15024005 ソフトトイ　フォックス　5,800円　◎高さ32cm

フランク＆フィッシャーの主役は個性的などうぶつたち。 
泣き虫、おてんば、甘えん坊…使う子どもたちにどこか似ている。 
子ども時代の大切なお友達になれそうです。
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CA21200   ボットン村のつみ木　8,000円 　◎素材：ハンノキ、ブナ 
◎28ピース木箱入り　◎高さ5.5×幅25×奥行21cm

CA21400   引き車　うさぎ　4,000円　 
◎素材：スズカケ、トネリネコ、オークなど 
◎高さ10×幅14×奥行7cm

CA21403   引き車　ポニー　4,000円 
◎素材：スズカケ、トネリコ、オークなど 
◎高さ18×幅14×奥行7cm

CA21550   ショベルカー　10,000円 
◎素材：カバ、ブナ、スズカケ　◎高さ9×幅14cm（アーム除く）

CA21551   ダンパートラック　10,000円 
◎素材：カバ、ブナ、スズカケ　◎高さ10.5×幅19.5×奥行9cm

CA21560   客車　4,500円 
◎素材：カバ、ブナ、スズカケ　◎高さ6.5×幅40×奥行5cm

CA21561   貨物列車　4,500円 
◎素材：カバ、ブナ、スズカケ　◎高さ6.5×幅40×奥行5cm

CA21603   魚釣り　７,000円 
◎素材：ブナ、オーク、ニレなど　◎魚:幅14cm（5匹）／竿1本

CA21801   メリーゴーランド　9,000円 
◎素材：ダグラスもみ、ブナなど　◎高さ33×直径15cm

ポニーが乗った 
ターンテーブルを回すと 
リボンが巻きつき、※ ひもの

※ ブロックの内容が写真と 
異なる場合があります。

CA21200

後輪の車軸をずらしてあるので、 
うさぎが上下に動きます。

CA21400CA21403

運転台は360度回り、 
アームの部分は上下に動きます。

CA21550

荷台が大きく動きます。

CA21551

蒸気機関車が3両の客車を引っ張ります。 
貨物列車とつなげることもできます。

CA21560

4連結の貨物列車。 
連結部分がはずせるので、順番を並べ替えることができます。

CA21561

CA21603

CA21801

ボットンビレッジ／キャンプヒル共同体（イギリス）

キャンプヒル共同体は、ハンディキャップを持つ人たちと健常者が
共に生活し、働く場として1940年に創設され、現在では20ヶ国以
上100ヶ所以上の地域に広がっています。おもちゃ箱で取り扱って
いる商品はイギリス中部の「ボットンビレッジ」から届けられていま
す。ここで行われる農業、手工芸、木工等の仕事の収益は村の経営
資金の一部となっています。「子どもたちの周りにはできるだけ良
質なおもちゃを置くことが大切である」という考えのもと、愛情をこ
めて一つひとつ手作りでおもちゃを作っています。

時間をかけて作られた 
表情ゆたかなおもちゃたち
ボットン村の丘でひとつずつ手で作られるおもちゃは、 
木のぬくもりにあふれ、それぞれちがう表情をしています。 
使いこむほど、そのひとつがいとおしくなる。 
唯一無二のストーリーを子どもたちに。

0歳〜

デブレスカ（スウェーデン）

デブレスカ社は「より良いおもちゃを子どもたちに」という共通の願
いを持つ3人の仲間が集まり、1987年スウェーデンにてスタートし
ました。現在、工房ではハンディキャップのある人たちと共にそれぞ
れ得意な分野を活かしながら一緒におもちゃの製作にあたり、生活
面においても共同体として共に暮らしています。北欧の車シリーズ
は、素朴ながら車の本質を形にしたシンプルなフォルムで、子ども
たちの空想力や創造性を育みます。また、手触りが良く見た目にも
美しい北欧の車は、一つひとつ丁寧に手作りされているので、頑丈
で壊れにくく、世代を超えて手渡せるおもちゃです。
◎本体：マツ　車輪：シラカバ　全体：亜麻仁油仕上げ

木と遊んだ記憶はいつまでも…
木という素材に対する愛情が、 
つくる人の手から、あそぶ人の手に伝わってゆきます。 
つみきであそんだ記憶は子どもたちのなかで種となり、 
やがて林や森を想うこころを育てます。

0歳〜

DC17   北欧のバス　5,500円 
◎高さ12×幅26×奥行11cm

DC22   北欧のレッカー車 小　３,０00円 
◎高さ1０×幅12×奥行7cm

DC2３   北欧の消防車 小　２,３00円 
◎高さ6×幅13×奥行6.5cm

DC11   北欧のトラック・大　5,500円　◎高さ10×幅28×奥行12.5cm
DC21   北欧のトラック・小　2,600円　◎高さ6.5×幅13×奥行7cm

DC14   北欧の郵便車 大　5,500円 
◎高さ13×幅25×奥行8.5cm

DC24   北欧の郵便車 小　2,600円 
◎高さ7×幅13×奥行6cm

DC15  北欧のリムジン　3,600円　◎高さ8.5×幅17×奥行8cm
DC25  北欧のクーペ　1,200円　◎高さ5×幅10×奥行6.5cm
DC28  北欧の乗用車　1,100円　◎高さ5×幅7.5×奥行4cm
DC29  北欧のオープンカー　1,600円　◎高さ6.5×幅10.5×奥行5cm

荷台を斜めにして 
積んだ荷物をおろします。

後ろのボックスのドアが 
開閉できます。

DC14

DC24

DC15 DC25

DC28 DC29

DC11

DC17

DC21

DC22

DC2３

DC18   北欧の汽車　13,000円　◎高さ12×幅60×奥行15cm



for Kids
積み木

DE5454   ツリーブロックス　11,000円  
◎デコア（ドイツ）  
◎素材：サクラ、リンゴ、オレンジなど（亜麻仁油仕上げ） 
◎2.5kg

遊びの幅が広がる積み木です。 
自然木をそのまま活かしているので、想像力を高めます。 
また、2、4、6、8、10cmと倍数の厚みになっているので、 
機能的に積み上げることができます。布袋入り。 
※自然木のため、多少のひびや亀裂がある場合があります。 
※袋の色が異なる場合があります。

0歳〜

5 6

SH10670   虹色トンネル 特大　12,000円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ18×幅38×奥行7cm

SH10700   虹色トンネル 大　4,700円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ9×幅17×奥行6.5cm

SH10760   虹色トンネル 小　2,600円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ5.5×幅10.5×奥行4cm

SH10673   虹色トンネル パステル 特大　12,000円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ18×幅38×奥行7cm

SH10581   虹色のこびとたち　5,800円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：ハンノキ、カエデ　◎1体：高さ6×直径3cm

SH10239    6色の木製ボール　2,600円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：カエデ　◎1個：直径4.5cm

SH10350   はめこ 青　4,000円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：ハンノキ　◎高さ8.5×直径11.3cm

SH10351   はめこ 赤　4,000円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：ハンノキ　◎高さ8.5×直径11.3cm

SH11000   円錐積み木 大　5,000円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ23.5×直径13cm

SH11010   円錐積み木 小　2,600円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ13×直径8cm

SH08503   レインボーカラーロール　5,400円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：シナノキ　◎高さ13.5×直径15cm

SH80050   虹色スパイラル　2,700円 
◎グリム（ドイツ）　◎素材：ブナ、ワイヤー　◎高さ52cm

グリム（ドイツ）

グリム社のおもちゃは、見た人がはっとするほど美しい色彩が特長
です。シンプルなデザインで、何度でも繰り返し楽しめます。「自然
との共存、子どもたちの感覚体験をより豊かに」を理念とし、子ども
たちが自分自身の創造力を働かせることができるよう、こだわって
製造されています。ヨーロッパの持続可能な森の木を使い、色、堅
さ、なめらかさなど、製品によってふさわしい個性の木で作られ、磨
きを全て手作業で行っているため、機械で仕上げるのとは違い、一
つひとつ異なった表情が楽しめます。

積み木にも、 
小物入れにも 
使えます。

鈴と木球が転がってコロコロか
わいい音がします。

わたしたちを惹きつけてやまない 
あかるい虹色のまほう
こころがぱあっとあかるくなる、それがグリムのまほう。 
色に惹きつけられ、木のやさしい手ざわりに惹きつけられ、 
シンプルな形にこめられた楽しみ方に惹きつけられます。

ドミノにしたり、横向きに並べて道路にしたり。 
きれいな色のグラデーションで色彩感覚を豊かに。

SH10670

SH10700

SH10760

SH10673

SH10581 SH10239

SH10350 SH10351

SH11000 SH11010

SH08503
まっすぐ縦に持って、 
逆さにすると 
カラフルなリングが 
回って落ちていきます。

SH80050

「虹色トンネル」や「はめこ」と組み合わせることでより楽しめます。

橋やトンネル、フェンスや小さなお家にも
見立てられる、多様性をもった積み木で
す。順番にはめていくだけでなく、上に重
ねて積んだり。部屋に置いておくだけで素敵
なインテリアに。

DB2030   お山のつみ木　3,200円  
◎ドライブラッター（ドイツ）　 
◎素材：ハンノキ、カエデ、ヤナギなど（亜麻仁油仕上げ）　◎1kg

セイヨウシナノキを丁寧にくりぬいた、はめこ式のおうちの積み木。 
17個のパーツが、椅子になったり、ベッドになったり、屋根になったり・・・ 
想像のままにいろいろなお部屋をつくって遊びましょう。

「お山のつみ木」は木の自然な姿を生かして作られています。 
木の皮がついたものや、変わった木目のもの、木の種類も様々で、 
ひとつとして同じブロックはありません。 

「手と心から生み出されたおもちゃは、子 
どもの手で使われることで、子どものこころにかえってゆく」 
という理念のもとていねいに作られています。

GK23264   おうちの積み木 ナチュラル　８,600円  
◎ケーファー（ドイツ）　◎素材：セイヨウシナノキ 
◎高さ15×幅23×奥行7cm

0歳〜0歳〜

SH40376   カラーチャートブロック　12,000円 
◎グリム（ドイツ） 
◎素材：シナノキ　◎高さ24×幅30.5×奥行4cm



インスタグラム ユーチューブフェイスブック
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TTSC010    スモールクリップ　500円　◎10個入り
TTLC010    ラージクリップ　500円　◎10個入り

トムテクト180
はじめてトムテクトで遊ぶなら 
まずはトムテクト180。 
基本的な作り方や組み立て方に慣れるのに最適。

TT180  トムテクト180　5,000円
◎ 板（42枚） 

L6 42枚 
スモールクリップ 52個 
ラージクリップ 86個 
作品集1冊入り

◎高さ16.7×幅22.7×奥行7.7cm（1kg）

トムテクト420
基本の板がたっぷり入ったトムテクト420。 
大きいサイズの作品作りに挑戦できます。

TT420  トムテクト420　10,000円
◎ 板（100枚） 

L6 100枚 
スモールクリップ 130個 
ラージクリップ 190個 
作品集1冊入り

◎高さ16.7×幅38.7×奥行7.7cm（1.8kg）

マジッククリップがつなげる 
無限の可能性
薄い板と小さなクリップの組み合わせが、 
無限の想像力を引き出します。 
自由な発想にまかせて作品創りを楽しんでください。

