認証・マーク紹介
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。
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

・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
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つなぐ
めまぐるしく変わってゆく現代に、
おもちゃ箱が未来につないでいきたいもの。

Organic Basics
オーガニックをベーシックに

for Everyone

時間がたっても心に残るのは、
素材を大切にしたものではないかと思うのです。
“残したい”
“つなぎたい”
“贈りたい”そう思える記憶に残るアイテムをお届けします。

素材
あなたがあなたらしく、
私が私らしくあることが心地よいと感じるのと同様に、
自然のバイオリズムにあわせて作られた商品には、
たくさんの魅力がつまっています。
自然の形を変えることなく、
素材を大切にした商品をお届けします。

創り手
素材と向き合い、
技術を尽くす。
使う人も創る人も幸せを感じる。
地域を愛し、
土壌を持続させる。
様々な創り手の想いが見えてくる様な、
誠実に創られたアイテムをお届けします。

あなただけのアイテム
幼稚園から始まった「おもちゃ箱」から、
誰もが笑顔になる、創り手の想いをのせたアイテムをお届けします。
オーガニックが暮らしの当たり前になっている、
ヨーロッパを中心とした地域から届いた商品たち。
商品と使う人に対する、創り手の誠実な想いを感じてください。

物との出逢いから新しい出逢いが始まります。
同じ商品でも、
受け取った人によって様々にかたちを変えます。
手にしたそのアイテムが素敵に光を放つような、
あなたらしい使い方を見つけてください。

ヴァルトファブリック

04
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16
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ころころシリーズ
木を熟知している職人だからこそうまれたころころシリーズ。
木のなめらかな感触を感じてください。
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

WF4035
ころころかたつむり 1,600円

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

◎素材：カエデ、ブナなど
◎ボール直径：4cm

WF4080

あいきょうたっぷりの
表情がかわいい

WF4082

WF4081

WF4078
ころころかめさん ビー玉 900円
◎ビー玉直径：2cm
ヴァルトファブリック（ドイツ）
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

各1,200円 ◎ボール直径：3cm ◎素材：カエデ、ブナなど

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

木の状態を見て、職人が一つひとつ命を吹き込みます。
商品それぞれの表情や木肌の違いを感じてください。

◎素材：カエデ、ビー玉

ころころアニマル

※ビー玉の柄はお任せください。

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。

幸運を呼ぶピッグシリーズ
ドイツではブタは幸せをもたらすといわれており、

WF2108-1 ネズミ

WF2105-1 ネコ

WF2102-1 トナカイ

新年や新しい出発のときにブタグッズを交換する習慣があります。
◎素材：カバ、マツ、ハンノキ、
トネリコなど
WF2111-1 ゾウ
WF5076-1
スタンディング ピッグ 小 950円

WF2117-1 ヒツジ

WF2114-1 キリン

WF5078
フライング ピッグ 1,250円

◎高さ4.5×幅2.5×奥行5.5cm

◎高さ4.5×幅2.5×奥行6cm

パズル

WF5076-2
スタンディング ピッグ 大 1,250円

WF5079-3
飛んでいる子ぶたちゃん

◎高さ7×幅3.5×奥行7.5cm

1,600円
◎高さ4×幅6×奥行2cm
◎オイル仕上げ

白木の温もりを感じられる、
とてもかわいいアニマルパズル。
自分の好きな色に塗ってもかわいい
各2,250円 ◎素材：カエデ
WF4536 トナカイ ◎高さ10cm
WF4539 ゾウ ◎高さ8.5cm
WF4540 ネコ ◎高さ8.5cm

WF4536

WF4539

WF4540

WF5072
メモスタンド ピッグ 1,800円
◎高さ6.5×幅4×奥行8.5cm

キーリング

WF5076-11
シッティング ピッグ 小 900円

各500円 ◎素材：カエデ

◎高さ6×幅3×奥行6.5cm

WF9114 ネコ ◎高さ3.5cm
WF9116 ゾウ ◎高さ4cm
WF9124 ウサギ ◎高さ3cm

WF9114

WF9116

WF9124

WF5076-21
シッティング ピッグ 大 1,250円
◎高さ6.5×幅3.5×奥行7.5cm
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WF5079-1
立っている子ぶたちゃん 1,350円
◎高さ3.5×幅5.5×奥行1.7cm ◎オイル仕上げ
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キノコ
◎素材：サクラ、ブナなど
WF5301 ミニ 400円 ◎高さ3.5cm
WF5303 小 700円 ◎高さ7.5cm

WF9101

WF5305 大 1,100円 ◎高さ9.5cm
WF9101 キーリング 600円 ◎高さ3cm

果樹園の古木から作られた
木の魅力を伝える小物たち
ていねいに磨かれた表面には自然そのままを感じられる天然の模様が浮かんでいます。
ヴァルトファブリックの職人技と自然の力を感じていただけるアイテム。
シーズンにより様々な木材を使い分けているので、どんな子が届くかも楽しめます。

