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ケージラトル
[GK20075]　1,000円　7× 7× 5cm
中に入った小さな玉が気になって、振ってみたり、はいはいで追いかけたり。
ねんねの頃から長く遊べます。

①メルヘンラトル・オリオン
［PL7020］　12,000 円　φ 3.5㎝　L 12cm

②メルヘンラトル・シリウス
［PL7010］　7,000 円　φ 3.5㎝　L 8.5cm
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。

歯がため　ひかり
[DB4020]　1,500円　11.5× 5cm
あかちゃんの手に握りやすいシンプルな形。安心な亜麻仁油仕上げ、ブナ材使用。

木製ベビーカーチェーン
[DB4030]　3,500円　L95cm
シラカバやブナ材などの天然木を活かしたベビーカーチェーン。ベビーベッドにつけ
ても触って楽しめます。木のあたたかい感触も伝わります。木片一つひとつを充分に
乾燥させ、よく磨き、角を落としています。亜麻仁油仕上げ

歯がため　はと
[DB4021AM]　1,500円　8.5× 5.5cm
白木が美しい歯がためです。あかちゃんの手に握りやすく、お口に入れても安心なつ
くり。お手入れはよく乾燥させてください。カエデ材使用。

ベビーリング
[GK20054]　1,400円　8× 8× 8cm
リングがつながった、シンプルなラトル。小さな手に持ちやすい。

ビーズグラスパー
[SH08121]　2,500円　φ 13cm　ボール φ約 2.5cm
カラフルなボールがいくつも丈夫なゴムでつながっているので、ひっぱったり、まわ
したり・・・両手でつかめるようになった赤ちゃんにぴったり。そのままかざっても
素敵なインテリアになります。

コットンボール
[SH22955]　2,400円　φ 10cm　
柔らかいコットンに包まれたボールです。転がすとカラカラ音が鳴ります。赤ちゃん
が転がしたり投げたり、音に耳を澄ませて遊んだりといろいろと楽しみ方ができます。

歯がため　かたつむり
[DB4021BM]　1,500円　8.5× 6.5cm
あかちゃんの手に握りやすく、お口に入れても安心なつくり。カエデ材使用。

おしゃぶりクリップ　てんとう虫
［GK20080］　1,850 円  L 29cm
カラフルな木製ビーズのつながった先のてんとう虫が赤ちゃんに人気です。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どう
ぞ。

歯がため　さかな
［DB4021CM］　1,500 円　9 × 6㎝
白木で作られた歯がためです。あかちゃんの手に握りやすく、お口に入れても安心な
つくり。カエデ材使用。

リングラトル  小 
[GK20059]　800円  6× 6× 2cm

あかちゃんの最初のおもちゃは、
自分の手
舌で、唇で触れて楽しみます。手をニギニギして、首を動か
すことができるようになると、周りにあるものを口に入れた
り、触ったり、引っ張ったり、投げたりします。小さな世界
がすこし大きくなって、そして、ある日、コロンと寝返りが
できるようになり世界はグーンと大きくなります。

①

②

リングラトル  大
 [GK20060]　900円  7× 7× 2cm

クーゲルリング  
[GK20065]　900円   7× 7× 2cm

あっちこっちにと動くボールやリングがカタカタと楽しい音をたてます。つかんで、持って、振って・・・
きれいな色の動きに興味いっぱい。自然に小さな手が伸びます。
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北欧のリムジン
[DC15]　3,600円　8× 17× H8.5cm
クラシックカーのような風合いの北欧のリムジン。やさしい丸味をもったフォル
ムが特長です。

北欧のクーペ
[DC25]　1,200円　6.5× 10× H5cm
小さな手にも持ちやすいシンプルカー。後ろに
車輪が付いているのがちょっとかっこいい。

北欧の乗用車
[DC28]　1,100円　4× 7.5× H5cm
小さい手にもなじみやすく、はじめて選ぶ車
のおもちゃに最適です。

北欧のオープンカー
[DC29]　1,600円　6.5× 10.5× H5cm
男の子が大好きなオープンカー。小さいながらも
ハンドルと窓が付いている本格派です。