L1／2.35cm

L2／4.7cm

L3／7.05cm

L4／9.4cm

L5／11.75cm

板サイズ/7種類　高さ2.35×厚み0.4cm

L6／14.1cm

L12／28.2cm

スモールクリップ 
◎高さ1×幅1.7×奥行
0.9cm

ラージクリップ 
◎高さ１．６×幅１．９×奥行
0.9cm

ダブルクリップ 
◎高さ1×幅1.7×奥行0.9cm

トリプルクリップ 
◎高さ1×幅2×奥行0.9cm

5歳〜

トムテクト（モナコ）

薄い木の板と、マジッククリップを使用して動きのある、立体的な
さまざまな作品を作り出すことができる。それが新しい知的玩具

「TomTecT（トムテクト）」です。精密に作られた板はフランスの松
材を利用し、美しい木目も作品の魅力を引き出します。最大2メート
ルの橋も作れます！想像力や発想力を刺激するだけでなく、手先を
使うことで、集中力・思考力・空間認識力も高めることができます。
子どもだけでなく、おとなの方はもちろん、建築を学ぶ方にとって
も長く愛用いただける画期的なトムテクトで素敵な時間をお過ごし
ください。
◎材質　板:フランス海岸松／クリップ:プラスチック

TT1000
トムテクト1000　22,000円
◎ 板（360枚） 

L1 32枚 
L2 32枚 
L3 60枚 
L4 100枚 
L6 120枚 
L12 ２４枚 
スモールクリップ 140個 
ラージクリップ 200個 
ダブルクリップ 300個 
作品集1冊入り

◎ 高さ38×幅38×奥行9cm 
（4.3kg）

トムテクト1000
ヨーロッパでベストセラー。 
大型の建造物などを製作することができます。 
家族やお友達とみんなで協力して作ると 
さらに楽しみが広がります。 
高度でより完璧な作品を求める方におすすめ。

TT500
トムテクト500　12,000円
◎ 板（184枚） 

L1 16枚 
L2 16枚 
L3 30枚 
L4 40枚 
L5 30枚 
L6 40枚 
L12 12枚 
スモールクリップ 60個 
ラージクリップ 150個 
ダブルクリップ 80個 
トリプルクリップ 30個 
作品集1冊入り

◎ 高さ31.8×幅25.7×奥行7.7cm（2kg）

トムテクト500
新しく「トリプルクリップ」が加わったトムテクト500。同時に3
枚の板を固定できるので、より創造的な遊びを体験できます！
すべてのサイズの板がはいっているので、簡単な形からじっ
くり取り組む複雑な作品まで幅広く楽しむことができます。

TT190  トムテクト190　5,000円
◎ 板（90枚） 

L1 8枚 
L2 8枚 
L3 18枚 
L4 16枚 
L5 18枚 
L6 22枚 
スモールクリップ 30個 
ラージクリップ 30個 
ダブルクリップ 40個 
作品集1冊入り

◎高さ16.7×幅22.7×奥行7.7cm（1.2kg）

トムテクト190
バリエーション豊富に板とクリップが入ったトムテクト
190。基本的な作り方に慣れた人におすすめ。

板をクリップで挟み、クリップ同士の凹凸を組
み合わせると板を好きな角度で結合できます。

板を重ねたい場合は、ダブルクリップ、トリプ
ルクリップで挟み込みます。

以下サイトにて作品をご紹介しております。

想像力と創造力
飛行機、イス、犬・・・		どうやったら形にできるかな？	
トムテクトにはレシピはありません。	
作りたい形を自分で考え、組み立てていきます。	
つなげかたのパターンは想像力と創造力を育みます。

トムテクトで磨く5つのチカラ

空間認識能力
トムテクトを考えながら組み立て完成に近づける行動は、物の位置、方向、姿勢、	
大きさ、形状を把握させる能力を身につけることができます。	
空間認識力の優れた人は物事の全体像を把握し、	
本質を見抜くことに長けているといわれています。

何を作るか決まったら、あとは実行のみ。	
試行錯誤を重ねてイメージを形にしていきます。	
一度組み立て始めると、あっという間に	
時間が過ぎてしまうほど集中することができます。

集中力

大きな作品を作るためには、ひとりの力では完成させられません。	
一緒に相談し、協力しながら作品を作り上げていきます。	
その中で協力する力、コミュニケーション力が育ちます

コミュニケーション力コミュニケーション力

指先を使う力
板とマジッククリップをつなげて、形にして・・・	
トムテクトで作品を作るためには、たくさん指を動かします。	
指先を使うことは脳の健康を活性化するメリットがあるといわれています。



for Kids
ごっこ遊び

NV750
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NV302    テーブルキッチン　16,000円 
◎素材：マツ、ブナ（オイル仕上） 
◎高さ8×幅43×奥行31cm

NV3021    テーブルキッチン用ボード　6,600円 
◎素材：マツ（オイル仕上） 
◎高さ34×幅39cm

NV330E    プッペンキッチン　23,500円　◎素材：ハンノキ（オイル仕上）　◎高さ28×幅34×奥行26cm
NV331    プッペンキッチン用ボード　7,300円　◎素材：ハンノキ（オイル仕上）　◎高さ32×幅26cm

ノルベルト（ドイツ）

ドイツ・ダーホルトの広大な畑の真ん中に建つ工房で、ドイツの森
で育った木を使って製品作りをしているノルベルト社。寒い地域で
育った木は木目が詰まっていて堅く強いので、しっかりとして傷つ
きにくいおもちゃになります。「自然の素材をそのまま生かしたおも
ちゃで想像力を刺激し、子ども時代にたくさん遊んで、しあわせに
なってほしい」という願いを込めておもちゃ作りを行っています。

わたしのものがたりの 
中ですごす時間
自分でお話をつくって、その世界のなかで遊ぶ。 
たっぷりと思う存分にごっこあそびができる 
本格的なおままごと道具。

子どもでも持ち運びが簡単、
テーブルや箱の上など 
好きなところで遊べます。 
流し部分は取り外せ、 
コンロのつまみも動かせます。

※写真はテーブルキッチンにボードを取り付けた状態です

※写真はプッペンキッチンにボードを取り付けた状態です

丸い曲線が楽しく、流し台、 
水道、ガスコンロ、オーブンが 
セットされています。

NV302

NV330E

3歳〜

NV3021

NV331

つい立て
大きな遊びの空間をつくりだすつい立て。 
お店屋さんごっこや、人形劇など遊びが広がります。 
別売りの屋根をとりつけると、高さが出て、布を垂らすことができます。 
2台あわせてドーム型にして使うには、 
屋根をそれぞれにとりつけたうえで、接合部品が必要になります。

ノルベルト（ドイツ）
◎素材：ハンノキ、マツなど

NV750   つい立て　41,000円　◎高さ120×幅93×奥行35cm
NV751   つい立て用 ミニ棚2個セット　14,500円　◎1個：高さ37×幅21.5×奥行18cm
NV754   つい立て用 木箱　2,300円　◎高さ5.5×幅17×奥行14cm
NV760   つい立て用 屋根　12,500円　◎長さ66cm
NV761   つい立て用 屋根接合部品（2本セット）　2,700円　◎長さ20cm

矢口や（日本）

YG10141  つい立て用綿布 ピンク大　8,000円 
◎幅110×長さ360cm

YG10151   つい立て用綿布 ピンク小　5,800円 
◎幅110×長さ185cm

2台を合わせて 
ドーム型にします。

NV750
NV751

NV751

NV754

NV754
NV760

NV760

NV761

YG10141
YG10151

ドライブラッター（ドイツ）

DB5015   人形の家　30,000円　◎素材：マツ（亜麻仁油仕上）　◎高さ49×幅57×奥行30cm
DB5035   居間セット　7,100円　◎素材：カバ（亜麻仁油仕上）　◎暖炉：高さ16×幅10×奥行4cm
DB5036    台所セット　7,600円　◎素材：カバ（亜麻仁油仕上）　◎冷蔵庫：高さ13.5×幅5.5×奥行4.5cm
DB5037   バスルームセット　7,100円　　◎素材：カバ（亜麻仁油仕上）◎バス：高さ6×幅13×奥行5.5cm
DB5039   子ども部屋セット　7,100円　　◎素材：カバ（亜麻仁油仕上）◎二段ベッド：高さ10×幅16.5×奥行7cm
DB7012   レジスター　7,300円　◎素材：ハンノキなど　◎レシート1巻付　◎高さ19×幅18×奥行16cm
DB7012A   替え用レシート　1５0円　◎高さ4×直径3.5cm

人形の家の遊びがぐんと楽しくなる、細部がていねいに作られている家具セット

ドールハウス
カバの木を亜麻仁油で仕上げた、三角屋根と曲線的な窓がかわいい人形の家。 
2階に上がるためのはしごがついています。 
家具のセットとの組み合わせでさらに楽しく。

3歳〜

DB5015

DB5035
DB5036

DB5039

ボタンを押すと軽くへこみ、 
レシートをまわすと 
鈴がなります。

DB7012

DB5037
※人形はつきません



有機栽培された亜麻から採った亜麻仁油です。 
木のおもちゃや、身の回りの木製家具などの 
お手入れにご使用ください。
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矢口や（日本）
YG20061  着せ替え人形キット 大　７,８00円　◎高さ３８cm
YG20201   着せ替え人形 お兄ちゃんキット　5,800円　 

◎高さ28cm　◎くつ付

YG20211   着せ替え人形 女の子茶髪キット　5,800円　 
◎高さ28cm　◎くつ付

YG20041   着せ替え人形 妹キット　4,700円　◎高さ25cm
YG100２1  抱き人形キット大 ピンク　5,600円　◎高さ３3cm
YG100３1  抱き人形キット大 青　5,600円　◎高さ３3cm
YG100４1  抱き人形キット大 赤　5,600円　◎高さ３3cm
YG100５1   抱き人形キット中 青　３,７00円　◎高さ2３cm
YG100６1   抱き人形キット中 赤　３,７00円　◎高さ2３cm

YG10071   抱き人形キット中 ピンク　4,500円 
◎高さ20cm　◎エプロン付

※ キットには作り方の説明書、型紙、生地、綿、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。

子どもの食器
自分の手でしっかりお茶碗を持って食べることは食生活の基本です。 
子どもたちの手の大きさや使いやすさを考え、おかあさんたちの意見を 
たくさん聞いてつくりました。おもちゃ箱のオリジナルです。
◎多治見焼

手づくり人形キット
豊かなときをいっしょにすごすなかまたち。
着替えさせたり、ごはんをたべさせたり、寝かせたり…。
毎日かいがいしくお世話をする、いちばん身近な遊び相手がお人形。 
大切な一体を手作りできるキットです。 
一緒に遊んでいるかわいい姿を思い浮かべながら作ってみませんか。

MS10020 MS10080MS10070 MS10090

YG20061

YG20201 YG20211 YG20041

YG100２1 YG100３1 YG100４1

YG100５1 YG100６1 YG10071

キット例

AO14101   亜麻仁油　700円　 
◎アウロ（ドイツ）　◎100ml

※ 仕上げ後、余分な油が染みだした場合は乾いた布で 
ふきとってください。

※ オイルは高温、高湿度の環境ですと乾燥に時間がかかります。
※ 亜麻仁油の付着した布、紙類を放置しておくと自然発火の危険

性があります。作業がおわったら、使用した布や紙は水に浸して
濡れた状態のまま密閉袋にいれて捨ててください。

●亜麻仁油を使ったお手入れ方法
1.木製品の表面の汚れを取る 
2.亜麻仁油を乾いた布に取り、表面に塗りこむ 
3.余分な亜麻仁油をふき取る 
4.24時間乾燥させる

