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グルーヴトリプルワン 12 色セット

                　3,960 円
◎高さ 19×幅 21×奥行 1.4cm
LY3831120

色鉛筆、クレヨン、水彩の３種の描き心地が
楽しめる水彩鉛筆。柔らかな芯なので
弱い力でも色がしっかり出ます。
軸が短く太いので、小さな手でも
お絵かきを存分に楽しめます。

金、銀の入った日本だけのオリジナルセットです。
クリスマスにぴったりなプルシアンブルー、
リーフグリーン、黄緑、ゴールデンイエロー、
ファイヤーレッド、黄褐色、金、銀が入っています。

みつろうスティッククレヨン ８色 缶 限定セット　1,650 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎高さ 9× 幅 10.5× 奥行 1.5㎝

ST32132

クリスマス限定 みつろうクレヨン特集！
シュトックマー社が販売しているみつろうクレヨン全ての色がコンプリートされた、シュトックマーファン必見の 32 色セットです。
スティックとブロックそれぞれのパッケージもかわいい ! クリスマスの贈り物にオススメです。

みつろうスティッククレヨン　32 色 紙箱　　6,500 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎高さ 18.7×幅 25.5×奥行 1.5cm

ST32320
みつろうブロッククレヨン　32 色 紙箱　　6,500 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎高さ 18.7×幅 25.5×奥行 1.5cm

ST35320

みつろうブロッククレヨン
12 色 紙箱
定番のみつろうブロッククレヨン 12 色 紙箱です。

　　　　　　2,150 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎高さ 9× 幅 10.5× 奥行 1.5㎝

ST34202

                　　500 円
◎高さ 2.3×幅 3.2×厚さ 4.2cm
　( 穴：11mm) ※色はお任せください

LY7301171

グルーヴトリプルワン用
シャープナー

スティック ブロック

シュトックマー色えんぴつ + えんぴつ B（三角軸）
シュトックマーの色鉛筆は発色が良く、太い芯（6.25mm) ながら持ちやすい三角軸になっていま
す。持ち手はサスティナブルな森から採取した FSC 認証のライムツリーウッドを使用しています。
色鉛筆と鉛筆がセットになっています。

色えんぴつ 12 色＋えんぴつ B（三角軸）
3,900 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎缶：19× 18cm

MC85093112

色えんぴつ 18 色＋えんぴつ B（三角軸）
5,650 円
◎素材：みつろう、ワックス、顔料
◎缶：19× 26.5cm

MC85093118

ファルビーシャープナー
鉛筆型
シュトックマーの色鉛筆にお使いいただけます。
色はお任せください。
                　 700 円
◎高さ 8×直径 4.5㎝
( 穴：直径 8.3mm、11mm)

LY7311220

Christmas Gift 描いたり、作ったり、音を楽しんだり。手を動かして創造する楽しみを贈ります。
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トランスパレントセット  ＜フレーム、ガイドブック付＞ ローズウィンドウセット  ＜フレーム、ガイドブック付＞

草木染め毛糸 4色セット

基本色WM0820

光を通すつるっとハリのあるクラフトペーパーです。
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。
ガイドブックとフレームをセットにしました。
　　　　　　　1,260 円
＜トランスパレント 11 色 99 枚＞◎素材：セルロース（マツ材）、天然顔料　◎ 16×16㎝
＜トランスパレントフレーム＞
◎素材：紙　◎大：17㎝角、中：13㎝角、小：10.4㎝角、ミニ：7.6㎝角（各 2 枚ずつ）
＜トランスパレントの時間＞◎変形 B5 判／ 30 ページ

MCSET001

ヨーロッパの教会のローズウィンドウ（薔薇窓）のように、光を通すと色が美しく浮かび
上がります。切り抜いて広げ、何枚か重ねると予期しない模様が現れます。また、ちぎっ
て貼ったり、工作素材としても小さなお子さまから楽しめます。
ガイドブックとフレームをセットにしました。
　　　　　　　1,260 円
＜ローズウィンドウペーパー＞◎素材：パルプ、色素　◎ 16×16㎝
＜ローズウィンドウフレーム＞
◎素材：紙　◎大：直径 17㎝、中：直径 13㎝、小：直径 9.8㎝（各 2 枚ずつ）
＜ローズウィンドウの時間＞◎変形 B5 判／ 22 ページ

