
 

 

 

 

 

   

  

音と色に配慮された、主張しすぎないものを選んでみまし

ょう。良くデザインされたヨーロッパの玩具には、長年幼

児教育の現場で使われてきた安心感と、大人にとっては 

インテリアとして、居心地の良さをもたらします。 

「我が子とこのおもちゃであそんでみたい」と思えたら、

それは親子の幸せではないでしょうか。 

デコアの鉄琴 
ペンタ 8音 
\9460 シェルズグロッケン 

ペンタトニック７音 
\10450 

ニックスロープ \22000 

高低２音の木のベル

が４色。カラカラと

美しい音色。 
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おしゃぶりの他 

こまのようにクル

クル回るのが特徴。 

ハイハイをしっかりしておくことは、早く歩き始めることより

も重要だという説もあります。大人が引っ張ってあげることが

親子の関りを深めます。 

ユニークな動きに大人も惹き

つけられる. 

積木やお人形などおもちゃ

を運んで遊べる。 

※お人形は別売り 

動かすと木琴の優しい音

が鳴り響く。どっしりと

していてスムーズに動く

のも心地いい。 

転がり過ぎず、持ちやす

く投げやすい。布や小物

を押し込んだり、引っ張

りだしたりも楽しい。 
たたく所で音の違いを楽

しめる太鼓のおもちゃ。丈

夫なので思い切り叩ける

のも楽しい。 

タワー積みや砂や水の出

し入れ、ごっこ遊びが広

がる。カップ底に刻まれ

た模様で型押しも楽しめ

る万能もの。 

大人を困らせる「ひっく

り返す」遊びから生まれ

たおもちゃ。白木のドラ

ムとカラフルな玉の組

み合わせが美しい。 

両手でひとつのものをつかん

でいた時期から持ち替えが面

白くなる時期におすすめ。 

カラフルでうねうねした惹き

つける動きとシンプルで見立

てがきくデザインが特徴的。 

2 ヶ月頃から手を伸ばして遊びはじめるので、親は感動する。 

月齢が上がるごとに成長の過程を楽しめ、トンネルやつかま

り立ちの道具としても使用できる。シンプルかつ丈夫なデザ

インが特徴。 

つまんで引っ張って、はなして、音

が鳴る鉄琴。指の操作遊びから鉄琴

だけでの本格的な演奏も楽しめる。 

どっしりとした安定感で人形や円

盤がゆっくりと落ちていき、目で追

いやすく、手も出しやすいので遊び

が広がる。鈴つき円盤を追加すると

やわらかな音色も楽しめる。 

両手を大きく振りながら人形が

ゆっくりと坂道を下っていく。 

どんぐりがカタカタとゆっくり

坂を下り、コテッと転がる姿が

愛らしい。色違いやパパ、ママと

種類が豊富。 

赤ちゃんと一緒に「静かないい音」に耳を傾けま

しょう。親子のコミュニケーションの始まりです。 

デコアの鉄琴
ド・ミ・ソ  
\3960 

1962 年誕生 ネフ社ロングセラー 

｢気になる子｣の 
わらべうた 

\1650 

小さな子どもは、遊びを通して環境と関わりながら、世の中を学んでい

きます。食事や睡眠と同じく、「遊び」が人生の土台を築いていきます。 

クルト・ネフ氏デザイン 

親子でわらべうた♫ 
赤ちゃんにとって、お母さんの
声ほど大切なものはありませ
ん。シフォンスカーフを使った
わらべうた遊びは親子の絆をよ
り深めてくれるでしょう。 

安全性への充分な配慮と思わず
手に取りたくなるデザインがお
もちゃには必要です。 

吊り下げるおもちゃ 
｢見る｣｢手を伸ばす｣｢聴く｣と 
赤ちゃんの大切な遊びを促す 

オルゴール 花 
\10120 
キーナー社(スイス) シフォンスカーフ 

〇各色(全 12色) \570 
〇12色セット \6600 

ヘラー社のモビール \4400 
 

スロープ人形 ヌルミ 
\5720 

W65×D14×H65cm ニック社(独) 

42cm ベック社(独) 

21cm アウリス社(スウェーデン) 

(レ,ミ,ソ,ラ,シ,レ,ミ) 

(レ,ミ,ソ,ラ,シ,レ,ミ,ソ) 

打棒 2 本付 

打棒 2 本付 

28.5cm デコア社(独) 
12.5cm デコア社(独) 