◎素材：スチール／木部：ポプラ 
GK35044  砂ふるい 赤　1,000円　◎直径15cm
GK35046  砂ふるい 青　1,000円　◎直径15cm
GK35054  バケツ 赤　2,300円　◎高さ15×直径17cm
GK35056  バケツ 青　2,300円　◎高さ15×直径17cm
GK35057  バケツ 黄　2,300円　◎高さ15×直径17cm
GK35074   じょうろ 赤　3,700円 

◎高さ13×幅17.5cm　◎1L

GK35076   じょうろ 青　3,700円 
◎高さ13×幅17.5cm　◎1L

GK35114  ミニシャベル 赤　750円　◎長さ22.5cm
GK35116  ミニシャベル 青　750円　◎長さ22.5cm
GK35224  ミニ熊手 赤　850円　◎長さ24cm
GK35226  ミニ熊手 青　850円　◎長さ24cm

道具と出会う　遊びと出会う
しっかりと重さのあるスチール製、なつかしい感じの木の持ち手、 
本物をつかうという体験を手わたそう。
2歳〜

GK35044

GK35046

GK35054

GK35056

GK35057

GK35074

GK35076

GK35114

GK35116
GK35224

GK35226
◎素材：ブナ　　※色はお任せください。�
GK25097   こま 逆立ち　450円　◎高さ4×直径3cm
GK25098   こま りんご 大　450円　◎高さ6×直径4cm
GK25099   こま りんご 小　450円　◎高さ4×直径3cm

GK25098

GK25099

回してみると 
くるりと逆立ちします。

GK25097

ケーファー（ドイツ）
◎素材：ステンレス

GK30303   両手鍋 　3,150円　◎高さ8.5×直径12.5cm
GK30313   片手鍋　3,150円　 

◎高さ8.5×直径12.5×長さ23cm（持ち手10cm）

GK30323   フライパン　2,500円 
◎高さ2.5×直径12.5×長さ23cm（持ち手10cm）

GK30712   フライ返し　850円　◎長さ12.5cm
GK30713   お玉　1,000円　◎長さ13cm
GK30714   泡だて器　1,000円　◎長さ18.5cm
◎素材：ホーロー

GK30204   両手鍋　3,100円　◎高さ7×直径14cm
GK30224   フライパン　2,500円 

◎高さ2×直径13×長さ25cm（持ち手12cm）

GK30234   深鍋　3,150円　◎高さ12×直径15cm
GK30260   カップ&ソーサー　2,500円　◎ソーサー直径12cm
GK30262   プレート　1,500円　◎直径16cm
GK30600   ツールセット　2,100円　◎長さ17cm
◎素材：ブナ

GK30505   めん棒　800円　◎長さ17cm
GK30534   木べら 穴あき　250円　◎長さ20cm
GK30535   木べら 穴なし　250円　◎長さ20cm
GK30536   木べら 平　250円　◎長さ16cm
GK30578   まな板　600円　◎長さ20cm

GK30303 GK30313 GK30323 GK30712 GK30713 GK30714

GK30534 GK30535 GK30536

GK30505 GK30578

GK30204

GK30224

GK30234

GK30260

GK30262
GK30600

AG2507AG213106

アンゲラー（オーストリア)
◎素材：ブナ

AG2507   木のボウル　600円　◎直径7cm

AG213106  包丁　450円　◎長さ15cm

おもちゃ箱（日本）
MS10020  子どもの湯のみ　モノトーン　540円　◎高さ７×直径6cm
MS10070  子どもの湯のみ　赤系　540円　◎高さ７×直径6cm
MS10080  子どものお茶碗　モノトーン　840円　◎高さ4.8×直径9cm
MS10090  子どものお茶碗　赤系　840円　◎高さ4.8×直径9cm
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誰の塔が一番高くなるかな？
袋からランダムに取り出したコマを 
より高く積み上げたプレイヤーが勝ちとなります。 
取り出したコマの色によって、他のプレイヤーの 
積んでいる塔のコマをとることができ、最後に大逆転も！ 
色の3原色と補色の原理も学べます。

MIMRBC0-001  色どろぼう　4,500円　◎高さ22.5×幅12×奥行4.5ｃｍ　
◎2~5人用　◎6歳〜

高いところに登るのはどちらかな？
サイコロを振り、出た目の指示に従って 
レンガの向きを変えて片手で積み上げます。 
その上に工事のおじさんのコマをおいていきます。 
ビルを崩さずに、登った高さを競います。

MIMCZPX-001   
クレイジービル　4,000円　◎高さ18.5×幅30.5×奥行3.5ｃｍ　◎2人用　◎5歳〜

お箸でつかんで！ 一番素早いすし職人は誰？
カードをめくって、色々な巻きずしを注文通りに相手より早く完成させた方が勝ちとなります。 
慌てない「冷静さ」と「お箸使い」が鍵！
MIMKMK0-001  
巻け巻け巻きずし　5,000円　◎高さ18.5×幅30.5×奥行3.5ｃｍ　◎2人用　◎6歳〜

食いしん坊よ、お箸をつかめ！
4種類のチャーハンの具材を大きな 
お茶碗の中でかき混ぜて、よーいドン！  
できるだけ多くの具材をつまみ取った 
プレイヤーが勝ちとなります。 
お箸使いもレベルアップ！

MIMRSC0-001  
広東風チャーハン遊び　4,000円　 
◎高さ15.5×幅27×奥行6cm　 
◎2人用　◎6歳〜

ボタンをつなげて迷路を抜けよう！
手持ちのボタンの中から、 
指定の矢印の場所のボタンと色、形、大きさの 
どれかが同じものをつなげていきます。 
迷路を抜けた時にボタンが多く残っていたプレイヤーが勝ち！  
ゲームをしながら色を覚え、さわって形と大きさを感じ取ることができます。 
ボタンを積み上げて「高さ」を競うゲームなどもできます。

MIMFDA0-001  アリアンナの糸　5,000円　◎高さ18.5×幅30.5×奥行3.5ｃｍ　◎2〜4人用　◎6歳〜

ミラニウッド（イタリア）

ミラニウッド社の前身である木製品製造の小さな工場は1924年
にイタリアで設立されました。その後、多くの市場に製品を拡大し、
2002年には品質と環境に関心の高い人たちに向けて、デザインも
製造も完全にイタリアに特化したブランド、ミラニウッドを立ち上げ
ました。ミラニウッドでは、若いデザイナー達によって、楽しく、美し
く、教育的で創造的な製品作りが行われています。また、FSC認証
の取得や、無害塗料を使用するなど安全性にもこだわっています。
◎素材：ブナ材、竹など

もっとなかよくなれる 
家族と仲間のためのゲーム
イタリアからやってきた、ユニークなゲームたち。 
いちにちの終りにのんびりと、久しぶりに会うともだちと 
いっしょに、たのしいひとときをすごしてください。

レンガを積んで勝利の壁を築こう！ 
二人で向かい合って、サイコロの目に従って 
自分の選んだ色のレンガを横や斜めに 
できるだけたくさんつなげていきます。 
全部積み上がったらゲーム終了。 
つながった数で得点を競います。「運」と「相手との駆け引き」が 
ゲームを盛り上げます。

MIMMCM0-001   
ウォール　3,500円　◎高さ18.5×幅30.5×奥行2.8ｃｍ　◎2人用　◎6歳〜

アリアンナの糸

ウォール

クレイジービル

色どろぼう

巻け巻け巻きずし

広東風チャーハン遊び

バーベルでエクササイズ！バランス勝負に勝つのは誰？
「重りサイコロ」を振り、でた目と同じ数の重りをバーベル棒に取り付けます。 
次に「トレーナーサイコロ」を振り、でた目のエクササイズを 
バーベルを2本の指で支えながら行います。落とさずエクササイズできた人の勝ち！

MIMWDB0-001  
ウッド・ボディビル　4,000円　◎高さ15×幅25×奥行6.5cm　 
◎素材：ブナ材　◎2人用　◎6歳〜

オリジナルの動物を作ろう！
3種類の異なる形のブロックが50個入っています。 
作りたい動物を思い浮かべたら、ブロックを接着剤でくっつけ、色を塗ったらできあがり！ 
布やビーズで飾っても楽しい一品です。

MIMWDB0-001  
どうぶつファクトリー　2,300円　 
◎高さ26×幅20cm　◎ブロックの基尺　２.５cm 
◎素材：ブナ材　◎4歳〜　※接着剤は入っていません

ウッド・ボディビル どうぶつファクトリー
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シュトックマー（ドイツ）

「子どもたちが安心して使え、感覚に訴える芸術的素材を」そんな
理想をドイツから世界へ。ドイツ・シュトックマー社の歴史は約100
年。1922年に養蜂家をしていたドイツ人ハンス・シュトックマー氏
によって設立されました。養蜂家、教育者、芸術家と共に、試行錯誤
の末、1952年「みつろうクレヨン」が誕生。「みつろう粘土」「透明水
彩絵の具」「デコレーションワックス」「みつろうキャンドル」「色鉛筆」
など、感性を磨く芸術的な製品を製造し、現在、世界50か国以上で
使われています。

Painting tool

ST34002   みつろうブロッククレヨン 8色缶　1,650円 
◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm　◎01.03.05.07.09.11.13.15

ST34202   みつろうブロッククレヨン 12色紙箱　2,150円　※おもちゃ箱オリジナルセット 
◎高さ9×幅15.5×奥行1.5cm　◎01.03.05.06.07.09.15.16.17.19.21.24

ST35002   みつろうブロッククレヨン 16色缶　3,100円　◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm　◎01~16
ST35102   みつろうブロッククレヨン 8色缶 中間色　1,650円 

◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm　◎17.18.19.20.21.22.23.24

ST35502   みつろうブロッククレヨン 16色木箱　5,200円　◎高さ11×幅22×奥行3cm　◎01~16
ST35602   みつろうブロッククレヨン 24色木箱　6,500円　◎高さ11×幅32×奥行3c　◎01~24
ST360●●   みつろうブロッククレヨン 単色12本　1,800円（1本150円） 

◎ご注文は番号の後に色番号をご記入ください。例：ST36001（ブロッククレヨン 洋紅色） 
※単色のご注文は01~24の番号のみになります。

ST89340   缶ケースブロッククレヨン 8色用　550円　◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm
ST89350  缶ケースブロッククレヨン 16色用　1,400円　◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm

ST34002

ST35102ST34202

ST35002

ST35502

ST35602

ST89350ST89340
みつろうブロッククレヨン

いいにおいにつつまれて 
すきとおった色の世界と出会う
みつろうには、みつばちが集めた光が詰まっています。 
その自然の中のすきとおった光が 
ぎゅっと四角いクレヨンになりました。 
雨の青、海の青、闇の青、夜明け前の空の青、 
どんなに重なり合ってもにごらない。 
光があふれる美しい世界が描ける、 
それがシュトックマーみつろうクレヨンの品質です。 
◎素材：みつろう、ワックス、顔料

Ｑシュトックマーの 
みつろうクレヨンは 
どんな素材でできているの？

太陽の光のもとで育った
ミツバチたちが、 
自ら「ろう」を分泌して 
一生懸命作ったミツバチの巣。 
甘い香りのするみつろうクレヨンは、 
その巣を精製して得られる大切で貴重な
「みつろう」を原料としています。