北欧の郵便車・小
[DC24]　2,600円　6× 13× H7cm
後ろのドアが開閉できるので、ちいさなお手紙を載せて運びます。

北欧のトラック・小
[DC21]　2,600円　7× 13× 6.5cm
荷台に荷物を載せて運んで、荷台を斜めに上げておろします。

北欧の郵便車・大
[DC14]　5,500円　8.5× 25× H13cm
後ろのボックスのドアが開閉できるので、荷物やお手紙を載せて走ります。

北欧のバス
[DC17]　5,500円　11× 26× H12cm
奥のドアの部分は開いているので、ちいさなお人形などが入れられます。運転手さん
になって走らせましょう。

北欧のトラック・大
[DC11]　5,500円　12.5× 28× H10cm
ダイナミックに遊びたい！そんな時は大きさのたっぷりしたものを選びましょう。本
物に負けないくらいしっかりとした作りです。荷台を斜めにして積んだ荷物をおろし
ます。

北欧の汽車
[DC18]　13,000円
15× 60× H12cm
先頭車両や客車には人形を乗せて、貨車には
荷物を乗せて、遊びが広がっていきます。どっ
しりと重量感があります。

Play - 遊　ぶ -

いつもいっしょ  
わたしのお気に入り
ずーっといっしょ
想い出もいっしょ

北欧シリーズ（デブレスカ・スウェーデン）
スウェーデンの森からやってきた白木の車や汽車。車の本質を形にした素朴でシンプルなフォルムが軽快です。車の本体は
マツ材、車輪はシラカバ材を使用し、亜麻仁油仕上げ。白木は使い続けるうちにあめ色に変化していきます。おもちゃとし
ての役目が終わっても、遊んだ記憶が残るインテリアとして窓辺に置くのも幸せな気持ちにしてくれます。
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[CA21801]　8,500円　15× 33cm
ひもの色・形態は写真とは異なる場合があります。
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、放すとポニーが回ります。
単純な仕掛けの繰り返しが面白いおもちゃです。

引き車　うさぎ
[CA21400]　2,900円　7× 14× 10cm
引き車は、はいはいのころのあかちゃんにとても楽し
いおもちゃのひとつです。あかちゃんの目の前で引っ
張ってあげましょう。後輪の車軸をずらすことによっ
て、うさぎが上下に動きながら前進します。

引き車　ポニー
[CA21403]　2,900円　7× 14× H18cm
あかちゃんが歩き始めたら、自分で引っ張ってあんよ
の練習。車のおもちゃの代わりにもなります。

客車
[CA21560]　3,350円　5× 40× H6.5cm
子どもたちが大好きなＳＬ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。蒸気機関車ごっこはもちろん、インテリアとしても楽しい雰
囲気を出してくれます。

貨物列車
[CA21561]　3,350円　5× 33× H6.5cm
懐かしい蒸気機関車。シュッシュポッポと煙を吐いて走っていたそのままを 4
連結の貨物列車にしました。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。

タイガーフロッシュ
[SGA10790]　3,200円　7× 11× 5cm
天然の木の色でできた縞が美しい引き車です。ひっぱ
ると、大小の車輪で口がパクパクと動きます。オーク、
カエデ材使用。

引き車　ムカデ君
[CA21302]　3,350円　Ｌ 56cm
引っ張るとパタパタとユニークな動きをします。ボッ
トン村の木工場の入り口には大きなムカデ君が、訪れ
る人を迎えてくれます。

引き車　イモムシ君
[CA21301]　3,350円　Ｌ 60cm
引っ張るとくねくねとした動き方がおもしろい引き車
です。

魚釣り
[CA21603]　7,000円   魚 L14cm　5匹　竿１本
キャンプヒルの傑作のひとつ。この魚釣りは遊びにイ
ンテリアにといろいろ楽しめます。釣り方は工夫次第。

ローダートラック
[CA21552]　8,700円　L48cm
荷台には仲間のミニカーやおもちゃを載せて運びます。3～4歳くらいになると
2つ以上のものを組み合わせて遊ぶことが大好きになります。ミニカーは別売
りです。

①クリスマスデコレーションパック
[CA22100]　3,100円　Ｈ 45cm
木製のオーナメント。クリスマスツリーに、窓辺に飾ってお部屋の雰囲気づくりに。ツリーは含まれません。
②マリアと子ども
[CA22300]　4,400円 　3× 13× 15cm
母と子のあたたかい眼差しが感じられます。お部屋の中の空気があたたまりそう。
③天使の燭台
[CA23110]　4,800円　 H23cm ろうそく穴φ 18mm
天使の光で、特別な時間、穏やかなやさしい気持ちが生まれます。