WF5301

WF5303

WF5305

洋ナシ／リンゴ／ハート
◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど
WF5318 洋ナシ 950円 ◎高さ8×直径3.5cm
WF5328 リンゴ 950円 ◎高さ6.5×直径6.5cm

幸せを運ぶハミングバード

WF9106 キーリング ハート 700円 ◎高さ3.5×幅4×奥行2cm

WF4701
モビール バード 2,450円
◎素材：カエデ
◎高さ13×幅13×奥行2.5cm

ハリネズミ／ふくろう／ラビット
◎素材：カバ、セイヨウトネリコなど

WF5318
WF4354-1
シッティング ハリネズミ 1,０5０円
◎高さ3.8×幅7×奥行2cm

WF5328

WF9106

WF4354-12
スタンディング ハリネズミ 1,25０円
◎高さ5×幅7.5×奥行1.5cm

WF4349-2
スタンディング ふくろう 1,650円
◎高さ7.5×幅5×奥行2cm

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
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WF2511-1

WF2511-2

WF2512-1

スタンディング ラビット 小 88０円

スタンディング ラビット 大 1,35０円

シッティング ラビット 88０円

◎高さ10×幅6×奥行2cm

◎高さ15×幅7×奥行2.5cm

◎高さ8.5×幅6.5×奥行2.5cm

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
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ク
 リスタルモビール スパイラル
◎素材：カエデ
※クリスタルはすべてスワロフスキーを使用。

幸せを運ぶモビール
スワロフスキー社のクリスタルと天然木を組み合わせたモビール。
サンキャッチャーともいわれ、日照時間の短い北欧などで
太陽の光を少しでも効果的に取り込むために使われています。
わずかな太陽の光でも空間のエネルギーを拡散させ、
気を整えてくれるといわれてます。
光と風を感じ、季節の移り変わりも楽しめるインテリアです。

WF4222 

WF4227 

シンメトリー2 3,700円

トリプル 2,800円

◎高さ23.5cm、クリスタル直径3cm

◎高さ20cm、クリスタル直径２cm

WF4221 

WF4228 

シンメトリー1 2,800円

ダブル 2,800円

◎高さ25.5cm、クリスタル直径２cm

◎高さ30cm、クリスタル直径２cm

クリスタルモビール
◎クリスタル直径２cm
※クリスタルはすべてスワロフスキーを使用。

WF4205
スター 1,800円
◎素材：ハンノキ ◎高さ8.5cm

WF4242

※テグスは付いておりません。

サン 2,400円
◎素材：ハンノキ ◎直径12cm
※テグスは付いておりません。

WF4278
リング 2,000円
◎素材：ハンノキ ◎直径10cm

DE7021S
クリスタルモビール ソロ 4,300円
◎デコア（ドイツ）
◎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
WF4291
リーフ 2,200円

WF4299

◎素材：ハンノキ ◎高さ17cm

メープル 2,500円

WF4298
オーク 2,500円

◎素材：サクラ ◎高さ12.5cm

WF4293
クリスタルモビール ツイスト 3,250円
◎素材：サクラ
◎高さ28cm、クリスタル直径２cm
※クリスタルはスワロフスキーを使用。

WF5190
ウッドモビール ツイスト 3連 2,300円
◎素材：リンゴ、ナシ、プラム
◎高さ30cm

◎デコア（ドイツ）
◎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

◎素材：サクラ ◎高さ14cm
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ソフトトイ
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だちになれそうです。
各5,800円 ◎高さ32cm

Frederik

世界一幸せな国デンマークからうまれた
オーガニックコットンを使った
ベビー＆キッズ コレクション

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」

FF17018001 モンキー

FF15024003 タイガー

FF15024004 ラクーン

FF15024005 フォックス

一緒にお出かけしたり、一緒に眠ったり。
大切な時間を共に過ごす友達だから
安全なオーガニックコットン、安全な染料を使用したものを選んで欲しい。
デザイナーのあたたかな想いが込められた仲間たち。

カドリートイ
子どもたちの大好きなふかふか柔らかい触りごごちのぬいぐるみ。
毛足の長いコットンフリースです。
各5,０00円

FF18014001 

FF18014004 

FF18014005 

白うさぎ ◎高さ32cm

黄りす ◎高さ25cm

グレーきつね ◎高さ25cm

プルトイ
一緒にお出かけ、お散歩にも。
子どもの歩行を促します。

ニッティングドール
一つひとつ手編みの優しさを…
各4,200円 ◎高さ20cm

FF15013142

フォックス ５,０00円 ◎長さ23cm

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。お絵かきや工作を楽しんだ

FF15013141

タイガー ５,０00円 ◎長さ23cm

FF15013151
バードファミリー
８,０00円 ◎長さ27cm

FF15025001 ホワイトベア

FF15025002 ペンギン

子ども時代の経験と母親ならではの視点から生まれるアンヌマリーの商品は、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。布製品にはGOTS認証を受けたオーガニックコットン、木製品の一部にはFSC認証を受けた
木材を使用しています。また製品の安全性だけでなく、繊維産業が抱える環境汚染問題や労働環境問題に向き合ったも
のづくりをおこなっています。
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ソフトトイ スリム
小さい中にも赤ちゃんが夢中になる仕掛けがたくさん詰まっています。