みつろうクレヨンのみりょく

 重ねても透明感のある色合い

 ゲーテの色彩論に基づいた色構成

 食品基準で作られた安心素材

 天然みつろうの甘い香り

 折れにくくベタつかず、気持ちよく使える

まずは、黄・赤・青3原色で色の重なりを体験！

虹を描いてみよう。
１. 真ん中に黄色を描きましょう。

２.  黄色の下に青を描きましょう。
  黄色と重なる部分にも青を重ねると
  緑色を表現できます。

3.  青色の下に赤を描きましょう。
  青色と重なる部分に赤を重ねると
  紫色を表現できます。

4.  黄色の上に赤を描きましょう。
  黄色と重なる部分にも赤を重ねると
  オレンジ色を表現できます。

Q　みつろうクレヨンが 

「安心安全」 

と言われるのはなぜ？

顔料など全ての素材は、 

ヨーロッパ玩具安全基準EN71よりも 

さらに厳しい食品基準を 

採用しています。 

小さなお子さまもお使いいただけます。
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01
洋紅色

02
朱色

03
オレンジ

04
ゴールデン
イエロー

05
レモン
イエロー

06
黄緑

07
緑

08
青緑

09
青

10
ウルトラマ
リンブルー

11
青紫

12
赤紫

13
赤褐色

14
黄褐色

15
黒

16
白

17
灰色

18
プルシアン
ブルー

19
コバルト
ブルー

20
黄土色

21
ベネチア
赤

22
アンバー

23
オリーブ

24
ピンク

■ みつろうクレヨン色番号　　　00 （ろうけつ染め用透明ろう）ST31002   みつろうスティッククレヨン 8色缶　1,650円 
◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm　◎01.03.05.07.09.11.13.15

ST32102   みつろうスティッククレヨン 8色缶 中間色　1,650円　 
◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm　◎17.18.19.20.21.22.23.24

ST31202   みつろうスティッククレヨン 12色紙箱　2,150円　※おもちゃ箱オリジナルセット 
◎高さ9×幅15.5×奥行1.5cm　◎01.03.05.06.07.09.15.16.17.19.21.24

ST32002   みつろうスティッククレヨン 16色缶　3,100円　 
◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm　◎01~16

ST32122   みつろうスティッククレヨン 8色缶 アートカラー　1,650円 
◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm　◎25.26.34.42.43.44.45.47

ST32502   みつろうスティッククレヨン 16色木箱　5,200円 
◎高さ11×幅22×奥行3cm　◎01~16

ST32602   みつろうスティッククレヨン 24色木箱　6,500円 
◎高さ11×幅32×奥行3cm　◎01~24

ST32582  みつろうブロック8色スティック8色木箱　5,200円　 
◎高さ11×幅22×奥行3cm　◎各タイプ　01.03.05.07.09.11.13.15

ST89310   缶ケーススティッククレヨン 8色用　550円　◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm
ST89320   缶ケーススティッククレヨン 16色用　1,400円　◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm

ST3004ST360●● ST330●●

ST31002

ST31202

ST32002

ST32502

ST32602

ST32122

ST32582

ST32102

みつろうスティッククレヨン

線でかたちを描くよろこび
ある日、線がかたちを結ぶ。 
きのう見た月、おかあさんの顔、だいすきな目玉焼き。 
イメージがかたちになって表れるとお絵かきはよろこびになる。 
自分の中のイメージをいっぱいにひろげて描こう。 
小さな芸術家たちのための、響き合う色。 
◎素材：みつろう、ワックス、顔料

Q ブロッククレヨンと 
スティッククレヨンの使い分けは？

ブロッククレヨンは、スティッククレヨンを 
まだ上手に持てない 
小さな子どものために作られました。 
はじめはブロッククレヨンからはじめて、 
より繊細な表現をするようになったら、 
スティッククレヨンに移ることをおすすめします。

Q 色が濁らず、 

新たな色が生まれるのはなぜ？

シュトックマーでは、高い透明性と 

鮮やかな色調を基準の1つとして、 

きめ細かい高品質の顔料を使用しています。 

厳選された顔料とみつろうでできたクレヨンと 

光が交わり、透明感のある新たな色が 

生まれるのです。 

また、赤、青、黄の3原色を基本とした 

ゲーテの「色彩論」に基づいた色構成なので、 

どの色同士も調和する響きを持っています。

遊び方いろいろ…
■ アイロンプリント
オリジナルバッグ、ハンカチづくりなど、名入れもカンタンにできます♪
１. みつろうクレヨンで布に絵や文字を描きます。
２.  テ ィッシュペーパーを描いた絵の上にのせて、
   その上からアイロンをかけます。
   （中と高の間くらいの温度）
   熱により定着し、
   洗ってもあまり色落ちしません。

■ こすりだし法
凸凹のあるものの上に紙を置き、
その上からクレヨンでこすって形を浮き彫りに。
葉っぱやお花など、自然の色彩を
表現するとより楽しくなります。

■ スクラッチング法
色を2～3層にして塗った後、表面をへらで
削って下の色を浮き上がらせる方法。
花火や流れ星など、一味違った
色の世界を表現できます。

ST89320

ST89310

ST330●●   みつろうスティッククレヨン 単色12本　1,800円（1本150円） 
ご注文はST33001（ステイッククレヨン 洋紅色）のように 
色番号をご記入ください。 
※単色のご注文は01~24の番号のみになります。

ST3004   ガイドブックみつろうクレヨンA5判 60円

25
金

26
銀

34
パール	
ピンク

42
マゼンタ

43
ファイヤー
レッド

44
サニー	
イエロー

45
リーフ	
グリーン

47
イン	
ディゴ
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MC30165043   
ペイントジャー50ml　250円 
◎高さ7.2×直径4cm

MC30165343   
ペイントジャー100ml　300円 
◎高さ8.7×直径4.5cm

MC25915001   ペイントジャーホルダー　
2,000円 
◎高さ3×幅35×奥行6cm

MC45611005  スポンジ　350円 
◎高さ8.5×幅7×奥行3.5cm

ぬらし絵の際、画用紙を密着させるボードです。

MC25920003   ボード　1,200円 
◎高さ40×幅55cm

MC10310112  
水彩画用紙 薄 200枚　10,500円 
◎30.5×43cm

MC10310214 
水彩画用紙 厚 100枚　10,500円 
◎35×50cm

■水彩絵の具色番号

16
白

19
コバルト
ブルー

51
ゲーテ
レッド

55
ゲーテ
イエロー

59
ゲーテ
ブルー

01
洋紅色

02
朱色

04
ゴールデン
イエロー

05
レモン
イエロー

10
ウルトラ	

マリンブルー

18
プルシアン
ブルー

ST51002   みつろう粘土 6色6枚 125g　1,800円　 
◎高さ10.5×幅9×奥行2cm　◎00.01.04.07.09.13　

ST51202   みつろう粘土 12色12枚 250g　3,200円　 
◎高さ10.5×幅17.5×奥行2cm　◎00.01.02.04.06.07.09.10.12.13.15.24

ST51900   みつろう粘土 12色77枚セット　20,000円　 
◎高さ11×幅32×奥行7.3cm　◎00.01.02.04.06.07.09.10.12.13.15.24

ST517●●   みつろう粘土 単色 15枚　3,900円（1枚260円）　 
◎15枚入り紙箱：高さ10.5×幅9.2×奥行4.3cm／1枚：高さ10×幅4×奥行0.5cm 
◎ご注文は番号の後に色番号をご記入ください。 
例：ST51701（みつろう粘土 洋紅色）

ST5002   ガイドブック みつろう粘土　60円　◎A5判
OM009   アクリルボード／四角　600円　◎素材：アクリル　◎高さ15×幅20×奥行0.2cm
OM019   アクリルボード／丸型　600円　◎素材：アクリル　◎直径10×奥行0.2cm

■みつろう粘土色番号

01
洋紅色

02
朱色

03
オレンジ

04
ゴールデン
イエロー

05
レモン
イエロー

06
黄緑

07
緑

09
青

10
ウルトラ

マリンブルー

12
赤紫

13
赤褐色

15
黒

24
ピンク

27
蜜ろう色

00
象牙色

ST63000   デコレーションワックス　12色セット　1,８00円　 
◎高さ4.6×幅21×奥行2cm　◎01~04.07.09.12.13.15.24~26

ST63100   デコレーションワックス　18色セット　2,５00円　 
◎高さ4.6×幅21×奥行2.4cm　◎01~07.09~16.24~26

ST6002   ガイドブック デコレーションワックス　60円　◎A5判

デコレーションワックス色番号／全18色 

01
洋紅色

02
朱色

03
オレンジ

04
ゴールデン
イエロー

05
レモン
イエロー

06
黄緑

07
緑

09
青

10
ウルトラ

マリンブルー

12
赤紫

13
赤褐色

15
黒

24
ピンク

14
薄茶色

11
青紫

16
白

25
金色

26
銀色

デコレーションワックス
厚さ1ミリ以下で作られた光沢のある美しい発色のデコレーションワックスは、 
ガラス、アクリル板、紙、木片にそのまま接着させることができます。 
切り絵風に、ちぎり絵風にしていろいろなものを飾ってみましょう。
◎素材：パラフィン、天然テレピン油

水彩絵の具

水と出会い、 
ひろがってゆく色のふしぎ
顔料が特に濃く、色はとても鮮やかで、 
薄めても力強さが残る水彩絵の具です。 
色のにじみと出会いをたのしむ「ぬらし絵」。 
水でぬらした紙の上に絵の具をおとすと 
花がひらくように色が広がってゆき、 
別の色と混ざり合うと、思わぬ色と形があらわれます。
◎素材：アラビアゴム、レシチン、顔料

みつろう粘土

なにつくろうかな？	
手のなかに包んでかんがえる
シュトックマーのみつろう粘土は、常温では固く作られていて、 
手の中であたためて柔らかくして使います。 
その時間に何をつくろうかなとイメージを膨らませるのです。 
伸ばすと光を通すほど薄くなり、光沢感がきれい。 
みつろうの自然の殺菌効果により、衛生的に使えます。 
遊び終わったら、薄い板状にして保存すると 
次に遊ぶとき扱いやすいです。 
◎素材：みつろう、ワックス、顔料

※ みつろうの持つ自然の殺菌作用が、子どもたちが遊んだみつろう粘土の 
細菌とバクテリアを消滅させたというテスト結果もあります。

ゲーテカラー水彩絵の具とは?
ゲーテの色彩論に基づく色環色。この三原色は高いスペ
クトル純度と透明性を持ち、混ぜ合わせた中間色は鮮や
かに現れ、完全な色環を描くことができます。

（色番号:51、55、59）

ST43041   水彩絵の具 三原色20ml 6本セット　５,２00円　 
◎高さ6×幅8.7×奥行6.8cm　◎
01.02.04.05.10.18

ST43046   お絵かきセット木箱入り　1３,５00円　 
◎高さ17×幅35×奥行5.8cm 
◎各色20ml 

（01.02.04.05.08.10.12.13.15.16.18.31） 
◎筆、容器、スポンジ、木製パレット、水彩ガイドブック付

ST46102   水彩絵の具13色缶　３,４00円 
◎素材：カオリン、ジャガイモでんぷん、水、顔料 
◎高さ24.5×幅10×奥行1.5cm 
◎01.02.04.05.08.10.12.13.15.18.33.36.16 
◎メタル缶に取り外し可能な12色のタブレットと 
　チューブ式の白、筆、パレット付

◎ご注文は番号の後に色番号をご記入ください。 
例：ST42002（水彩絵の具50ml 朱色）

ST430●●   水彩絵の具 単色20ml入り　９00円　◎高さ6.5×直径2.7cm
ST420●●   水彩絵の具 単色50ml入り　1,９０0円　◎高さ7.7×直径4cm
ST410●●   水彩絵の具 単色250ml入り　８,０00円　◎高さ12.5×直径6.5cm
ST43019  コバルトブルー20ml入り　1,７00円
ST42019  コバルトブルー50ml入り　３,３00円
ST41019  コバルトブルー250ml入り　1９,000円
ST4003  ガイドブック　水彩　60円　◎A5判