ショベルカー
[CA21550]　6,700円  9× 14cm（アームは除く）
運転台はくるくる 360度回り、アームの部分は上下に動くので、本物に近い動
きを楽しめます。とても頑丈なショベルカーです。

ダンパートラック
[CA21551]　6,900円  　9× 19.5× 10.5cm
キャンプヒルの働く自動車のひとつ。天然木で作られ、洗練されたデザインは
美しく、人気の商品です。単純な作りであればあるほど、子どもの想像力が自
由に加えられて遊びが広がっていきます。今はわからなくても、使っているう
ちに本物のよさが感触として記憶に残ります。カタログ表紙には長年遊ばれた
商品を掲載しています。

クレーン車
[CA21553]　8,700円　8.8× 16.6cm
キャンプヒルの働く自動車のひとつ。荷物を持ち上げたり、降ろしたり、車の
メカニズムを本物のように残した車です。シンプルなデザインは、子どもの想
像力がより広がる遊びに発展してくれるでしょう。このメカニズムは、今はわ
からなくても使っているうちに、心やからだに記憶が残ります。

　①

②

③

キャンプヒル共同体（イギリス） 
ボットン村の森にはたくさんの種類の木があります。森を維持するために切り出された木が乾燥され、やがておもちゃに変
わります。デザインは同じであっても、木の種類によって色合いは変わります。天然木のあたたかいぬくもりを感じるキャ
ンプヒルの製品です。（P11 にメーカー紹介掲載）
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ロッキングラビット
[LB193060]　38,000円
L90cm×Ｗ 23cm×Ｈ 57cm　座面Ｈ 34cm　耐荷量 30kg
子どもたちが大好きな木馬。木馬は子どもの成長に欠かせない大切なおもちゃです。バランス
感覚や運動感覚を養います。ローテンバッハ共同体でうさぎ型の木馬ができました。頑丈なつ
くりです。

ラオテン君
[LB192090]　22,000円
58× 35× H31cm
なめらかな曲線がやさしい印象。散らかりがちなおもちゃ
も、これに収納すれば、かわいいディスプレーになります。

クローゼット
[DB3015]  21,500円
40× 23× H57㎝

木製ベッド
[NV420B]　16,500円　
50× 27× H19㎝
しっかりとしたつくりの木製
ベッド。たっぷりとしたサイズ
です。ブナ材使用（布団付）。人
形なし。

テーブルキッチン用ボード
[NV3021]　6,600円     39× 34㎝
テーブルキッチン専用のボードで
す。タオルかけや調理器具を飾る
ことができるのでおままごと遊び
に広がりをもたせてくれます。
（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。）

チャイルドキッチン用ボード
[NV314E]　8,600円　75㎝（取り付け時全長）

タオル掛け
[NV320E]　1,800円　24.5× 8.5㎝

チャイルドキッチン ( 流し付き）
[NV309E]　38,000円　
33.5× 34.5× H45㎝

プッペンキッチン用ボード
[NV331]　7,300円　32㎝
棚やハンガーなどが付いていて小
さくても一人前。
（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。）

プッペンキッチン
[NV330E]　23,500円    34× 26× H28㎝
ひとまわり小さいプッペンキッチン。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。

レジスター
[DB7012]　7,300円     16× 18× H19㎝
お店屋さんごっこに欠かせない木製のレジ
スターです。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。レシー
ト 1巻付き。ハンノキ使用
替え用レシート [DB7012A]   100円

亜麻仁油
[AO14101]　600円   100ml
有機栽培された亜麻から採った亜
麻仁油。アウロ社（ドイツ）はエ
コカンパニーです。木製おもちゃ
のお手入れにお使いください。

テーブルキッチン
[NV302]　16,000円　43× 31× H8㎝
子どもでも持ち運びが簡単、テーブルや机の上など好きなところ
に台所が作れます。流し部分は取り外せます。コンロのつまみも
動く、優れものです。

子どもにぴったりサイズのキッチンです。オーブンの中にはいろいろ収納できま
す。別売りのボードやタオル掛けを付ければ自分だけの台所の完成です。
（写真はキッチン用ボードを取り付けた状態です）