オーガニックスモック

口に入れても安全な染料を使っているので安心してお使いいただけます。
各2,800円 ◎高さ２0cm

お食事中だけでなく、お絵描き遊びやお砂場遊びにも。
幅広い年齢の子にも使えるデザイン性の高いスモック。
各4,300円 ◎着丈48×身幅40×袖丈36cm ◎2~5歳用（９０〜１００cm）

FF16023021 モンキー

FF16023022 タイガー

FF16023023 ラクーン

FF16023024 フォックス
オーガニックコットンに
アクリルコーティングを

FF17012102 ピンク

しているため、お手入れ

カドリークロス

が簡単です。

おやすみやお出かけのお供にぴったりの、タオルのような薄地のぬいぐるみ。

オーガニックビブ

オーガニックコットンに

各2,700円

しているため、お手入れ

アクリルコーティングを

感触を楽しむ赤ちゃんのファーストトイに。
各４,５00円

FF17012101 グレーボーダー

が簡単です。

◎高さ30×幅23cm

キッズリュック
背負っている姿がとてもかわいいキッズリュック。取り出し口は扱いやすい紐タイプ。

FF18014011

FF18014012

FF18014013

白うさぎ ◎高さ26cm

黄りす ◎高さ34cm

グレーきつね ◎高さ32cm

各６,７00円 ◎高さ32×幅25×奥行15cm

ドール ファニチャー
大切なぬいぐるみのおねんね、お食事用に。おままごとの必須アイテム。
※すべて組み立て式です。

ラトル
FF17012002 スワン

FF15027013 ドッグ

各3,500円 ◎高さ約13cm

FF13011012

FF13011013

FF15012001 モンキー ブルー

FF15012004 モンキー カーキ

おしゃぶりホルダー

FF10022051

FF10022052

タイガー

ホワイトベア

ペンギン

◎直径17×高さ12cm

◎長さ32×幅23cm
※ソフトトイ モンキーは別売です。

FF13011011

ベビーカーチェーン

各2,400円 ◎長さ22cm

FF16022011 フォックス

テーブル 2,000円

ベッド 4,000円

FF15025011

FF16022012 タイガー

チェア 2,000円
◎高さ19×幅12×奥行12cm

◎長さ38cm

FF10022030 スノーアニマル 6,000円

FF15022006

FF17017002

FF15022005

タイガー

ブルータイガー

ラクーン

ぬいぐるみ用のかわいいリュック。

FF12014010

FF15013121 バード 5,500円

12

スリング 4,000円 ◎高さ42×幅29cm
※ソフトトイ モンキーは別売です。

ベッド用の布団＆まくら

FF13012030

ピロー＆キルト 1,650円
◎キルト高さ27×幅27、ピロー長さ13cm
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アクティビティトイ