ST6002

ST63000
ST63100

ST51002

ST51202

ST51900

ST517●●

ST5002 OM009 OM019

KY003   平筆 大　1,040円 
◎柄：シラカバ／ 
筆先：馬毛、豚毛 
◎毛の長さ33×毛幅37mm

KY002   平筆 中　880円 
◎柄：シラカバ／ 
筆先：馬毛、豚毛 
◎毛の長さ30×毛幅31mm

KY001   平筆 小　640円　 
◎柄：シラカバ／ 
筆先：馬毛、豚毛 
◎毛の長さ24×毛幅25mm

ぬらし絵の際、画
用紙をボードの上
に密着させるため
に使用します。

ST43041

ST43046

ST46102

ST4003

ST430●●

ST43019
ST420●●

ST42019
ST410●●

ST41019
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LY3831060   グルーヴトリプルワン 6色セット　1,800円 
◎高さ14.7×幅9×奥行1.7cm

LY3831120   グルーヴトリプルワン 12色セット　3,600円 
◎高さ14.7×幅18×奥行1.7cm

LY3833080   グルーヴトリプルワン 8色セット　3,000円 
◎シャープナー付き　◎高さ13×直径6cm

LY3830●●●   グルーヴトリプルワン 単色6本入り　1,800円（1本300円） 
◎ご注文はLY3830の後に色番号をご記入ください。 
例：LY38300０７（グルーヴトリプルワン　イエロー）

LY7301171   グルーヴトリプルワン用シャープナー　500円 
◎高さ2.3×幅3.2×奥行4.2cm ※色はお任せください。

OM020   水筆　350円 
◎おもちゃ箱（日本）　◎高さ15.5cm 
◎軸の中に水を入れるだけで水彩色鉛筆が楽しめます

少ない力で握れる三角グリップに丸いくぼみをつけました。 
人間工学を基につけられたこのくぼみ（groove）は 
親指、人差し指、中指を正しい位置に導きます。
◎素材：スギ、顔料

グルーヴシリーズ

色鉛筆、クレヨン、水彩の3種類の描き心地が楽しめる水彩色鉛筆。 
芯が柔らかめなので弱い力でも色が出やすく、 
小さなお子様にもおすすめです。

LY3811050   グルーヴ 5色セット　1,100円　◎高さ20×幅5×奥行1cm
LY3811100   グルーヴ 10色セット　2,200円　◎高さ20×幅10×奥行1cm
LY7301150   グルーヴシングルホールシャープナー　100円 

◎直径3.7cm（穴：直径11mm） ※色はお任せください。

LY7311250   グルーヴツインホールシャープナー　300円 
◎高さ5×直径3.4cm（穴：直径8.3mm、11mm） ※色はお任せください。

LY2821120   グルーヴスリム 12色セット（シャープナー付き）　800円 
◎高さ22.7×幅9×奥行1cm　

LY2821240   グルーヴスリム 24色セット（シャープナー付き）　1,600円 
◎高さ22.7×幅18×奥行1cm

LY2821360   グルーヴスリム 36色セット（シャープナー付き）　2,400円 
◎高さ22.7×幅13.5×奥行2cm

007	
イエロー

013	
オレンジ

021	
赤

028	
ピンク

034	
紫	

047	
青

051	
紺

067	
ダーク	
グリーン

076	
こげ茶

099	
黒

250	
金	

251	
銀

リラ（ドイツ）

1806年に創業して以来、伝統的なマイスターの仕事を200年以
上脈々と受け継いでいるリラ社。徹底した品質管理、選び抜かれた
原材料は品質本位の理念が表されています。また、材料やパッケー
ジにおいても安全性やエコロジーに配慮がなされています。リラ社
の鉛筆の特長であるコンフォートグリップは丸みのある三角形で、
手の小さい方、力の弱いお子様や年配の方、左利きの方などあらゆ
る方々に満足いただける描き心地を提供しています。

グルーヴシリーズはこの鉛筆から始まり、 
ドイツをはじめ世界中で人気になりました。

人気のグルーヴシリーズのスリムタイプです。 
細めのグリップが大人の方にもオススメです。

■グルーヴトリプルワン　単色 色番号

Painting tool

7.2mm3.3mm

10mm4.25mm

15mm10mm

LY2821120 LY2821240 LY2821360

LY3811050 LY3811100

LY7301150

グルーヴスリム

グルーヴ

グルーヴトリプルワン

LY3831060 LY3831120

LY3833080

LY7301171

OM020

長さ175mm

長さ120mm

LY7311250



ファルビー

スーパーファルビー

えんぴつ

フェイスペイント チョーク

セラミック粘土
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LY3621060   
ファルビー 軸カラー6色セット　1,000円 
◎高さ14.3×幅6×奥行1cm

LY3621120   
ファルビー 軸カラー12色セット　2,000円 
◎高さ14.3×幅11.8×奥行1cm

LY3623180   
ファルビー 軸カラー18色PPボックスセット 
3,000円 
◎高さ12.5×直径5.7cm

LY3611060   
ファルビー 軸白木6色セット　1,000円 
◎高さ14.3×幅6×奥行1cm

LY3611120   
ファルビー 軸白木12色セット　2,000円 
◎高さ14.3×幅11.8×奥行1cm

LY3613180   
ファルビー 軸白木18色PPボックスセット 
3,000円 
◎高さ12.5×直径5.7cm

LY3711061   
スーパーファルビー 軸白木ヴァルドルフ6色セット　1,400円 
◎高さ20×幅6×奥行1cm

LY3711121   
スーパーファルビー 軸白木ヴァルドルフ12色セット　2,800円 
◎高さ20×幅12×奥行1cm

LY7303220   ブナ材ツインホール　350円 
◎高さ1.5×幅2.5×奥行2.5cm(穴：直径8.3mm、11mm)

LY7321790   シャープニングマシーン　3,000円 
◎高さ14×幅8.5×奥行13cm

LY3452K30   消しゴム　白　80円　◎高さ4×幅1.7×奥行1.1cm
LY7801620   鉛筆ホルダー　500円　◎高さ9×直径1.5cm

LY470800   フェイスペイント 追加色　2,000円 
◎金、銀、オレンジ、ピンク、紫、茶　 
◎高さ14.7×幅15×奥行1.5cm

LY470200   フェイスペイント 基本色　2,000円 
◎黒、青、緑、赤、黄、白 
◎高さ14.7×幅15×奥行1.5cm

発色がよく、黒板上でよく混ざります。
◎マキュリアス（オランダ）
◎ 本体サイズ：高さ9.3×幅16.2×奥行1.9cm 

チョーク：高さ9×角1.3cm

MC20715100
黒板用パステルカラーチョーク 
1,300円

MC20715016  
黒板用白チョーク　1,300円

乾燥させて彩色ができます。粒子が細かいの
で、伸びがよくなめらかでたいへん扱いやす
い粘土です。焼成の必要はなく、臭いや肌に
有害な物質は含んでおりません。
◎ サイズ：高さ7×幅21×奥行3.5cm

LY387000   セラミック粘土 白　550円 
◎500g

LY387100   セラミック粘土 茶　550円 
◎500g

LY1140100    テマグラフ 鉛筆HB12本入り　960円 
◎高さ18×幅4.5×奥行1.5cm

LY1140101    テマグラフ 鉛筆B12本入り　960円 
◎高さ18×幅4.5×奥行1.5cm

LY1140102    テマグラフ 鉛筆2B12本入り　960円 
◎高さ18×幅4.5×奥行1.5cm

LY7417201  テマグラフ消しゴム　240円　◎高さ7.2×直径2.1cm

長さ120mm

長さ175mm

少ない力で効率的な書き心地の三角グリップは、
現代生理学から生まれました。 
握る力は従来の鉛筆の30%減という
研究データもあります。 
小学校低学年や高齢者の方におすすめです。
◎素材：スギ、顔料

■スーパーファルビー　単色 色番号

007	
イエロー

013	
オレンジ

018	
赤	

029	
ピンク

032	
肌色

038	
バイオ
レット

047	
青

051	
紺

067	
ダーク	
グリーン

076	
こげ茶

099	
黒

LY3711060   スーパーファルビー 軸白木6色セット　1,300円 
◎高さ20×幅6×奥行1cm

LY3711120   スーパーファルビー 軸白木12色セット　2,600円 
◎高さ20×幅12×奥行1cm

LY3711180   スーパーファルビー 軸白木18色メタルケースセット　3,900円 
◎高さ19×幅21×奥行1.4cm

LY3713360   スーパーファルビー 軸白木24色36本セット　7,800円 
◎高さ18×直径7.7cm

LY3710●●●   スーパーファルビー 軸白木単色12本入り　3,000円（1本250円） 
◎ご注文はLY3710の後に色番号をご記入ください。 
例：LY37100０７（スーパーファルビー イエロー）

LY7311220   ファルビーシャプナー　700円 
◎高さ8×直径4.5㎝  (穴：直径8.3mm、11mm) 
※色はお任せください。

ペンシルタイプで滑らかな描き心地な
ので子どもでも簡単に楽しむことがで
きます。ハロウィン、誕生会、スポーツ
観戦など様々なシーンで活躍します。
石鹸で洗い流せます。厳しい製造管理
の下で生産され、日本では化粧品登録
をしています。
◎素材：スギ、化粧品用顔料

LY3611060 LY3611120 LY3613180

4色が1本の芯になった 
色鉛筆。描き方によって 
色が変わっていきます。

直径7~12mmの太さの 
鉛筆に対応します。 
芯の先端が5段階に削れ、 
机に固定できます。

直径10mmの鉛筆に対応。

消しカスが自然に 
纏まりやすい消しゴムです。

10mm6.25mm

LY3623180LY3621120LY3621060

LY3721062   スーパーファルビー 軸カラーメタリック6色セット　1,400円 
◎高さ20×幅6×奥行1cm

LY3721122   スーパーファルビー 軸カラーメタリック12色セット　2,800円 
◎高さ20×幅12×奥行1cm

LY3721063   スーパーファルビー 軸カラーネオン6色セット　1,400円 
◎高さ20×幅6×奥行1cm

LY3711060 LY3711120 LY3711180 LY3713360

LY3710500   
スーパーファルビー4in1　12本入り 
3,000円（1本250円）　 
◎高さ18×幅6×奥行2cm

LY3713361   
スーパーファルビー4in1　 
36本プラスチックケース入り　 
9,000円　 
◎高さ18×直径7.7cm

LY3711061 LY3711121LY3721062 LY3721122 LY3721063

■  ファルビー／スーパーファルビー 
色見本

6色セット

12色セット

毎日使うのが楽しくなる鉛筆を多様に揃えました。 
勉強、お絵かきにお気に入りを見つけてください。
◎素材：スギ、黒鉛

LY7303220

LY7321790

LY3452K30

LY7801620

長さ1８０mm

LY1810101   ファルビー Bグラファイト12本入り　2,160円（1本180円） 
◎高さ12×幅6×奥行2cm

LY1830101   スーパーファルビー Bグラファイト12本入り　2,400円（1本200円） 
◎高さ17.5×幅6×奥行2cm

長さ175mm

長さ120mm

10mm6.25mm

LY1760100   グルーヴスリム HBグラファイト12本入り　720円　◎高さ18×幅5×奥行1.8cm
LY1763480   グルーヴスリム HBグラファイト４８本入り　3,200円　◎高さ18×直径6cm
LY1870101   グルーヴ Bグラファイト12本入り　2,400円（1本200円）　◎高さ17.5×幅6×奥行2cm
LY1873360   グルーヴ Bグラファイト３６本入り　7,200円（1本200円）　◎高さ18×直径8cm
LY1873361   グルーヴ Bグラファイト（ピンク）３６本入り　7,200円（1本200円）　◎高さ18×直径8cm