MCSET002

シェルズグロッケン ペンタトニック７音

アウリス社のグロッケンはかまぼこ型の音板で澄んだ透明な音を
持っているのが特徴です。クッション材にフェルトを使い、
単音がはっきり感じられるグロッケンなので、お子さまも楽しく演奏
できます。

「レ , ミ , ソ , ラ , シ , レ , ミ」のペンタトニック 7 音タイプです。

　　　　　　　9,500 円
◎台座：カエデ　音板：真鍮　　◎打棒 2 本付
◎高さ 3 × 幅 21 × 奥行 12cm

AUKAP007 　　　　　　　16,000 円
◎台座：カバ　音板：アカシア　　◎打棒 2 本付
◎高さ 6.5 × 幅 33 × 奥行 28.5cm

AUXRP007 　　　　　　3,500 円
◎素材：カバ　◎打棒 1 本付
◎高さ 14cm  直径 11cm

AURTK

角型織機

　　　　　　　4,200 円
◎素材：本体 ブナ / 部品 カエデ
◎高さ 23.5 × 幅 30 × 奥行 5cm

YK0002

アウリスシロホン ペンタトニック７音

ゆたかな響きを奏でるアカシアを音板に使い、
明るい伸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。

「レ,ミ,ソ,ラ,シ,レ,ミ」のペンタトニック7音のタイプです。
音板は外すことができるので、５音への変更も可能です。

アウリストロムメール クラシック

内側を打棒でくるくる回して音を出す、他にはない楽器。
カバ材特有のカラコロと軽やかな音が響きます。
クラシックは右回りと左回りの音の印象が違います。
力の入れ方、速さで変化を楽しめます。

よりのやわらかい太めの毛糸なので、角型織り機に向いています。
草木染めの鮮やかでやさしい色合い。1 玉約 12m。
2,600 円　　◎素材：ウール 100%　　◎ 25g×4

子どもが使いやすいように改良を重ねて作ったおもちゃ箱オリジナルの織機です。縦に張った糸の間を縫うよう
に毛糸をくぐらせていきます。付属の棒で編む幅を調節できます。　※毛糸は付きません

パステルWM0821

コチラから試聴
できます
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2冊セットで300円お買い得！

2冊セットで300円お買い得！

幼児教育に携わった著者が実際に子どもたちに「語り聞かせ」てきたお話を集めました。
冬の長い夜、親子で至福のときを共有してみませんか？
話し方のポイントつきです。クリスマス限定のお買い得な２冊セットをご用意しました。

日本名作昔ばなし　1,500 円　◎四六判

世界名作お話し玉手箱　1,800 円　◎四六判

　　　　　　 名作語りきかせセット　3,000 円SSSET001

SS9784790290322

SS9784790290490

名作語り聞かせセット

ぬいぐるみスリーピー

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。
品質の良いオーガニックコットンを使用し、手づくりでしっかりと作られています。
チェリーストーンは電子レンジや冷凍庫を利用して冷パッドやあんかとしてお使いいただけます。
各 10,000 円　◎高さ 32cm　　◎素材：オーガニックコットン　中綿：羊毛、チェリーストーン

ぬいぐるみ　フランク＆フィッシャー／センガー

FF18014005
グレーきつね

タイガー
FF16023022

モンキー
FF16023021フォックス

FF16023024
ラクーン

FF16023023

FF18014001
白うさぎ

SG5065SG5065
しろくましろくま

SG5055SG5055
ひつじひつじ

カドリートイ

ソフトトイ スリム

オルゴール こひつじ

さわると感じる柔らかいぬくもりは、オーガニックコットンならでは。かわいい表情に思わず笑顔がこぼれます。

子どもたちの大好きなふかふか柔らかい触り心地のぬいぐるみ。

　毛足の長いコットンフリース製です。

　各 5,000 円　　◎高さ 25cm

　◎素材：オーガニックコットン

中綿：コーンファイバー、プラスティックビーズ

SG1012

コットンのやさしい肌ざわり。

ピンクのハートを引っぱると「ブラームスの子守唄」が流れます。

　　　　　　各 10,000 円

◎高さ 25cm  ◎素材：オーガニックコットン / 中綿：羊毛

コットンフリース地の体や細長い手足。あかちゃんが夢中になる仕掛けがたくさん詰まっています。

口に入れても安全な染料を使っています。各 2,800 円　　◎高さ 20cm 　◎素材：オーガニックコットン / 中綿：リサイクルポリエステル
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小さなお子様でも握って遊べるミニサイズの楽器のセットです。
カラフルな組み合わせでプレゼントに最適です。
ナチュラルなギフトボックス入り。
　　　　　　　　　2,500 円
◎素材：ゴムノキ、真鍮
◎お星様ベル：高さ 9.3× 幅 8× 奥行 1.4cm