①つい立て N
[NV750]  41,000円   93× 35× H120㎝
つい立ては空間を仕切って子どもの小さな部屋を作ってあげることができます。おままごとコーナー
やお人形遊び、お店やさんごっこなどに自由な発想で遊ぶことができます。2台を繋ぎあわせて布で
屋根を作るとさらに素敵な空間が出来上がります。
②つい立て N用　ミニ棚 2ヶセット
[NV751]  14,500円     21.5× 18× H37㎝
つい立て専用の棚です。食器棚や物置などに使用ができるのでおままごと遊びがもっと楽しくなりま
す。
③つい立て N用　木箱
[NV754]  2,300円     14× 17× H5.5㎝
つい立て専用の木箱です。木の実やフェルトのお野菜を入れたりとても便利な木箱です。下段の棚に
収まります。
④つい立て N用　屋根
[NV760]  12,500円     L66㎝
屋根を付けることにより上、後ろに綿布を掛けることができます。おままごとやごっこ遊びにより集
中をして楽しめます。
つい立て用綿布　ピンク・小
[YG10151]  5,800円     110× 185㎝
⑤つい立て用綿布　ピンク・大
[YG10141] 8,000円        110× 360㎝
つい立て専用のピンクの綿布です。お母さんの体内をイメージさせるピンクの綿布は落ち着いた雰囲
気でおままごとやごっこ遊びができます。
つい立て N屋根接合部品
[NV761]  2,700円     L20㎝
2台を合わせてドーム型にするには必要です。1台よりも2台の方が遊びの空間に広がりを感じます。
２本セット。

テーブル
[DB3011]　7,800円
40× 30× H21.5㎝

いす
[DB3012]　4,900円
24× 19.5× H27.5㎝

長いす
[DB3013]　5,800円
41× 20× H27.5㎝

ジムナスティックボール
ミニ・ナチュラル
[LB133011]  3,100円  φ 9cm

小・ナチュラル
[LB133025]  4,500円  φ 14cm
科学物質を使用せずに安全になめされ
ています。外は山羊皮、中身は羊毛で
ずっしりとした重みのあるボールです。
セラピーやリハビリにも使用されます。

組み立て式の人形遊び用家具です。
一つひとつに、ていねいな仕事がな
されています。組み合わせても、そ
れぞれの家具と調和がとれます。

＊調理器具や食器、クロスは参考商品です。

①

②

　③

④
⑤

キッチン・つい立て（ノルベルト社・ドイツ）
子どもにとって遊びは仕事。大人が行っていることを真剣に真似て遊びます。そんな時期にはファンタジーが生き生きと発
揮されるようなシンプルなおもちゃや家具を揃え、広がりのある素敵な空間を創ってあげましょう。
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ピッチャー
[MS10050]　
550円  φ 5.5cm