LY1870101 LY1873360 LY1873361LY1760100 LY1763480

長さ175mm

7.2mm3.3mm 10mm4.25mm
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AUKPH   アウリスグロッケン ペンタトニック7音　13,500円 
◎高さ３×幅19×奥行１1cm

AUKPQ   アウリスグロッケン クインタ7音 432Hz　14,500円 
◎高さ３×幅19×奥行１1cm

AUKDH008   アウリスグロッケン ダイヤトニック8音　14,500円 
◎高さ３×幅22.5×奥行１1cm

AUKDH012   アウリスグロッケン ダイヤトニック12音　22,500円 
◎高さ３×幅30×奥行１1cm

AUKKH   アウリスグロッケン クロマティック20音　47,600円 
◎高さ5×幅32×奥行21cm

アウリスグロッケン
1音1音が長く美しく響く、金色に輝くグロッケン。 
アウリス社独自のかまぼこ型の真鍮の音板と、 
台座の間にはラバーチューブを使用し、透明感のある音を実現しました。 
台座のカエデは、長い時間をかけて美しいあめ色に変わります。
※クインタ7音 432Hz、以外のグロッケンは440Hzに調音されています。
◎アウリス（スウェーデン）　◎台座：カエデ　音板：真鍮　◎打棒2本付

AUKAP007   シェルズグロッケン ペンタトニック7音　9,500円 
◎打棒2本付　◎高さ３×幅21×奥行12cm

AUKAD008   シェルズグロッケン ダイヤトニック8音　11,000円 
◎打棒2本付　◎高さあ３×幅23×奥行13cm

AUKAH008   シェルズグロッケン ハーフトーン　16,500円 
◎打棒3本付　◎高さ３×幅32×奥行１3cm　 
◎半音階が演奏できます

AUKAD012   シェルズグロッケン ダイヤトニック12音　16,500円 
◎打棒2本付　◎高さ３×幅３２×奥行13cm

AUKSK002   グロッケン打棒／木　400円 
◎素材：カバ　◎長さ16.5cm

AUKSK003   グロッケン打棒／ハードラバー　600円 
◎素材：カバ、天然ゴム　◎長さ15.5cm

シェルズグロッケン
音板と台座の間にフェルトのクッション材を使用しているため、 
響きが和らぎ、単音が明快に響きます。 
台座は大きめで、音板がしっかりとおさまるタイプです。
◎台座：カエデ　音板：真鍮◎アウリス（スウェーデン）　

AUXRP007   アウリスシロホン ペンタトニック7音　16,000円 
◎高さ6.5×幅33×奥行28.5cm

AUXRD008  アウリスシロホン ダイヤトニック8音　18,000円 
◎高さ6.5×幅37×奥行30cm

AUXRD012  アウリスシロホン ダイヤトニック12音　23,500円 
◎高さ6.5×幅51×奥行32.5cm

AUXRK   アウリスシロホン打棒　1,500円　 
◎素材：カバ、ゴム　◎長さ25cm

アウリスシロホン
ゆたかな響きを奏でるアカシアを音板に使い、 
明るいのびやかな音質のシロホンです。 
歌うようなリズミカルな演奏に向いています。 
音板は外すことができるので、7音から5音への変更も可能です。
◎アウリス（スウェーデン）　◎台座：カバ　音板：アカシア　◎打棒2本付

●ダイヤトニック音階	
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド	
美しいメロディーを奏でることができます。

●ペンタトニック音階	
ドとファを抜いたレ、ミ、ソ、ラ、シの5音階	
美しいハーモニーを奏でることができます。	
不協和音にならないため小さい子どもにも使いやすい音階となっています。	
世界のわらべうたには、この音階でできた歌が数多くあります。	
※	かごめかごめ、メリーさんのひつじ、蛍の光、アメージンググレイスなど

for Music

ダイヤトニック8音	
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド

ダイヤトニック12音	
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ

クロマティック20音	
ド・ド♯・レ・ミ♭・ミ・ファ・ファ♯・ソ・ソ♯・ラ・シ♭・シ・	
ド・ド♯・レ・ミ♭・ミ・ファ・ファ♯・ソ

クインタ7音	
レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ

ハーフトーン	
ド♯・ミ♭・ファ♯・ソ♯・シ♭・ド♯・ミ♭・ファ♯

ペンタトニック7音	
レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ

AUKSK002

AUKSK003

AUXRD008

AUXRD012

AUXRK

アウリスグロッケンとシェルズグロッケンはQRコードで音が試聴いただけます。

AUKKH

AUKAD008

AUKDH012

AUKAH008

AUKAD012

AUKDH008

AUKAP007

AUKPH
AUKPQ

AUXRP007

中埜楽器（日本）　

NKOW90EM   シェイカー　５50円　◎素材：ゴムノキ　◎高さ5.5cm　※色はお任せください。
NKOW120MR   マラカス　７00円　◎素材：ゴムノキ　◎高さ12.5cm　※色はお任せください。
NKRP-100/C   カスタネット　1,100円　◎素材：ブナ　◎直径6cm
NKKP-198/CRS  初めての楽器　星空　2,500円 

◎素材：ゴムノキ、真鍮　◎お星さまベル：高さ9.3×幅8×奥行1.4cm

NKKP-198/IS   初めての楽器　てんとう虫たち　2,500円 
◎素材：ゴムノキ、真鍮　◎てんとう虫シェーカー：高さ6.3×幅8.2×奥行2cm

アウリス トロムメール
内側を打棒でくるくる回して音を出す、他にはない楽しい楽器。 
カラコロ、カラコロ、カバ材の独特の軽快な音が響きます。 
板の並び方によって、音の流れの違いを楽しめます。
◎アウリス（スウェーデン）　◎本体：カバ　打棒：カバ

1歳〜

AURTK 　 
アウリストロムメール 
クラシック 
3,500円　 
◎高さ14×直径11cm
右回り・左回りで音の印象
が違います。

AURTS 　 
アウリストロムメール 
ミュージックボックス 
3,500円　 
◎高さ14×直径11cm
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。

AURTV 　 
アウリストロムメール  
ウェーブ 
3,500円 
◎高さ14×直径11cm
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。

NKOW120MR

ふ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。

NKOW90EM

NKRP-100/C

NKKP-198/CRS

NKKP-198/IS

アウリス（スウェーデン）

アウリスというのはラテン語で「聴覚に属す」と言う意味です。「ユニークな楽
器を作り、楽器の響きを通して人々の聴覚を目覚めさせたい」という想いで、
1978年スウェーデンのヤーナに設立されました。使用する素材の音色や実用
性を様々に引き出し、その特長をかたちに表した楽器を生み出すことを出発点
としています。素材の中にある響きの可能性を刺激し、開放したいというこだわ
りのもと、自社工場で一つひとつ丁寧に楽器を製作しています。
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MC55117500  フルートオイル 20cc　1,３０0円
MC55137900  弦用オイル 30cc　1,200円
RU594008  L型調弦器　3,650円　◎13×4cm
RU594002  T型調弦器　1,200円　◎10×6cm
YK0001   ライヤースタンド　5,000円　◎おもちゃ箱（日本） 

◎材質:赤マツ　◎高さ23×幅23×奥行12cm

MC55132100   プリムライヤー1　12,500円　◎基音レ（ド〜ファに調弦可）　◎高さ4×幅44×奥行14cm
MC55132110   プリムライヤー2　12,500円　◎基音シ（ファ#〜シに調弦可）　◎高さ4×幅40×奥行13.5cm

MC55132120   プリムライヤー3　12,500円　◎基音ミ（ド〜ファに調弦可）　◎高さ4×幅37.5×奥行14cm

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
考案されました。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、音階に調弦することができます。即効的な演
奏をしたり、自由に伴奏をつけたりと幅広い可能性を持っています。

MC55122000 ボーデンライヤー 16弦　56,000円 
◎素材:メイプル・マホガニー 
◎高さ44×幅24.5cm

アウリス（スウェーデン） 
◎素材：カエデ
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。

AULBP   マイリトルライヤー　33,000円 
◎レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ　◎高さ29×幅19×奥行3cm 

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。
AULOP   アウリスライヤー キンダーハープ　34,000円 

◎レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ　◎高さ38×幅19×奥行3cm

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。 
AULNP    アウリスライヤー ペンタトニック　43,000円 

◎レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ　◎高さ38×幅15.5×奥行3cm

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。
AULDD   アウリスライヤー ダイヤトニック　５４,000円 

◎ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ　◎高さ43×幅26×奥行3cm

たてぶえを初めて楽しむ子どもたち向け。穴を押さえた時と、放したときに出る違う音を楽しみます。 
何人かで違う音域をもって演奏したり、もちろん、大人の方のグループワークなどにも向いています。 
◎お掃除棒付き

MC55101100   インターバルフルート（レーソ）　6,900円　◎素材：梨　◎高さ26.7×直径2.3cm 
※押さえた時レ、放した時ソ

MC55101200   インターバルフルート（レーラ）　6,900円　◎素材：梨　◎高さ26.7×直径2.3cm 
※押さえた時レ、放した時ラ

MC55101300   インターバルフルート（ミーシ）　6,900円　◎素材：梨　◎高さ23.5×直径2.3cm 
※押さえた時ミ、放した時シ

5音階のおだやかな音域のフルートです。5歳ごろからの子どもたちに適しています。 
◎ペンタトニック音階(レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ)　◎お掃除棒付き

MC55102000  ペンタトニックフルート　13,000円　◎素材：梨　◎高さ26.5×直径2.2cm
MC55102500   クインタ・ペンタトニックフルート　13,000円　◎素材：梨　◎高さ26.5×直径2.2cm 

※トーンブロックのないペンタトニックフルートです。

標準的なリコーダーと同じ音域、指使い。 
◎ダイヤトニック音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド)　◎お掃除棒付き
MC55103000  C-フルートドイツフィンガー　15,000円　◎素材：カエデ　◎高さ30×直径2.2cm

コロイ独自の1つ穴が多いタイプです。左手の小指を使って自然な指使いができます。 
音域は標準的なリコーダーと同じ音域です。 
◎ダイヤトニック音階(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド)　◎お掃除棒付き

MC55103100  C-フルートコロイフィンガー　15,000円　◎素材：カエデ　◎高さ30×直径2.2cm

コロイ（スイス）

コロイ社は1964年、ドイツの音楽家ノルベルト・フィッサー氏により
設立されました。『音は「静けさ」の中から生まれる。「静けさ」を聴く』
という想いから、人の心の奥へ向かう音、繊細な音で心の響きを呼
び起こすような音作りを追求しています。また、ハンディキャップを
持つ人々の作業場を作り、仕事をすることにより健康になっていくと
いう考えのもと、ハンディキャップを持った人々を含め、コロイ全体
で200人以上の人々が6ヵ国、9ヶ所の作業場で働いています。

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。中に空間があるサクラの台座に「レ・ミ・ソ・
ラ・シ・レ・ミ」のペンタトニック音階の音板が乗っています。
小さな子どもたちの初めての楽器として最適です。