三日月シェーカー：高さ 8.7× 幅 6.7× 奥行 2.3cm
カスタネット：直径 4.5cm

NKKP-198/CRS

木は地球からの贈り物。つみ木やおもちゃであそんだ記憶は子どもたちの中で種になり、やがて森や地球を思う心を育てます。

自然のままの木を使い、2、4、6、8、10 と倍数の厚みに仕上げてあるので、遊びの中で機能的
に積み上げる楽しさを感じられる積み木です。※袋の色は入荷時期により違うことがあります。
　　　　　　　11,000 円
◎素材：サクラ、リンゴ、オレンジ、レモン  亜麻仁油仕上げ / 袋 : 綿
◎高さ 2 ～ 10 cm, 半径 約 2 ～ 3 cm　

DE5454

木の皮が付いたものや、変わった木目のもの、大きさも形も様々で
表情豊かな、山からとってきたばかりのような雰囲気の積み木です。
想像力で様々なものに見立てて遊んでください。
　　　　　　　3,200 円
◎素材：ハンノキ、ハシバミ、カエデ、ヤナギ、カバ、ブナ

亜麻仁油仕上げ　/  袋 綿
◎高さ 37× 幅 25× 奥行 15cm  内容量：1kg　

DB2030

円柱やトンネルなど楽しい形のパーツと
カラフルな色合いに刺激を受けて積み木遊びが
盛り上がります。
手触りが優しく滑らかに仕上げているので、
子どもの手にも安心。
　　　　　　　8,000 円
◎素材：ハンノキ、ブナ
◎高さ 5.5× 幅 25× 奥行 21cm 　

CA21200

たくさんの荷物を軽々と運び、大きな頑丈な台を傾けて
ザザーっと下ろす働き者の車です。
　　　　　　　10,000 円
◎素材：カバ、ブナなど
◎高さ 10.5× 幅 19.5× 奥行 9cm 

CA21551

3 両の客車を引っぱって、まるで煙突から
煙をもくもく吐いて走るような SL です。
客車は切り離しできます。
　　　　　　　4,500 円
◎素材：カバ、ブナなど
◎高さ 6.5× 幅 40× 奥行 5cm 　

CA21560

木のおもちゃ　キャンプヒル／デコア／ドライブラッター

ツリーブロックス

ボットン村のつみ木

客　車

お山のつみ木

貨物列車

ダンパートラック 初めての楽器 星空

オイルタンクにコンテナー、
太い木材を積んで走る力持ちの機関車です。
コンテナーと木材は取り外しできます。
　　　　　　　4,500 円
◎素材：カバ、ブナなど
◎高さ 6.5× 幅 40× 奥行 5cm 　

CA21561
つなぎ目は
こんな感じ

荷台がここまで
傾ききます！

ギフトボックスに入っているので
プレゼントにもGood!!

カンタンに
つなげたりはなししたり

丈夫な布袋に
入っています
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キャンドルホルダー

ティーライトキャンドル 10 個入 ティーライトキャンドル グラスホルダー

ティーライト キャンドルホルダー

パームワックスを主原料とし、添加物や化学物質を一切含みません。
滴り落ちやススが出にくく穏やかに安定して燃えます。
各 1,000 円
◎燃焼時間：約 4h　◎直径 3.8cm
◎素材：パームワックス

カラフルで色鮮やかなグラスのティーライトキャンドルホルダーです。
光を灯すと、ステンドグラスのように輝きます。
各 1,200 円　　◎高さ 6×直径 5.5cm　　◎素材：ガラス