ティーカップ
[MS10030]　
540円  φ 5.5cm

ソーサー
[MS10040]
400円  φ 9cm

小鉢
[MS10060]
520円  φ 9.5cm 子どもの湯のみ　

[MS10020]　モノトーン
[MS10070]　赤系
各 540円　φ 6× 7cm

子どものお茶碗　
[MS10080]　モノトーン　
[MS10090]　赤系
各 840円　φ 9× 4.8cm

①穴あきお玉
［GK30711］　700 円　

φ 6cm　L 14cm
②フライ返し

［GK30712］　700 円
3.8 × L 12.5cm

⑤茶こし
［GK30716］　900 円

φ 5cm　L 7cm

① ② ③ ④ ⑤

フライパン （ステンレス）
［GK30323］　2,200 円　L 23× 12.5× 2.5cm

両手鍋（ホーロー）
[GK30204]　2,600円　L 19× 14× 7cm

カップ＆ソーサー（ホーロー）
[GK30260]　2,300円　φ 12× 7cm

木べら　穴あき
[GK30534]　250円　L  20× 3× 1cm

まな板
[GK30578]　500円 　L 20× 8× 1cm

白地に青の水玉が、なんともかわいいホーローのキッチンウェア。
女の子なら夢中になってしまう、いつまでも大切な宝物です。

ケーファーのフライパン、お鍋は高品質のステンレスから作られています。

フライパン（ホーロー）
[GK30224]　2,300円　L 25× 13× 2cm

プレート（ホーロー）
[GK30262]　1,400円　φ 16× 2cm

木べら　穴なし
[GK30535]　250円　L  20× 4× 1cm

ツールセット
[GK30600]　2,100円
L 17× 6× 5cm

深鍋（ホーロー）
[GK30234]　3,000円　L 18× 15× 12cm

めん棒
[GK30505]　750円　φ 3× L 17cm

木べら　平
[GK30536]　250円　L 16×３× 1cm

チーズおろし
[GK30679]　700円
L 13× 6× 1cm

木のボウル　大
[AG2509] 
800円  φ 9× 4.5㎝

木のボウル　小
[AG2507] 
600円  φ 7× 4㎝ 

包丁
[AG213106]    450円   L 15cm

片手鍋 （ステンレス）   
［GK30313］　2,900 円　L 23× 12.5× 8.5cm

両手鍋 （ステンレス）
［GK30303］　2,800 円　L 16× 12.5× 8.5cm

③お玉
［GK30713］　850 円

φ 5cm　L 13cm
④泡だて器

［GK30714］　800 円
L 18.5cm

おままごと

子どもの食器

おままごとが一層楽しくなる、本格的なキッチンツール。
お母さんと同じ道具を使って、お料理するイメージのバリエーションも広がります。
台所でお母さんがやっているお料理や調理に子どもたちが自分自身の特別な調理器具でお手伝いができるのは最高のことです。

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。
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[DB5015]　30,000円　57× 30× H49cm
※人形・家具は別売りです。

人形の家 2 階建（大）
[DB5013]　53,000円　58× 40× H50cm
※人形・家具は別売りです。

居間セット
[DB5035]　7,100円　暖炉 10× 4× H16cm

ドールハウス用の家具のセットです。ファンタジーの世界により広がりをもって遊べます。※人形は別売りです。

子ども部屋セット
[DB5039]　7,100円　二段ベッド 16.5× 7× H10cm

台所セット
[DB5036]　7,600円　冷蔵庫 13.5× 4.5× H5.5cm

バスルームセット
[DB5037]　7,100円　バス 13× 5.5× H6cm

ドールハウスで大活躍のお人形をつくるキットです。
フェルトなので、針仕事が苦手な方でも気軽に作ることができます。

ドールハウス
木のおもちゃは、まったく同じものはありません。木目や、節など使用する木の表情が違うからです。自然に育った木目を損
なわず、素材そのものを活かす作業をできる限りしています。例えば、人形の家の２階建（大）にある煙突の屋根のように、
切り抜いた部分の流れがつながるようにするには、板の選び方や注意深くていねいな作業が必要となります。そうした作業は
手作業でしかできません。一つひとつていねいな仕事がなされ、調和を持つように組み立てられた製品は、それぞれ自然の個
性が現れていきます。ドールハウスは人形の友達です。ドールハウスには羊毛で作った人形やちいさな人形が似合います。木
切れの家具で家財道具を作ったり、ドールハウスの壁に小さな絵を飾ったり、子ども自身が織機で織った敷物を使うこともで
きます。子どもは、その時々に部屋をどう変えていこうかと考えることが楽しくてしかたないのです。

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
四角のフェルトから躍動感のある犬や
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。
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おうちの積み木 ナチュラル  
「GK23264 ]　7,000円 　22× 7× 16cm
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。きれいな白木の木肌が時間と共にいい風合いに変わります。お片付けもパズルのように楽しく。

ボットン村のつみ木
[CA21200]　6,300円 　25× 21× 5.5cm
キャンプヒルで作られています。円柱、トンネルな
どかわいいパーツが入っています。キューブ型は
角がやさしく滑らかに仕上げてあります。28ピー
ス木箱入り

ペルレ  
 [IL2102]　3,000円　φ 10× 13cm 18個入り　ビーズのサイズ約 3cm
カラフルな木製ビーズをひもに通す表情は真剣そのもの。指先を使って、集中して遊ぶ時間も子どもには必要です。18個入りの大きなビーズと 40個入りの小さなビーズの
2種類。

積み木のお船
[DB1351]　3,900円 　8× 22.5× H6.5cm  
船の甲板部まではずれるので、部位は8個に分かれま
す。コンパクトな中に型はめ、棒通しなどの手先を使
う要素がいっぱいです。あかちゃんから幼児期まで、
長い間子どもたちの遊びの中で役立ちます。素材その
ものの色のトーンもきれいです。

フォルマ
[IL2009]　5,200円　17× 15× 17cm  
おうちの形の型はめパズル。赤い屋根のどっしりしたおうちは、お座りしてじっく
りと遊べます。4種類の形の違う積み木がぴったりはまった時は最高の気分！うれ
しい笑顔が広がります。可動式のしきり板を下げれば、中身を取り出すことができ
ます。