MC55162710   
コロイグロッケン カリヨン　12,000円 
◎台座：サクラ 
◎高さ15.5×幅21×奥行5.5cm　◎打棒1本付

KP9784901628310   
花のこども　1,600円　B5判横
ペンタトニック音階の楽譜が約
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。音楽療法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。

MN01 
7弦12弦のための簡単な曲 
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。

KP9784901628327  
キンダーハープとカンテレ 
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。

flute lyre

MC55117500 MC55137900 RU594008 RU594002 YK0001

木の持つ特色が楽器の音となって 
心に響きます
フルートは厚みのある吹き口が特長で、呼吸をするようにゆっ
たりと吹くことができます。木の香りとやわらかい感触のフ
ルートは、使い込むほど音がなじみ、大切な楽器に育ってゆき
ます。ライヤーは、ギリシャの竪琴が原型です。こころが安ら
ぐおだやかな響きは弾いても聴いてもすてきです。弦の数、
共鳴板の木の種類によって様々な個性があります。

プリムライヤー 
9本の弦を全て同じ音に調弦できる、シンプルなライヤーです。 
多くの弦があることによって、いきいきとした色とりどりの音が生まれます。 
3つのサイズを合わせて、音楽療法や、グループワークなど多人数での演奏に向いています。 
◎素材:トネリコ、カエデ

〜 楽器の日々のお手入れに 〜

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。音楽療法
や高齢者の方の音遊びにも適しています。

MC55120100
キンダーハープ7弦　６５,000円　◎素材:トネリコ、
カエデ、ニレ　ケース付 
◎ペンタトニック音階(レ・ミ・ソ・ラ・シ・レ・ミ) 
◎高さ46.5×幅23cm

4歳〜

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弦できます。また、長調や短調
などに調弦できるので、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。

MC55121100
キンダーライヤー12弦　85,000円 
◎素材:トネリコ、カエデ　ケース付　 
◎ダイヤトニック音階 
　(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ) 
◎高さ44×幅27cm

6歳〜 8歳〜

for Music

AULBP AULOP AULNP AULDD

MC55132100

MC55132110

MC55132120

MC55102000
MC55102500

MC55103000 MC55103100

MC55101100
MC55101200
MC55101300

お掃除棒

トーンブロックとは・・・コロイのフルートにはトーンブ
ロックがついています。これがあることで、やや低くよ
り他の音と共鳴する特別な音が創り出されます。新し
いタイプのクインタはトーンブロックの機能が、唄口
の中に入ったタイプです。
※ 写真左　トーンブロックあり 

写真右　トーンブロックなし
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MC10135915   トランスパレント 11色99枚セット　800円　◎マキュリアス（オランダ）　◎高さ16×幅16cm
MC10135931   トランスパレント クリスマス色100枚セット　700円　◎マキュリアス（オランダ）　◎高さ16×幅16cm　◎赤、緑、白、青、黄色の5色セット、各２０枚入
FO810   トランスパレント 10色10枚　350円　◎フォリア（ドイツ）　◎高さ29.7×幅18.5cm
OM023   トランスパレント フレーム　160円　◎おもちゃ箱（日本）　◎大：17cm角、中：13cm角、小：10.4cm角、ミニ：7.6cm角　◎各2枚入
FO87400   トランスパレント ホワイト10枚 厚　950円　◎フォリア（ドイツ）　◎高さ29.5×幅21×cm
FO87409   トランスパレント 10色10枚 厚　1,050円　◎フォリア（ドイツ）　◎高さ29.5×幅21×cm
FO785   トランスパレント レインボー色10枚 厚　700円　◎フォリア（ドイツ）　◎高さ32×幅22.5cm
OM0２４   トランスパレントの時間　300円　◎おもちゃ箱（日本）　◎変形B5判／30ページ

MC10140915  ローズウィンドウペーパー　900円　◎マキュリアス（オランダ）　◎高さ16×幅16cm
MC30110001  エコ糊　700円　◎マキュリアス（オランダ）　◎100cc
LY540200  スティックのり 20g　250円　◎リラ（ドイツ）　◎高さ10×直径2cm　◎花の香りつき
OM018   ローズウィンドウ　フレーム　160円　 

◎おもちゃ箱（日本）　◎大：直径17cm、中：直径13cm、小：直径9.8cm　◎各2枚入

OM021  ローズウィンドウの時間　200円　◎おもちゃ箱（日本）　◎変形B5判／22ページ

ポール（ドイツ）

PA764Ｂ  子ども用はさみ（ブルー）　700円　◎高さ10.8×幅5ｃｍ
PA764Ｇ  子ども用はさみ（グリーン）　700円　◎高さ10.8×幅5ｃｍ
PA764Ｙ  子ども用はさみ（イエロー）　700円　◎高さ10.8×幅5ｃｍ
PA764Ｐ  子ども用はさみ（ピンク）　700円　◎高さ10.8×幅5ｃｍ
PA764L  子ども用はさみ・左利き用（レッド）　800円　◎高さ10.8×幅5ｃｍ
PA382S  クラフト用はさみ　1,600円　◎高さ10.5×幅4.8ｃｍ

トランスパレントペーパー
光をとおす、つるっとしたはりのあるクラフト用ペーパーです。
海外ではKITE PAPERと呼ばれ、凧作りに使われてきました。
パーツを何枚か重ねて作る星やお花は、
窓辺に飾ると重なりが美しく、季節ごとの作品を作って楽しめます。
光をとおす特色を利用して、様々な作品を作ってみてください。

ローズウインドウペーパー
やわらかな色合い、やわらかな手ざわりのクラフト用ペーパーです。
様々なモチーフを切りだして重ねてゆくと、ヨーロッパの教会の薔薇窓のような
繊細な作品ができ上がります。もちろん、ちぎったり、丸めたり、貼ったり、
自由に創作を楽しめるクラフト用紙です。

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。

「切る」と「貼る」だけで作るたのしさ 
光をとおす紙で作るたのしさ

Hand Craft

左利き用

右利き用

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。

■キッズ用はさみ 
指や手は切れないように刃先に特別な加工が施されてるので、 
安心してお使い頂けます。

■クラフト向けはさみ
細かい切込みができます。
ローズウインドウペーパー 
などの作品作りに。

作品をはさみこんで飾ることができます。

PA764Ｂ PA764ＰPA764Ｇ PA764Ｙ

PA764L

PA382S

MC10140915

MC30110001LY540200

OM018

OM021

OM024

OM023

FO785FO87400 FO87409

FO810

MC10135931MC10135915

無香料、無毒で生分解可
能な水のりです。紙だけ
でなく、コルク、フェルト
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。
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WM0700    草木染め12色羊毛 100g　2,000円 
◎素材：ウール100%

WM0701   草木染め12色羊毛 50g　1,200円　 
◎素材：ウール100%

WM0707   羊毛ナチュラル　テクセル　100g　1,000円　 
◎素材：ウール100%

WM0710   ナチュラルトーンセット 50g　1,000円　 
◎素材：ウール100%

WM0755A   フェルト草木染 パステル6色セット 濃い　4,200円 
◎素材：ウール100%　◎高さ30×幅20cm

WM0755B   フェルト草木染 パステル6色セット 淡い　4,200円 
◎素材：ウール100%　◎高さ30×幅20cm

WM0755C   フェルト草木染　基本色6色セット　4,200円 
◎素材：ウール100%　◎高さ30×幅20cm

WM0758   フェルトはぎれセット　1,000円 
◎素材：ウール100%　◎75g

WM0994A   フェルトビーズ　1,900円　 
◎30g　◎素材：ウール100%

AG2131033   フェルトニードル2本入り 細　400円　 
◎アンゲラー（オーストリア）　◎長さ8cm

AG213104   フェルトニードルホルダー付 1本　400円　 
◎アンゲラー（オーストリア）　◎長さ11.5cm

AG2131041   フェルトニードルホルダー付 4本　800円　 
◎アンゲラー（オーストリア）　◎長さ13.5cm

MC45611005   スポンジ　350円　◎マキュリアス（オランダ）　 
◎素材：植物繊維　◎高さ７×幅8.5×奥行3.5cm

KK5510140   フィンガードール　250円 
◎キンダークラム（ドイツ）　◎素材：ブナ 
◎高さ7×直径2cm

OM004   羊毛あそび　950円　 
◎おもちゃ箱（日本）　◎A5判／41ページ

羊毛
かわいい色合いのふわふわ羊毛。専用の針でつんつんすると、 
毛がからみ合ってまとまってゆき、せっけん水でごしごしこするとフェルトになります。 
あたたかみのある、たのしい手作りの素材です。

YK0002   角型織機　4,200円　◎おもちゃ箱（日本） 
◎素材：ブナ　部品：カエデ　◎30×23.5×5cm

WM0911   円形織機　2,400円　◎素材：ブナ　◎直径21.5cm
WM0345   草木染め中太毛糸50g 基本色　1,400円
WM0346   草木染め中太毛糸50g パステル色　1,400円
WM0402   レインボーカラー毛糸草木染 基本色100g　3,100円
WM0402A   レインボーカラー毛糸草木染 基本色25g　1,000円
WM0404   レインボーカラー毛糸草木染 パステル色100g　3,100円
WM0404A   レインボーカラー毛糸草木染 パステル色25g　1,000円
WM0820   草木染め毛糸4色セット 基本色　2,200円　◎25g×４個（各12m）
WM0821   草木染め 毛糸4色セット パステル色　2,200円　◎25g×４個（各12m）
WM0920   Y字リリアン　1,100円　◎素材：ハンノキ　◎高さ17cm
WM0803   Y字リリアン毛糸付き 基本色　2,400円　◎高さ17cm　◎毛糸50g
WM0804   Y字リリアン毛糸付き パステル色　2,400円　◎高さ17cm　◎毛糸50g
AG213105   リリアン　600円　 

◎アンゲラー（オーストリア）　◎素材：ブナ　◎高さ12cm×直径3cm

WM071301  
薄茶

WM071312  
赤紫

WM071306  
淡緑

WM071302  
オレンジ

WM071313  
紫

WM071307  
緑

WM071303  
サーモン

WM071314  
赤

WM071308  
深緑

WM071304  
黄

WM071315  
濃ピンク

WM071309  
紺色

WM071305  
クリーム

WM071316  
ピンク

WM071310  
水色

WM071311  
淡水色

 ■メルヘンウール単色　600円　◎20g

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

ボレ・マニュファクチャー　フィルゲス（ドイツ）

「持続可能で環境に負担をかけない製品づくりと、自然資源の保護
保存」という価値基準に基づいて製品作りをしているドイツのフィ
ルゲス社。毛糸、羊毛は有機栽培でつくられた製品に与えられるビ
オランド認証を取得しています。ドイツ産のテクセルシープの原毛
を植物染料で染めており、化学的な物質は一切使用していません。

草木染め毛糸
広い野原でのびのび育った羊の毛糸です。自然染料で染め上げているので、 
やさしい色合い。ゆびさきを動かし、時間をかけて作り上げたものは、 
子どもたちにとってたからもの。手作りの楽しみを感じるひとときです。 
太さによって、リリアンや毛糸織りなどにお使い頂けます。

たてに張った糸に、毛糸を横から上下に通して織り
を体験できます。子どもたちに使ってもらい、何度
も改良をしてこの形になりました。最大で織機の面
の大きさの織り地ができ上がります。