オルゴール

白いお花や葉っぱはシャカシャカ音がします。りんごはプラスチックのミラー、ゾウとフ

モチーフを引っぱると曲が流れます。

クロウは音が鳴ります。アクティビティジムやベビーカー、ベビーベッドなどに取り付
けることができます。

曲は「シューベルトの子守唄」
各6,000円

ピンクタイガー／ブルーラクーン 各6,700円

◎高さ18cm

ピンクモンキー／ブルーモンキー 各5,000円
◎高さ27cm

FF14012011 タイガー

アクティビティジム

FF17013034 ピンクタイガー

FF16023031 ブルーラクーン

FF17013043 ピンクモンキー

FF16023041 ブルーモンキー

FF10022061 ホワイトベア

FF10022062 ペンギン

FF17016012 スワン 5,000円 ◎高さ２３cm

折りたたんだり展開したりできます。

オーガニックブランケット

軽量で持ち運びが簡単なので、ご自宅内での移動もらくらく。

オーガニックコットンの優しい色合い。しっかりとした厚みでやさしく包みます。

つい散らばりがちなオムツやおしりふきなどを入れて、ベビーグッズ入れにも。

各8,900円 ◎高さ100×幅70cm

たっぷり入り、軽くて持ち運びやすい。

また、旅行やアウトドアでも活躍します！
穴が空いているのでアクティビティトイなどを取り付けられます。

トイボックス
各4,200円 ◎直径21×高さ２３cm

FF14014001
ナチュラル 13,500円
◎高さ60×幅95cm ◎重さ：1.15kg

FF16019031 グレー

ベビーサークル

FF17013001 ピンクモンキー

FF1701300２ ブルーモンキー

寝返りを打ちはじめた赤ちゃんを守る囲いや、座りはじめた赤ちゃんの背の支えに。
授乳クッションとして、ママの背中の支えにも。

FF16019033 ピンク

各8,900円 ◎直径96cm

FF17014001 ホワイト

年齢や成長にあわせた使い分けができるマット＆サークル。

FF17014002 ブルー

ベビーマット

ベビーマット

しっかりした厚みで転んだ時も安心なベビーマット。

シャカシャカ音のなるお花や、
鼻が伸びるゾウなどの飾り

各9,000円 ◎直径96cm

が楽しいベビーマット。

アクティビティジムの下でもお使いいただけます。

FF16011010
アニマル 8,000円
◎高さ９８×幅９８cm

FF17014011 ホワイト

14

FF17014012 ブルー
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小さい頃に本物の音色を
心に響く安らぎの音

NKRP-100/C

NKOW90EM

NKOW120MR

カスタネット 1,100円

シェイカー ５50円

マラカス ７00円

◎中埜楽器（日本）

◎中埜楽器（日本）

◎中埜楽器（日本）

◎素材：ブナ

◎素材：ゴムノキ

◎素材：ゴムノキ

◎直径6cm

◎高さ5.5cm

◎高さ12.5cm

※色はお任せください。

※色はお任せください。

アウリス トロムメール

木や真鍮の澄んだ音色に耳を傾けてみてください。
慌ただしい毎日の癒しのときになるでしょう。
あなたやお子さまにも混じり気のない本物の音を届けます。

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。
各3,500円
◎アウリス（スウェーデン）
◎本体：カバ 打棒：カバ
◎高さ14×直径11cm
右回り・左回りで音の印象が違います。

規則性の無い音の配列は、軽快な

右回りでも左回りでも同じ音階の

AURTK クラシック

音の運び、気分を楽しくします。

なめらかな音色が連なります。

AURTS ミュージックボックス

AURTV ウェーブ

グロッケン
真鍮でできた鍵盤からキレイな音が響きます。
小さなお子さまに、本当の音を聞かせることは、かけがえのない宝物となるでしょう。

シェルズグロッケン

ウインドチャイム・クリスタル

初めての楽器

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。

ふると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。

テラはソ、ヴィーナスはラと、それぞれ基音を持っています。

各2,500円

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。

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、

◎中埜楽器（日本） ◎素材：ゴムノキ、真鍮 ◎高さ6.3×幅8.2×奥行2cm

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。
◎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 

AUKAD008 

ペンタトニック7音 9,500円

ダイヤトニック8音 11,000円

◎高さ３×幅21×奥行12cm

◎高さ３×幅23×奥行13cm

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。
◎アウリス（スウェーデン）
◎台座：カエデ 音板：真鍮 ◎打棒2本付
DE1321S

DE1331S

ヴィーナス 11,000円

テラ 17,500円

NKKP-198/CRS 星空

●ダイヤトニック音階
ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド

◎本体：アルミニウム、ニレ

◎本体：真鍮、ニレ

美しいメロディーを奏でることができます。

クリスタル：スワロフスキー

クリスタル：スワロフスキー

◎ミ・ソ・ラ・ド

◎シ・ド・レ・ファ・ソ

●ペンタトニック音階

◎高さ54×直径8cm

◎高さ85×直径14cm

NKKP-198/IS てんとう虫たち

AUKPH 

AUKDH008 

ペンタトニック7音 13,500円

ダイヤトニック8音 14,500円

◎高さ３×幅19×奥行１1cm

◎高さ３×幅22.5×奥行１1cm

ドとファを抜いたレ、ミ、ソ、ラ、シの5音階。
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。
どんなリズムや順番に奏でても曲に聞こえる不思議な魅力を持った音階です。
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
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スウェーデンの森からやってきた
働きものの車たち
自分が小さい頃に遊んでいた木の車。
いつしか子どもが遊ぶようになり、さらに孫へとつながっていく…。
そんな世代を超えて手渡せるおもちゃです。
木の色の変化を楽しみながら、
自然の木と手づくりの温もりを感じてください。

後ろの
ボックスのドアが
開閉できます。

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

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

デブレスカ（スウェーデン）

DC2３ 北欧の消防車 小 ２,３00円 ◎高さ6×幅13×奥行6.5cm

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暮らしています。
◎本体：マツ 車輪：シラカバ 全体：亜麻仁油仕上げ
DC28
北欧の乗用車 1,100円

荷台を斜めにして

◎高さ5×幅7.5×奥行4cm

積んだ荷物をおろします。

DC11 北欧のトラック 大 5,500円 ◎高さ10×幅28×奥行12.5cm
DC29
北欧のオープンカー 1,600円
◎高さ6.5×幅10.5×奥行5cm