バッティ
[IL2070]　5,200円 　23× 9× 12cm
木製のトンカチでたたくとペグが引っ込む、全部たたくと裏返し、自分でできるのが楽しくて、何度も飽きずに遊びます。4色の木のペグをたたく音も楽しいハンマートイ。

ツリーブロックス
[DE5454]  9,000円   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。サクラ、リンゴ、オレンジ、レ
モンなどの木でつくられています。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）

ジラ
[IL2050]　3,500円　φ 13.5× 12cm
円柱型のケージに丸い窓が開いた、かわいいベビー向け玩具。お座りの頃、穴か
らキューブをぽとんと中に落とすのが楽しくて、夢中になって繰り返し遊びます。
ケージを逆さにして振れば、キューブが簡単に出てきます。

お山のつみ木
[DB2030]  3,200円 1kg
「お山のつみ木」は自然な形態を活かして作られます。木の皮が付いたものや変わった木目のもの、いろいろな表情を持った積み木に仕上がります。この積み木の大きな特長
はどの一片をとっても、二つと同じものがないことです。遊んでいるうちに皮がむけると、また違った表情を見せます。次にこの積み木で遊ぶときは、また一つひとつが違っ
たものに見立てられます。ニレ、ブナ、白樺、ハン、柳など多種類の木が使われ、亜麻仁油を使って仕上げています。ドライブラッター社の手仕事による製作は、子どもの手
で遊ばれることで、自然や製品に対する思いが伝わると考えています。

ペルリネ  
 [IL2104]　3,700円　φ 8× 10cm　40個入り　ビーズのサイズ約 2cm

積み木 レシオ
積み木は長い間楽しめるおもちゃです。物がつかめるようになったら 5、6 個、他のおもちゃの間に置いておくと、積み上げ
て遊んだり、握って遊んだりします。積み木を使って何かを作ろうとするのは幼稚園に入ってからです。その時期がきたら、
積み木を全部出して遊ばせてあげましょう。

レシオは、1975 年からイタリアで木製玩具を作り続けているメーカーです。創設者は、クルト・ネフ氏とも交流があり、子ど
もを中心に考えた玩具開発を続けてきました。世の中の流行に流されるのではなく、子どもにとってより良いものを届けるこ
とを目指しています。
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円錐積み木
［SH11000］大　5,000 円　φ 13 × 23.5㎝
［SH11010］小　2,300 円　φ 8 × 13㎝
順番に通したり、はずしたり、転がして遊ぶことができます。

はめこ　
［SH10351］　赤　
［SH10350］　青　各 4,000 円　φ 11.3 × 8.5㎝
ハンの木を使用。おままごとにも積み木にも、小物入れにも使えます。ギフトにと
ても喜ばれます。

虹色トンネル
［SH10700］　大　4,700 円　17 × 6.5 × 9㎝
［SH10760］　小　2,600 円    10.5 × 4 × 5.5㎝
ハンの木を使用。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。一つずつのレインボーはシーソーにもなります。

レインボーカラーロール
［SH08503］　5,400 円　φ 15cm
転がして楽しい大きなガラガラ。お座りができるころ
から遊べます。鈴と木球が転がってコロコロかわいい
音もします。

カラーチャートブロック
［SH40376］　12,000 円     30.5 × 24 × 4cm
色鮮やかな積み木です。ドミノにしたり、横向きに並べて道路にしたり、
子どもの想像力で遊び方はどんどんと広がります。きれいな色のグラ
デーションは順番に並べたり、グループに分けたりと遊びながら色彩感
覚が身につきます。

虹色トンネル　特大     　
［SH10670］　12,000 円　38cm
順番にはめていくだけでなく、上に載せて積んだり、シーソー遊びにしたりと子どもの遊びが広がる積み木です。トンネルや車庫になって、車や汽車との相性も抜群。1本の
木をくりぬいて作っているので継ぎ目もなく、遊び終わったら部屋に置いておくだけでも素敵なインテリアに。ちいさな子なら中を通れるほど大きな虹色トンネルは、特別な
プレゼントにもぴったりです。

虹色スパイラル
［SH80050］　2,700 円　L52cm
シンプル、でも魅力的。まっすぐ縦に持って、逆さに
するとカラフルなリングが滝を落ちるように回ってい
きます。大人もみてしまうスパイラル、ちいさな子ど
もは、何度も何度も繰り返し夢中になります。