ものづくりのたのしさを 
子どもたちに

Hand Craft

放射線状に張った糸の中心から外に向かって毛糸を通し
てゆきます。円形の織り地は、鍋敷きやポットマットなど、
暮らしの中で使うとかわいいですね。

■草木染め中太毛糸　◎素材：ウール100%

■レインボーカラー毛糸草木染　◎素材：ウール50%	シルク50%

■草木染め毛糸4色セット　◎素材：ウール100%
よりのやわらかい太めの毛糸です。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。

6歳〜

6歳〜

OM004

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。

フェルトニードルを使う時、 
羊毛の下に置いて使います。

AG213104 AG2131041

AG2131033

こちらのニードルホルダーには 
フェルトニードル（太）が付いています。

MC45611005

WM0994A

WM0700 WM0701 WM0710WM0707

WM0345 WM0346

WM0402
WM0402A

WM0404
WM0404A

WM0820 WM0821

WM0920

WM0803

WM0804

AG213105

WM0911

YK0002 ※羊毛は別売りです。

※羊毛は別売りです。

WM0755A WM0755B WM0755C

WM0758

KK5510140
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WF5305

ヴァルトファブリック社はドイツのシュヴァルツヴァルト「黒い森」にあります。
木の新たな魅力を伝えるため、フェルトやクリスタル、革、金属など様々な素
材と組み合わせて、日々の暮らしを彩る木製品をお届けしています。美しい
環境を未来へとつなぐため、木材は全て再生可能な素材を使用し、美しい環
境と伝統的な手工芸、そして現代的な加工法を組み合わせ、製品作りをして
います。
※�自然木を使用した手作り製品のため、季節によって使用される木の種類、大きさが
異なります。

ピッグ　◎素材：カバ、マツ、ハンノキ、トネリコなど

WF5072  メモスタンド ピッグ　1,800円　◎高さ6.5×幅4×奥行8.5cm
WF5076-1  スタンディング ピッグ 小　950円　◎高さ4.5×幅2.5×奥行5.5cm
WF5076-2  スタンディング ピッグ 大　1,250円　◎高さ7×幅3.5×奥行7.5cm

ころころかめさん　◎素材：カエデ、ブナなど 
WF4080  ころころかめさん ミニ　700円　◎ボール直径：2cm
WF4081  ころころかめさん 小　1,200円　◎ボール直径：4cm
WF4082  ころころかめさん 大　2,000円　◎ボール直径：6cm

WF4080

WF5072

WF5076-2WF5076-1

WF4081

WF4082

WF9101

WF5303

WF5301

キノコ　◎素材：サクラ、ブナなど

WF5301  キノコ ミニ　400円　◎高さ3.5cm
WF5303  キノコ 小　700円　◎高さ7.5cm
WF5305  キノコ 大　1,100円　◎高さ9.5cm
WF9101  キーリング キノコ　600円　◎高さ3cm

WF5431   ウッドボウル　1,900円 
◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど　◎高さ5.5×幅15×奥行10cm

WF5453   ウッドプレート　1,700円 
◎素材：カバ、マツなど　◎高さ4×直径17cm

WF5431

WF5453

Interior

DE1313S   ウインドチャイム・クリスタル マーキュリー　9,000円 
◎ソ・シ・ド・レ　◎高さ40×直径8cm

DE1321S   ウインドチャイム・クリスタル ヴィーナス　11,000円 
◎ミ・ソ・ラ・ド　◎高さ54×直径8cm

DE1331S   ウインドチャイム・クリスタル テラ　17,500円 
◎シ・ド・レ・ファ・ソ　◎高さ85×直径14cm

DE1341S   ウインドチャイム・クリスタル マース　24,500円 
◎レ・ファ・ソ・ラ・ド・レ　◎高さ100×直径18cm

ウインドチャイム
風が吹くと、はるかかなたの星がきらめき合うような澄んだ音が響きます。マースはレ、テラはソ、
ヴィーナスはラ、マーキュリーは高いレと、それぞれ基音を持っています。聞いてここちよいと思う
ものを玄関や、窓辺に。今日もこころをすがすがしくしてくれます。
ヴィーナス　◎本体：アルミニウム、ニレ　クリスタル：スワロフスキー
マース／テラ／マーキュリー　◎本体：真鍮、ニレ　クリスタル：スワロフスキー

DE7021S  
クリスタルモビール ソロ　4,300円 
◎本体：トネリコ　クリスタル：スワロフスキー 
◎直径11cm、クリスタル直径3cm

DE7060S  
クリスタルモビール デュオ　6,800円　 
◎本体：トネリコ　クリスタル：スワロフスキー 
◎ 大きい輪：直径8.5cm、クリスタル直径2cm 

小さい輪：直径6cm、クリスタル直径1.5cm

DE1313S

DE1321S

DE1331S

DE1341S

デコア（ドイツ）

デコア社はハンディキャップを持つ人たちと共に、半世紀以上にも
わたり製品作りをしているドイツのメーカーです。「利益追求ではな
く、ハンディキャップのある方たちも仕事に携わることに意義を見
出し、各共同体と協力しながら製品作りをする」という想いのもと、
楽器、木製玩具、ウインドチャイム、クリスタルモビール等様々な種
類の個性的で、長い間使えるような製品作りを行っています。
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ディパン（ドイツ）

MC95102104   ディパンみつろうハニーコムシートセット　2,100円 
◎高さ21×幅30cm、3枚+芯（1m）

MC95102513   100%純粋みつろう クリスマスツリーキャンドル 
ナチュラル20本入　3,300円 
◎燃焼時間：約2.5h　◎高さ11×直径1.3cm

MC95102707   100%純粋みつろう ティーライトキャンドル 7ヶ入 
1,500円 
◎燃焼時間：約4h　◎高さ2×直径3.7cm

MC95102720   100%純粋みつろう ティーライトキャンドル 18ヶ入 
3,400円 
◎燃焼時間：約4h　◎高さ2×直径3.7cm

MC95102901   100%純粋みつろう エッグキャンドル　750円 
◎燃焼時間：約4h　◎高さ5×直径4cm

MC95103114   ティーライトキャンドル用ガラスホルダー　200円 
◎素材：ガラス　◎高さ2.5×直径4.5cm

MC95103116   100%純粋みつろう パーティーキャンドル 9ヶ入 
3,600円 
◎燃焼時間：約8h　◎高さ4.2×直径3.7cm

シュトックマー（ドイツ）

ST75711   キャンドル芯 直径1.3cm用　1,700円 
◎長さ12cm×80本入

ST75713   キャンドル芯 直径2.4cm用　2,700円 
◎長さ20cm×60本入

ST75716    シュトックマー みつろうハニーコムシート17枚　8,000円　 
◎高さ20×幅35cm

ST88010   シュトックマー100%みつろうチップ ナチュラル　9,000円 
◎1kg

ST56000   接着用ロウ 16本入り　1,920円 
◎素材：ワックス、みつろう、セロファン　◎高さ6×直径1cm

ケルツェンファーム ハーン（ドイツ）
カラフルで色鮮やかなティーライトキャンドルホルダー 
各1,２00円　◎高さ6×直径5.5cm

KF24307  ティーライトキャンドルグラスホルダー／ティファニースター
KF24804  ティーライトキャンドルグラスホルダー／マーケット
KF24822  ティーライトキャンドルグラスホルダー／スノータウン
透光性のある磁器で作られたティーライトキャンドルホルダー 
各1,000円　◎高さ6×直径5.5cm

KF30406  ティーライトキャンドルホルダー スノーフレーク
KF30417  ティーライトキャンドルホルダー スノーマン
KF30419  ティーライトキャンドルホルダー サンタクロース
KF30425  ティーライトキャンドルホルダー オーナメント
KF30431  ティーライトキャンドルホルダー サンタギフト
KF32407  ティーライトキャンドルホルダー ウインターナイト
KF32409  ティーライトキャンドルホルダー スノーヴィレッジ
カラフルなティーライトキャンドル。パームワックス100%を 
主原料とし、添加物や化学物質を一切含みません。
各1,000円　◎燃焼時間：約４h　◎直径3.8cm

KF092001  ティーライトキャンドル10個入り アイボリー
KF092003  ティーライトキャンドル10個入り イエロー
KF092004  ティーライトキャンドル10個入り オレンジ
KF092005  ティーライトキャンドル10個入り レッド
KF092013  ティーライトキャンドル10個入り バイオレット
KF092015  ティーライトキャンドル10個入り ブルー
KF092020  ティーライトキャンドル10個入り グリーン

Christmas

溶かしやすい細かいチップ状にし
ました。オリジナルキャンドルを作
るときや手づくりクリーム、手づく
りリップクリームを作るときに。

KF30406

KF32407 KF32409

KF30417 KF30419 KF30425

KF30431

KF24307 KF24804 KF24822

KF092001 KF092003 KF092004 KF092005

KF092013 KF092015 KF092020

MC95102104

MC95102513

MC95102707 MC95102720

MC95102901

MC95103114

MC95103116

ST88010

ST75716 

ST75711

ST75713

キャンドルの固定に 
小さくちぎって使います。
ST56000

自然木を組み合わせたシンプルな卓上ツ
リー。ダイニングテーブルや玄関先など
に飾るのにちょうど良いサイズです。

WF4360  
クリスマスツリーセット　5,850円 
◎デコレーションセット付き（星×5、天使×5） 
◎素材：カバ、マツなど　◎高さ29cm、台座：直径8.5cm

WF4211-1   クリスタルモビール スノーフレーク1　1,300円 
◎素材：カエデ、クリスタル：スワロフスキー　◎直径7cm／クリスタル：直径1cm

WF4211-2   クリスタルモビール スノーフレーク2　1,300円 
◎素材：カエデ、クリスタル：スワロフスキー　◎直径7cm／クリスタル：直径1cm

WF5178 オーナメントラウンドスター 小　700円　◎素材：リンゴ、ナシ、プラム　◎直径5.5cm

WF5179 オーナメントラウンドスター 大　800円　◎素材：リンゴ、ナシ、プラム　◎直径7.5cm
WF9722-1 オーナメント スノーフレーク1　900円　◎素材：オリーブ　◎直径5.5cm

WF9722-2 オーナメント スノーフレーク2　900円　◎素材：オリーブ　◎直径5.5cm
WF9722-3 オーナメント スノーフレーク3　900円　◎素材：オリーブ　◎直径5.5cm
WF10401  オーナメント 聖誕　900円　◎素材：カバ、ヘーゼルナッツ　◎高さ6cm
WF10402  オーナメント ウィンター　900円　◎素材：カバ、ヘーゼルナッツ　◎高さ6cm
WF10405  オーナメント フォレスト　900円　◎素材：カバ、ヘーゼルナッツ　◎高さ6cm
WF9777  オーナメントセット1　1,450円　◎素材：ポプラ（合板）　◎直径4cm
WF9779  オーナメントセット2　1,450円　◎素材：ポプラ（合板）　◎直径4cm
WF9970-1 クリスマスボール 聖誕　3,150円　◎素材：リンゴ、ナシ、プラム　◎直径6cm
WF9970-2 クリスマスボール トナカイ　3,150円　◎素材：リンゴ、ナシ、プラム　◎直径6cm
WF4100-2   キャンドルホルダー トナカイ　4,550円　 

◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど　◎直径9cm

WF4100-3   キャンドルホルダー フォレスト　4,550円　 
◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど　◎直径9cm

WF4211-1 WF4211-2

WF9722-1 WF9722-2 WF9722-3
WF10401 WF10402 WF10405

WF9777 WF9779

WF9970-1 WF9970-2

WF5178

WF5179

WF4100-2 WF4100-3