DC21 北欧のトラック 小 2,600円 ◎高さ6.5×幅13×奥行7cm
DC25
北欧のクーペ 1,200円
◎高さ5×幅10×奥行6.5cm

DC15 北欧のリムジン 3,600円 ◎高さ8.5×幅17×奥行8cm

DC17 北欧のバス 5,500円 ◎高さ12×幅26×奥行11cm
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DC18 北欧の汽車 13,000円 ◎高さ12×幅60×奥行15cm
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カラフルな棒にさすタイプのさし積み木。
SH11010
円錐つみ木 小 2,600円
◎グリム（ドイツ）
◎素材：シナノキ ◎高さ13×直径8cm

カラフルな木球がゴムでつながって、
動きを楽しめます。
SH08121
ビーズグラスパー 2,500円
◎グリム（ドイツ） ◎素材：カエデ
◎直径11cm ボール直径約3cm
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

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、創る人の手から、
あそぶ人の手に伝わってゆきます。
積み木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。

ドカラーチャートブロック
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はお部屋の雰囲気を明るくします。
SH40376 12,000円 ◎グリム（ドイツ）
◎素材：シナノキ ◎高さ24×幅30.5×奥行4cm

虹色トンネル

ツリーブロックス

橋やトンネル、フェンスや小さなお家にも見立てられる、

遊びの幅が広がる積み木です。

多様性を持った積み木です。

自然木をそのまま活かしているので、想像力を高めます。

順番にはめていくだけでなく、上に重ねて積んだり。

また、2、4、6、8、10cmと倍数の厚みになっているので、

遊び終わったら部屋に置いておくだけで素敵なインテリアに。
◎グリム（ドイツ） ◎素材：シナノキ

機能的に積み上げることができます。

SH10670 

※自然木のため、多少のひびや亀裂がある場合があります。

特大 12,000円
◎高さ18×幅38×奥行7cm

DE5454 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）

SH10239 

◎2.5kg布袋入り

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

SH10581 
虹色のこびとたち 5,800円
◎グリム（ドイツ）

SH10700 
SH10760

大 4,700円

小 2,600円

◎高さ9×幅17×奥行6.5cm

◎素材：ハンノキ、カエデ
◎1体：高さ6×直径3cm

◎高さ5.5×幅10.5×奥行4cm

「虹色トンネル」や「はめこ」と組み合わせる

はめこ
積み木にも、小物入れにも
使えます。
各4,000円
SH10350 青
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SH10351 赤

◎グリム（ドイツ）

ことでより一層楽しめます。

お山のつみ木
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、

おうちの積み木 ナチュラル
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・
・
・

◎素材：ハンノキ

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。

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。

◎高さ8.5×直径11.3cm

DB2030 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

GK23264 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
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もっとなかよくなれる
家族と仲間のためのゲーム
ボードゲームが盛んなドイツでは、夕食を食べてからお風呂に入るまでの時間に、
家族でボードゲームをする習慣があります。
ミラニウッドのゲームも大切なコミュニケーションツールとして使ってもらうため、
手軽に遊べるゲームが中心です。
子どもと大人が一緒に楽しめるよう、平等に競える工夫がいっぱいです。