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

ビーズグラスパー
[SH08121]　2,500円　φ 13cm　ボールφ約 2.5cm
カラフルなボールがいくつも丈夫なゴムでつながって
いるので、ひっぱったり、まわしたり・・・両手でつか
めるようになった赤ちゃんにぴったり。そのままかざっ
ても素敵なインテリアになります。

木製カラービーズ　20mm　60 個入り
[SH10220]　2,700円

コットンボール
[SH22955]　2,400円　φ 10cm　
柔らかいコットンに包まれたボールです。転がすとカ
ラカラといい音が鳴ります。
赤ちゃんが転がしたり投げたり、音に耳を澄ませて遊
んだりといろいろと楽しみ方ができます。

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。

グリム
シュタイナーやモンテッソーリなどの思想をもとにデザインや製造が行われています。シンプルな形と美しい色にこだわって
作られているため、想像力を膨らませながらずっと遊び続けられるだけでなく、インテリアとしても素敵な空間を作り出します。
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森の影ゲーム
［WK7110］6,000 円　38.5 × 58.5㎝
部屋を暗くして、ローソクの明かりを灯して遊ぶゲームです。木のかげに隠れて、明かりに照らされないように逃げていきます。キャンドルを使うゲームは大変珍しく、ゆらめ
く炎にこびとや木の影が幻想的で子どもたちはわくわくします。木とこびとは木製、組み立て式。ボードは厚紙。

こま　逆立ち
［GK25097］　400 円

4 × 3 × 3cm
回してみると、あれあれ、不思議。くる
りと逆立ちします。
色はお任せください。

ブラックピーター
［WK9710］　2,000 円

11.5 × 7.7 × 1.1cm
ブラックピーターを引いた人はだれか
な？トランプのジョーカーをかわいいブ
ラックピーターに仕立てました。

こま　りんご（大）
［GK25098］　450 円

6 × 4 × 4cm

メルヒェンカルテット
［WK9720］　2,200 円

11.5 × 7.7 × 1.5cm
グリム童話でおなじみの 8編が入ってい
ます。メルヘンのお話（4枚で 1編）を
一番多く完成させた人が勝ち。

こま　りんご（小）
［GK25099］　400 円

4 × 3 × 3cm

アルファベットカード
［SH40415］　2,200 円

11 × 7.3 × 1.4cm
ABC アルファベットのカードが 32枚分。
それぞれのカードの文字で始まる動物の
絵とつづりが書かれています。カラフル
な文字で単語を作ったり、絵と言葉と文
字の音を組み合わせて遊べます。子ども
たちにとって楽しくアルファベットを覚
えられるカードです。

シュニップシュナップ
［WK9750］　2,700 円

11.5 × 7.7 × 2cm
もち手のカードを 1枚ずつ同時に出し
て、同じ模様のカードが出たら当たり！
シュニップ！シュナップ！と掛け声をか
け合って、一番早くカードを取った人の
勝ち。

アニマルカルテット
［WK9740］　2,200 円

11.5 × 7.7 × 1.5cm
山にすむ動物、空を飛ぶ動物・・・共通
性のある動物の種類ごとに集めていく
ゲームです。一番多く動物のセットを
作った人が勝ち。

おままごとにも大活躍しそうな、かわいいリンゴの形のコマ。
色はお任せください。

バケツ
赤　[GK35054]　2,300円
青　[GK35056]　2,300円
黄　[GK35057]　2,300円
φ 17× 15cm

砂ふるい
赤　[GK35044]　1,000円
青　[GK35046]　1,000円
φ 15× 2.3cm

ミニ熊手
赤　[GK35224]　850円
青　[GK35226]　850円
L24cm

じょうろ
赤　[GK35074]　3,500円
青　[GK35076]　3,500円
10× 17.5cm

ミニシャベル
赤　[GK35114]　750円
青　[GK35116]　750円
L22cm

バランスバイク　赤
[IL2015]  17,500円　35× 75× 50cm

バランスバイク　緑
[IL2016]　20,000円　40× 85× 57cm

外遊び
お砂場の必需品。元気な子どもの遊びのお手伝いをします。しっかりしたスチール製。遊びがぐっと広がります。

バランスバイク
ペダル、チェーン、ブレーキがなく、自分の足で蹴って乗る乗用玩具です。本格的な自転車に乗る前にバランス感覚を養え
ます。高さ調節可能なシートとゴム製のハンドル、本体は木製です。赤は 2 歳以上、緑は３歳以上のお子様対象。組み立て式。

ゲームなど
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