あたたかみのある磁器の
ティーライトキャンドルホルダーです。
キャンドルの光がホルダーのデザインを
柔らかく浮かび上がらせ、
クリスマスムードを盛り上げます。
各 1,000 円
◎高さ 6×直径 5.5cm
◎素材：磁器

スノーマン
KF30417

サンタクロース
KF30419

サンタギフト
KF30431

スノーヴィレッジ
KF32409

オーナメント
KF30425

スノーフレーク
KF30406

ティファニースターKF24307 KF24804 マーケット KF24822 スノータウン

キャンドルスタンド

火を灯すと、トナカイの影が浮かび上がります。
　　　　　　　トナカイ　3,500 円
◎高さ 13cm、直径 11 ～ 12cm
◎素材：サクラ、ブナ、オークなどの樹皮

WF4148-2

Candle
キャンドル

オレンジ色のキャンドルの灯りがゆらめいて、冬のお部屋を優しく彩ります。

お気に入りのホルダーで、クリスマスの夜を過ごしてはいかがでしょうか。

WF4100-2

木の美しさを感じるドーム型のホルダー。
光と影が楽しめます。
　　　　　　　トナカイ　5.000 円
◎直径 10cm
◎素材：堅木

3 つの景色が楽しめる
切り株型のホルダー。丸い窓から光がこぼれます。
　　　　　　　　森の中　4.200 円
◎直径 11.5 ～ 13cm
◎素材：サクラ、ブナ、オークなどの樹皮

WF4131-32

アイボリーKF092001

WF4049
安定感のあるホルダーは食卓にぴったりです。
　　　　　　ラウンド　2.300 円
◎直径 10.5cm
◎素材：トネリコ

WF4051

小ぶりな星のホルダーはいくつか並べても
いいですね。
　　　　　　スモールスター　1.650 円
◎直径 12cm
◎素材：ハンノキ

仲の良い小鳥がかわいい。
鳥好きな方に…
　　　　　　バード　4.750 円
◎高さ 13cm
◎素材：カエデ、堅木、スチール

WF4140

イエローKF092003 オレンジKF092004
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もみの木

クリスマスボール

オーナメント ラウンドスター

クリスマスツリーセット置くだけでクリスマスらしい雰囲気になる、ツリー型デコレーション。
厚みがあり自立するので、お好きなところに飾れます。
◎素材：カエデ、堅木

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などに飾るのにちょうど良いサイズです。
樹木を最大限に活かしたデザインが魅力の逸品です。

　　　　　　5,850 円
◎デコレーションセット付き（星×５、天使×５）
◎素材：ツリー　カバ、マツなど

オーナメント　ベニヤ
◎高さ 29cm、台座直径 8.5cm

WF4360

お家を彩るオーナメント　　各 3,650 円
◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど　　◎直径 6cm

木目がとてもキレイなナチュラルカラーの星
◎素材：リンゴ、ナシ、プラムなど

※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。

聖誕WF9970-1 ヘラジカWF9970-3トナカイWF9970-2

　　　　　　大　
900 円　◎直径 7.5cm
WF5179　　　　　　小　

700 円　◎直径 5.5cm
WF5178

Christmas Interior
ヴァルトファブリック

冬のおうちに飾って、クリスマスの訪れを楽しみ待つ、

暖かみのある木製デコレーション。

クリスタルモビール

トナカイ

　　　　　　スター　2.100 円
◎高さ 8.5cm
◎素材：ハンノキ、クリスタル
※テグスは付きません

WF4205 　　　　　　スターフラワー　3.450 円
◎直径 10cm
◎素材：堅木、クリスタル

WF4304

　　　　　　小　
1.050 円　◎ 8 x 6.5cm
WF4356

窓辺に飾って、冬の光を楽しむモビール。
クリスタルを通して、キラキラした虹がお部屋に広がります。

赤いマフラーがかわいい、自然木を使ったトナカイたち。
◎素材：堅木

　　　　　　大　
3.300 円　◎ 18 x 16cm
WF4359

　　　　　　中　
1.400 円　◎ 12 x 10cm
WF4357

⬅ 　　　　　　　ウインドウ　トナカイ 
3.850 円　◎高さ 18cm
WF4455-3

　　　　　　　ピクチャー　トナカイ
3,000 円　◎高さ 15cm
WF4454-3左

⬇ 　　　　　　　ウインドウ　キャンドル
1.95 0 円　◎高さ 12cm
WF4452-2

　　　　　　　ピクチャー　サンタ
3,000 円　◎高さ 15cm
WF4454-2右



• 本カタログの有効期限は２０20 年１２月２６日 ( 土 ) です。

• 表示価格はすべて税抜き表示となっております。

• 時節により欠品があります。

• 印刷物と実物商品に多少色合いの違いがあることがあります。

• パッケージは変更となる場合があります。

株式会社 おもちゃ箱　シュタイナーエデュケーションチーム
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 26-12
TEL 03-3759-9781　FAX 03-3759-3279