先を読む力

記憶力

ウォール

ミラニウッド
（イタリア）

レンガを積んで
勝利の壁を築こう！

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

判断力

広東風
チャーハン遊び
食いしん坊よ、チャーハンをつかめ！

集中力

クレイジービル
高いところに登るのはどちらかな？

二人で向かい合って、サイコロの目に従って

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。

できるだけたくさんつなげていきます。

その上に工事のおじさんのコマをおいていきます。

全部積み上がったらゲーム終了。

ビルを崩さずに、登った高さを競います。

つながった数で得点を競います。

MIMCZPX-001
クレイジービル 4,000円

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〜

◎高さ18.5×幅30.5×奥行3.5ｃｍ

判断力

思考力

◎2人用 ◎5歳〜

判断力

巻け巻け巻きずし
お箸でつかんで！
一番素早いすし職人は誰？

4種類のチャーハンの具材を

カードをめくって、色々な巻きずしを注文通りに

大きなお茶碗の中でかき混ぜて、よーいドン！

相手より早く完成させた方が勝ちとなります。

できるだけ多くの具材をつまみ取ったプレイヤーが

慌てない「冷静さ」と「お箸使い」が鍵！

勝ちとなります。

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〜

お箸使いもレベルアップ！

集中力

自分の選んだ色のレンガを横や斜めに

「運」と「相手との駆け引き」がゲームを盛り上げます。

指先の訓練

思考力

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〜

1人から大人数でも楽しめちゃう！ 新感覚の体感ゲーム

パフォーマンス力

体感力

理解力

理解力

色どろぼう

アリアンナの糸

誰の塔が
一番高くなるかな？

ボタンをつなげて
迷路を抜けよう！

袋からランダムに取り出したコマを

手持ちのボタンの中から、指定の矢印の場所のボタンと

より高く積み上げたプレイヤーが勝ちとなります。

色、形、大きさのどれかが同じものをつなげていきます。

取り出したコマの色によって、

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！

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、

ゲームをしながら色を覚え、

最後に大逆転も！

さわって形と大きさを感じ取ることができます。

色の3原色と補色の原理も学べます。

ボタンを積み上げて「高さ」を競うゲームなどもできます。

MIMRBC0-001

MIMFDA0-001

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

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〜

ウッド・ボディビル
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 4,５00円 ◎高さ15×幅25×奥行6.5cm ◎素材：ブナ材 ◎1人〜 ◎6歳〜
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子どもの可能性を広げる
親から子どもに贈りたい知育玩具
見た目はとてもシンプルなトムテクト。
やってみると実感できる無限の楽しさ。
まずはテキストブックにあわせて作り、
ゆくゆくはオリジナル作品にも挑戦してください。
考える力だけでなく、たくさんの力を育みます。

トムテクト
（モナコ）
薄い白木の板と、マジッククリップを使用して動きのある、立体的
な作品を作り出すことができる「TomTecT（トムテクト）」。建築家
のトム・ブリュッヘンさんが考案しました。板はフランスの松材を利
用。木目を柾目で使用し、変形しないよう緻密に作られています。
◎材質 板 :フランス海岸松／クリップ : プラスチック

トムテクトで磨く5つのチカラ

集中力
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。

空間認識能力

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。

考えながら組み立てて、完成に近づける作業から、
物の位置、方向、大きさ、形状を把握する能力が身に付きます。
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言われています。

コミュニケーション力
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。

想像力と創造力

その中で協力する力、コミュニケーション力が育ちます

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。
作りたいかたちを自分で考えて組み立てていきます。
つなげ方を考えることで、想像力と創造力が育ちます。

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。
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板サイズ/7種類 高さ2.35×厚み0.4cm

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。
スモールクリップ ◎高さ1×幅1.7×奥行0.9cm

L1／2.35cm

ラージクリップ ◎高さ１．
６×幅１．
９×奥行0.9cm

L2／4.7cm

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

L3／7.05cm
板を重ねたい場合は、

L4／9.4cm

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。

L5／11.75cm

ダブルクリップ（2枚を重ねるときに）

L6／14.1cm

トリプルクリップ（3枚を重ねるときに）

◎高さ1×幅1.7×奥行0.9cm

◎高さ1×幅2×奥行0.9cm

フェイスブック

インスタグラム

ユーチューブ

L12／28.2cm

トムテクトの基本的な使い方、魅力を感じてください。 初心者にオススメ！
トムテクト180

もっと高度な作品や大きなオリジナル作品作りに。大人の方にも。

トムテクト420

トムテクト500

TT180 トムテクト180 5,000円
◎高さ16.7×幅22.7×奥行7.7cm（1kg）

TT420 トムテクト420 10,000円
◎高さ16.7×幅38.7×奥行7.7cm（1.8kg）

TT500 トムテクト500 12,000円
◎高さ31.8×幅25.7×奥行7.7cm（2kg）

◎作品集入り

◎作品集入り

◎作品集入り

板 L6 42枚

板 L6 100枚

板（184枚）

スモールクリップ		52個

スモールクリップ		130個

L1

16枚

ラージクリップ		86個

ラージクリップ		190個

L2

16枚

L3

30枚

数人でも楽しめる

L4

40枚

ボリューム

L5

30枚

L6

40枚

すべてのサイズの
板とクリップが
はいっています

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
ヨーロッパで
ベストセラー
家族やお友達など
みんなで楽しめます

大・中・小のサイズのパーツを使って作品の幅を広げたい方に。

トムテクト1000
TT1000 トムテクト1000 22,000円
◎高さ38×幅38×奥行9cm（4.3kg）

トムテクト190
TT190 トムテクト190 5,000円
◎高さ16.7×幅22.7×奥行7.7cm（1.2kg）
◎作品集入り
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

◎作品集入り
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

ラージクリップ		30個
ダブルクリップ		40個
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みつろうスティッククレヨン

ST31202 おもちゃ箱オリジナル

ST32002 

12色紙箱 2,150円

16色缶 3,100円

◎高さ9×幅15.5×奥行1.5cm

◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm

色を奏でるみつろうクレヨン
シュトックマーは安全性はもちろん、
色を楽しむ色づくりを大切にしています。
空の色、太陽の色、海の色…たくさんの色を感じ、
重ねながら楽しんでほしいクレヨンです。

ST31002 8色缶

1,650円 ◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm

◎素材：みつろう、ワックス、顔料

みつろうブロッククレヨン

ST32102

ST32122

8色缶 中間色 1,650円

8色缶 アートカラー 1,650円

◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm

◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm

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。

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。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。