打棒 1 本付 

ペンタトニック音階とは？ 
通常のドレミ 7 音階から 2 音抜いた 5

音階。不協和音が生じず、美しい和音と

自由な演奏が楽しめる。多くの童謡がこ

の音階を採用している。 

鈴つき円盤 
\3520 
追加パーツ全4種 

Φ10cm  

人形２つ,玉４つ,円盤 1 つ付 

ベルハーモニー 
\4950 

クーゲルン 
\2200 

ティキ  
\3850 

どんぐりころころ  
〇坂(茶/赤)\2530 
〇どんぐり(全 8種)\1650～ 

スターこま \990 

ドリオ 
\5280 

キシローナ \20680 

カラームカデ \4290 

ムジーナ  \11000 

ジルケ ミニくま/ミニうさぎ 
\4950/\5500 
18cm / 26cm ケーセン社(独) 

絶妙なサイズと抱き心地がよいの

が人気。 

ベロア地とタオル地を使用。 

 

 

サウンドワゴン  
\7920 

リグノ \38500 
4 色/各４個/ネフ社(スイス) 

初めての積木におすすめ。 

1 ピースだけで出し入れや覗く遊び、転がす遊びを

親子で楽しめる。大人でも目を見張る複雑な造形も

楽しめる一生物。(別売：専用木箱 \1980) 

 

スネイル \3300 

ビルディングカップ 
\1650 

シグナ  \12650 
ネフ社(スイス) 
立方体に円柱が入っ

た入れ子積木に棒を

使ったやさしいひも

通し遊びも楽しめる。 

 

ノックアウトボール 
\8140 

フックススタックバケツ 
\1980 

ミニワゴン 赤 \4180 

ツインラトル \1210 

ドラム玉落とし 
 \9240 

はめ絵(小) \13200 
6 ピース デコア社(スイス) 

どっしりと厚みのある積木

に、左右非対称のモチーフを

まっすぐはめ込む他、デザイ

ンが美しいので並べたり積ん

だりするだけでも楽しめる。 

 

エデュコチェーン 
20 個\660～ 

オーボール \880 

ソリッドドラム 
\3520 

3 ヶ月～ 

9cm ネフ社(スイス) 

3ヶ月～ 

Φ7.5cm セレクタ社(独) 

37cm ニック社(独) 

32cm 

打棒２本/色譜面付 レシオ社(伊) 

12.5cm ネフ社(スイス) 

6 ヶ月～ 

べリデザイン社(独) 

玉Φ2.5cm 

W65×D55×H49 セレクタ社(独) 

全 5 種 

ベルロール 
\1980 全４色 

5.5cm ニック社(独) 

9cm ハイメス社(独) 

この時期は「上手」に遊ぶ必要はありません。散らかしますが、

赤ちゃんなりの練習をしていると考えて、気楽に見守りましょう。 

最大Φ8cm 

カップ 10 個 

アンビトーイ社(オランダ) 

基尺:5cm 

基尺:5cm 

全 11 種 

W25×D11×H11cm/玉Φ4.5cm 

ミッキィ社(スウェーデン) 
Φ10.5×26cmニック社(独) 

7cm 

最大Φ14×10cm 

しっかりとしたバケツで、出

し入れしたり、積んだり、運

んだりが遊びやすい。一番大

きなバケツは持ち手付き。 

バケツ５個 フックス社(独) 

アンビトーイ社(オランダ) 
ハンマーで思いきりボ

ールを打ち抜ける。斜め

打ちでも玉が落ちるの

で遊びやすい。 

W16×D16×H8.5cm 

7.3cm/厚み 4ｍｍ 

材:ゴムの木 

打棒１本付 プラントーイ社(タイ) 

プラントーイ社(タイ) 材:ゴムの木 

 

大人には困ったい

たずらに見えても 

赤ちゃんには大き

な意味があるか

も？何を面白がっ

ているか、観察し

てみましょう。 

他 40 個/80 個/200 個 

｢握る｣｢つかんで離す｣

｢つなぐ・はずす｣遊びが

できる。適度な柔らかさ

と丈夫さで遊びやすい。 

材:ポリプロピレン 

Φ10.5cm KIDSⅡ社(米) 

材:ポリウレタン 

ＥＥＧ社(中国) 

65×65cm 

2021年12月現在価格(消費税10％込み) 

出版:クレヨンハウス 

(日本製) 

7cm 角 

ミッキィ社(スウェーデン) 

ユシラ社(フィンランド) 
ユシラ社(フィンランド) 

どんな触れ方をしても音が鳴るベルのおも

ちゃ。ドレミソラのペンタトニック音階。 

ドンディ \8580 ジトレ社(伊) 

転がるおもちゃ部門 
遊びやすさ No.１ 

ギラリー・ロンデーロ  
\2200 

ステッキモビレ 
\10120 
全15パーツ ニック社

(ドイツ) 

積み木と車が合体し

たベストセラー。最
初はペグの出し入れ
遊び、成長と共に複
雑な組立て遊びが広
がります。 

あひるの子 
\5500 
ニック社(ドイツ) 

ひっぱるとユニークな
鳴き声でついてくる。 

立方体 4cm 角 