遊び方はコチラ

遊び方はコチラ

矢を弾いて高得点を狙え！
大人も子どもも大喜びの、
アーチェリー型ティドリーウィンクスです。
的の真ん中を狙って、高い得点をとった人の勝ち！

　　　　　　　     　2,500 円
◎高さ 22.5×幅 7.5×奥行 7.5cm
◎２～４人用　◎４歳～

MIMJMP0-003
JUMP！ アーチェリー

戦略を立てて色をつなげよう！
コマをテーブルの上に順番に置いてゆき、横、縦、斜めのどれかで相手より
先に自分の色のコマを４つ並べることができたら勝ち！

　　　　　　　     　2,500 円
◎高さ 7×幅 15.5×奥行 5cm
◎２人用　◎ 6 歳～　◎素材：ブナ材

MIMCCN0-001
コネクティング キューブス

ゲーム　 ミラ二ウッド／トムテクト

はじめにアーチェリー場 ( フェルト
マット ) に４つの矢 ( 円盤 ) を置
く場所を選び、 置いていきます。

弓 ( 白木の円盤 ) で矢を
弾いて飛ばします。

矢を４つ放って、 着地し
たポイントの合計が多い
人が勝ち！

青と緑のコマどちらにするか
相手と決めましょう。

先攻後攻を決めて交互にコマを置い
ていきます。1 段目はコマとコマの
間をあけて置くことはできません。

相手よりも早く自分の色を４
つ並べることができたら勝
ち！

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

様々なサイズのパーツを使って作品作りを楽しみたい方に。
組み立て玩具の TomTect（トムテクト）は、精密に作られた木板をマジッククリップで
つなぐことで、自由な造形を楽しめるクリエイティブブロックです。
◎素材　板 : フランス海岸松／クリップ : プラスチック

各サイトにて作品をご紹介しております。

フェイスブック インスタグラム ユーチューブ

TT190 の作品例

トムテクト190

巻け巻け巻きずし

ウォール

ピンク・青・緑の中からマイ
カラーを決めサイコロをふり
ます。

サイコロの指示通りにブロックを
積んでいきます。ブロックの色
の組み合わせはバラバラです。

全て積み終わり、壁ができ
た時にマイカラーがより多く
つながっていた方が勝ち！

ランチョンマット・お箸・のり。
ご飯・具材をそれぞれに分
けます。

カードを一枚めくり、めくった
絵柄と同じようにお箸を使って
組み立てていきます。

相手よりも早く巻き寿司を完成
させた方が勝ち。うまくお箸が
使えない時は手でも OK!

お箸でつかんで！一番早い寿司職人は誰？
カードをめくって、色々な巻き寿司を注文通りに

相手より早く完成させた方が勝ち。
「冷静さ」と「箸使い」が

鍵になります！

　　　　　　　     　5,000 円
◎高さ 18.5×幅 30.5×奥行 3.5cm
◎２人用　◎ 6 歳～　◎素材：竹、フェルト

MIMKMK0-001

　　　　　　　     　3,500 円
◎高さ 30.5×幅 18.5×奥行 2.8cm
◎２人用　◎ 6 歳～　◎素材：ブナ材

MIMMCM0-001

レンガを積んで勝利の壁を築こう！
サイコロの指示にしたがってブロックを選び、自分側の壁面にマイカラーを
横やななめにつながるように積んでいきます。
ウォール（壁）ができたときに
たくさんのマイカラーが
つながっていた方が勝ち！

おうちで過ごすクリスマスに欠かせない、ゲームやクリエイティブブロック。ちょっと大きい子のギフトにおすすめです。一緒に過ごす楽しい時間もプレゼント。