Q 折れづらく、
長持ちするのはどうして？
折れにくいのは、みつろうが他のクレヨンのよ
うに結晶化されておらず、柔軟な構造を持って
いるためです。長持ちするのは、他メーカーが
充填剤を使用するのに対し、ワックスベースの
みで作られているからです。

ぜ？
Ｑ青色と茶色が多いのはな
のに青や茶
これは、自然界を表現する
す。
が多く存在しているためで

12色紙箱 2,150円

16色缶 3,100円

◎高さ9×幅10.5×奥行1.5cm

◎高さ9×幅15.5×奥行1.5cm

◎高さ9×幅20.5×奥行1.5cm

Ｑ肌色がないのは？

１. 真ん中に黄色を描きましょう。

シュトックマーでは、高い透明性と

２. 黄色の下に青を描きましょう。

鮮やかな色調を基準の 1 つとして、

黄色と重なる部分にも青を重ねると

きめ細かい高品質の顔料を使用しています。

緑色を表現できます。

、シュトッ
肌の色はそれぞれ違うため
いません。
して
存在
色が
は肌
クマーで

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。

01
洋紅色

03
オレンジ

01
洋紅色

03
オレンジ

01
洋紅色

02
朱色

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

05
レモン
イエロー

07
緑

09
青

11
青紫

13
赤褐色

15
黒

12色
05
レモン
イエロー

06
黄緑

07
緑

09
青

15
黒

16
白

17
灰色

19
コバルト
ブルー

21
ベネチア
赤

24
ピンク

16色

3. 青
 色の下に赤を描きましょう。

オレンジ色を表現できます。
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8色

虹を描いてみよう。

新たな色が生まれるのはなぜ？

厳選された顔料とみつろうでできたクレヨン

ST35002

8色缶 1,650円

まずは、黄・赤・青3原色で色の重なりを体験！

Q 色が濁らず、

ST34202 おもちゃ箱オリジナル

ST34002

03
04
05
オレンジ ゴールデン レモン
イエロー 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

中間色
17
灰色

アート
カラー

25
金

18
19
プルシアン コバルト
ブルー
ブルー

26
銀

34
パール
ピンク

20
黄土色

21
ベネチア
赤

22
アンバー

23
オリーブ

24
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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子どもだけでなく
大人にも使ってほしい
そばに置いておきたくなる鉛筆
発色の美しさ、持ちやすさへのこだわり、そして高いデザイン性。
4in1タイプや大人のぬりえにおすすめのスリムタイプ、ネオン色はラインマーカーに。

スーパーファルビー
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。珍しい色合いを楽しんでください。
◎素材：スギ、顔料

6.25mm

鉛筆を使う時間が毎日に彩りをそえてくれます。

10mm

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。

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

LY3710500 

LY3721062
軸カラーメタリック6色セット

LY3721063
軸カラーネオン6色セット

4in1 12本入り

1,400円

1,400円

3,000円（1本250円）

◎高さ20×幅6×奥行1cm

◎高さ20×幅6×奥行1cm

◎高さ18×幅6×奥行2cm

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

テマグラフ鉛筆

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。

LY7303220
ブナ材ツインホール 350円

デザイン性が高く、
スタイリッシュで持ちやすいテマグラフ。

グルーヴスリム

3.3mm

◎高さ2.5×幅2.7cm(穴：直径8.3mm、11mm)

置いておくだけでも絵になります。

7.2mm

各12本入り 960円
◎素材：スギ、黒鉛
◎高さ18×幅4.5×奥行1.5cm

消しカスが自然に纏まり
やすい消しゴムです。

グルーヴシリーズ

LY1140100 HB
LY1140101 B

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

LY1140102 2B

◎素材：スギ、顔料

LY2821120

LY2821240

LY2821120

12色セット
（シャープナー付）

24色セット
（シャープナー付）

12色セット
（シャープナー付）

800円

1,600円

800円

◎高さ22.7×幅9×奥行1cm

◎高さ22.7×幅18×奥行1cm

◎高さ22.7×幅9×奥行1cm

LY3452K30

LY7417201

消しゴム 白 80円

テマグラフ 消しゴム 240円

◎高さ4×幅1.7×奥行1.1cm

◎高さ7.2×直径2.1cm

フェイスペイント

黒板用パステルカラーチョーク

紙に絵を描くように強弱をつけて描くことのできるペンシルタイプ。
化粧品登録されており、石鹸で洗い流せます。

12色のカラフルなチョーク。
四角なので持ちやすく、様々な文字や絵を描けます。

各2,000円 ◎素材：スギ、化粧品用顔料 ◎高さ14.7×幅15×奥行1.5cm

MC20715100

1,300円

◎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
LY470800

水彩色鉛筆

追加色

グルーヴトリプルワン

◎金、銀、オレンジ、ピンク、紫、茶

LY3833080 
8色セット 3,000円

色鉛筆、クレヨン、水彩の

◎シャープナー付

3種類の描き心地が楽しめます。

◎高さ13×直径6cm

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。

10mm

15mm

LY3831060

LY3831120

6色セット 1,800円

12色セット 3,600円

◎高さ14.7×幅9×奥行1.7cm

◎高さ14.7×幅18×奥行1.7cm
LY7301171
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軸の中に水を入れるだけで水彩色鉛筆が楽しめます。

グルーヴトリプルワン用シャープナー 500円

OM020

◎高さ2.3×幅3.2×奥行4.2cm

水筆 350円◎おもちゃ箱（日本） ◎高さ15.5cm

※色はお任せください。

LY470200
基本色 ◎黒、青、緑、赤、黄、白
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Christmas

オーナメント

冬の日に届いた
とっておきのおくりもの

細かい技術を感じてもらえるオーナメント
各900円
◎素材：カバ、ヘーゼルナッツ ◎高さ6cm

細工が美しい木製のオーナメントや、キャンドルホルダー。
明るい木の色、洗練されたデザインは、どんな空間にもなじみます。
特別なクリスマスシーズンをお過ごしください。

WF10401 聖誕

WF10402 ウィンター

クリスマスボール
お家を彩るオーナメント
WF10405 フォレスト

各3,150円 ◎素材：リンゴ、ナシ、プラム ◎直径6cm

WF9970-1 聖誕

WF9970-3 ヘラジカ

WF4383

WF4385

WF10403 ヘラジカ

WF9970-2 トナカイ

オーナメント スノーフレーク
各900円
◎素材：オリーブ
◎直径5.5cm

WF9722-1 タイプ1

WF9722-2 タイプ2

WF9722-3 タイプ3

オーナメント
ラウンドスター
もみの木／メイプル
◎素材：カバ、マツなど
WF4383 もみの木 小 700円 ◎高さ9×幅5×奥行2cm
WF4385 もみの木 大 1,150円 ◎高さ15×幅8×奥行2.5cm
WF4361 メイプル 小 900円 ◎高さ12×幅9.5×奥行2.5cm
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WF4363 メイプル 大 2,200円 ◎高さ20.5×幅14.5×奥行4.5cm

木目がとてもキレイな
自然から生まれた星
WF4361

WF4363

◎素材：リンゴ、ナシ、プラム

WF5178
小 700円 ◎直径5.5cm

WF5179
大 800円 ◎直径7.5cm
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天然の素材から天然の炎を
添加物や化学物質を一切使用していない
ケルツェンファーム ハーンのキャンドル。
キャンドルの色を楽しんだあとは
自然の恵みの炎を感じてください。
神秘的な細かいデザインのカップとともに。

WF41４８-２
キャンドルホルダー トナカイ
3,500円
◎素材：カバ、セイヨウトネリコなど
◎高さ13cm、直径11~12cm

クリスマスツリーセット
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 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
WF9556

キャンドルホルダー

ティーライトキャンドルグラスホルダー

各4,550円 ◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど ◎直径9cm

各1,２00円
◎ケルツェンファーム ハーン（ドイツ）

オーナメント スウィングスター

◎高さ6×直径5.5cm

1,800円
◎素材：合板 ◎直径21cm

クリスタルモビール スノーフレーク
各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
WF4025
WF4100-2 トナカイ

WF4100-3 フォレスト

キャンドルホルダー 月 2,500円
◎素材：ハンノキ ◎高さ19cm

KF24804
マーケット

KF24822
スノータウン

切りかぶキャンドル

ティーライトキャンドルホルダー

各2,600円 ◎素材：カバ、セイヨウトネリコなど ◎直径10~13cm

各1,000円
◎ケルツェンファーム ハーン（ドイツ）
◎高さ6×直径5.5cm

WF4345-1
オーナメント トナカイ 1,000円
WF4211-1 タイプ1

WF4211-2 タイプ2

◎素材：カエデ ◎直径6cm

オーナメントセット

WF4131-11 ツリー

各1,450円

KF32407
ウインターナイト

WF4131-6 フォレスト

KF32409
スノーヴィレッジ

KF30406
スノーフレーク

◎素材：ポプラ（合板）
◎直径4cm

ティーライトキャンドル10個入り
MC95102901

各1,000円 ◎ケルツェンファーム ハーン（ドイツ） ◎燃焼時間：約４h ◎直径3.8cm

100%純粋みつろう
エッグキャンドル
750円
◎ディパン（ドイツ）

KF092001
アイボリー

KF092003
イエロー

KF092004
オレンジ

◎燃焼時間：約4h

KF092005
レッド

◎高さ5×直径4cm
MC95102707
100%純粋みつろう

ギフトボックスのアクセントとしても
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WF9777 セット1

WF9779 セット2

KF092013
バイオレット

KF092015
ブルー

KF092020
グリーン

ティーライトキャンドル 7ヶ入 1,500円
◎ディパン（ドイツ）
◎燃焼時間：約4h ◎高さ2×直径3.7cm

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