
1 ホイッスル・バンビーノ　220円 2 カズー・バンビーノ　220円 3 スライドフルート　396円

4 ミニ・トロン　528円 5 ミニ・トランペット 660円 6 ｼﾞｭﾆｱﾊｰﾓﾆｶ　各1045円

7 マラカス　各770円 8 フィンガースパイズ　198円 9/10 こまディスコ　110円/ネフコマ 330円

11/12 逆立ちこま アンゲラー 165円/アンティ 220円 13 シマ逆立ちこま　495円 14 ベリこま　506円

15 花こま　各748円 16 こま ツバメ(ひも付)　374円 17 こま ヒバリ 青/赤(ひも付) 各715円

18/19 ｽﾍﾟｰｽﾜﾝﾀﾞｰ 小990円/大1210円 20 ｻｲﾄﾞｽﾛｰｽﾋﾟﾅｰ 1320円 21 レシオのけん玉 858円

３つの音でサンバのリズムを

楽しめます

咥えながらしゃべると

ヘンな声に 

色指定可（赤・青・黄・緑） 色指定可（赤・青・黄・緑） 色指定可（赤・青・黄・緑）

色指定不可

笛デビューに最適な一品

吹いても吸っても

異なる音が鳴ります

色指定可（赤・青・黄・緑）

10ホールハーモニカ

水洗いができます

ケース付き

色指定不可

[12.5cm]

色指定不可 どちらも色指定不可

どちらも色指定不可 色指定不可

[6×５cm] [12×2cm] [25cm]

[直径４cm]

色指定可（赤・青・黄・緑）

[直径6.5cm]

[直径3.5cm]

回すと自然に

逆立ちするコマ

回すと自然に

逆立ちするコマ

色指定可（赤・青・黄・緑・ピンク）

[全長１５cm]

ガラ指定不可

磁石でついたコマを

高速回転させると、

コマが飛び出します 

色指定不可

[全長１4cm/直径３cm]

カップに玉を入れるだけ！

超初級けん玉です

吹きながら棒を動かして

音程を変化させて楽しみます

吹きながら棒を動かして

音程を変化させて楽しみます

[直径2.8cm] [直径2.8cm]

[直径3.5cm][直径3cm]

[直径６cm高さ５．５ｃｍ]

色指定不可日本こままわし協会認定

投げこま

日本こままわし協会認定

投げこま

[直径６.2cm高さ５．５ｃｍ]

ツバメよりも軽量で

回しやすい

小 大

[直径8.5cm][直径7cm]

イタリア製の

地球ゴマ

[12.5cm][16.5cm] [10cm]

木製の小さな手

に程よく馴染む

マラカス

初心者でも回しやすい

初心者でも

回しやすい

店長

クルマや飛行機での移動など、スマホ

動画に頼りたくなる時にも、ちょっと

アナログで手を使うおもちゃがあれば

大助かり また園や児童館で数が必

要なプレゼントにも人気です。
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22 スティック四角　528円 23 ボールスネーク 1100円 24/25 ジェリク  S:605円/L:770円

26 バルーンカー 726円 27/28 MANDALA mini3/4 各660円（30柄30枚） 29/30 MANDALA mini5/6 各660円（30柄30枚）

31 MANDALA１ 1045円（50柄50枚） 32 MANDALA２ 1045円（50柄50枚） 33 MANDALAエキスパート 1045円（50柄50枚）

34/35 みつろうｸﾚﾖﾝ8色缶 ﾌﾞﾛｯｸ/ｽﾃｨｯｸ 各1815円 36/37 絵の具14色 770円/24色 1210円 38/39 キットパススティック12色 1100円/水筆 550円

40 ねんどスターターセット 880円 41 みつろうねんど6色6枚 1980円 42 プレイマイスM 990円

43 ﾌﾟﾚｲﾏｲｽﾓｻﾞｲｸｾｯﾄZOO 1540円 44 手おり小 990円[ひ・くし・説明書付き] 45 Y字リリアン　1100円

[全長1５.６cm/パッケージ2.5×４cm] [全長26.5cm/パッケージ４.5×4.5cm] [S:W7.8×H6.5cm/L:W9.8×H7.6cm]

手を使って形を想像＆創造する

お手軽おもちゃシリーズ

手を使って形を想像＆創造する

お手軽おもちゃシリーズ

手を使って形を想像＆創造する

お手軽おもちゃシリーズ

[全長1５cm]

風船のしぼむ力で

走る車

（風船は交換可能）

色指定不可

色指定不可

mini3 ダイヤ mini４ 手まり mini５ ビー玉 mini６ うちゅう

[W10×H10.5cm]

[W15×H21cm]

[W10×H10.5cm]マンダラぬり絵ミニサイズ

マンダラぬり絵 普通サイズ

ブロック スティック
14色

[W20×H7.5cm]

２４色
[W18.5×H13cm]

世界一の品質のクレヨン

美しい発色や混色、使い心地は抜群です

缶ケース[W10.5×H9.5cm]

固形水彩絵の具

フタがパレットになります

筆付きですが、

別売：水筆550円→

をおすすめしています

窓ガラスやお風呂の壁に

描いて消せるクレヨン

（水に溶かして水彩画も楽しめます）

キットパススティック１２色

[ケース：W17×H19cm]
水筆(ぺんてる社製)

[15.5cm]

描画と筆洗いが

これ1本で可能

やわらかく、時間が経っても

固くならない扱いやすい粘土

原料：マイクロワックス、

じゃがいも澱粉

＊色：赤・青・黄・緑・橙・紫・白・黒

＊型6種類・ナイフ1本付き

ケース[W13.5×H18.5cm]

美しい光沢感とみつろうの自然殺菌効果で衛生的♪

ケース[W11×H9cm]
ねんど

[W4×H10×厚０．５cm]

洋紅色・白・青・緑・黄・赤

少しの水分でパーツ同士や

紙にくっつく工作素材

丸めたり、切ったり自由自在♪

原料：とうもろこし

[W14.5×H19.5×D14.5cm]

原料：みつろう・ワックス・顔料

小さな粒でモザイクを

楽しめるタイプ

動物シート6枚付き

[W20×H19.5×D9.5cm]

簡単に「織り」を楽しめる

[W19×H28.5cm/織巾16.5cm]
※毛糸は付きません

木製で手馴染みが

良い編み棒

[17cm]
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46 オーボール 880円 47 スターこま 990円 48 ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｶｯﾌﾟ 1650円 49/50 ﾛﾝﾃﾞｨｹｰｽ入り 各1760円

51 チーズひも通し 1650円 52 くまのひも通し 1870円 53 かえるさんジャンプ 1078円 54 北欧の乗用車 1210円

55 TK聴診器袋入り 990円 56 カラフルパズル 各1760円 57 オーギージュニア 赤/青 各880円 58 自然観察BOX　682円

59 マジックバタフライ 484円 60 ウォーターゴースト 1320円 61 がりがりとんぼ 1760円 62 ブーメランヒコーキルーパー　660円

63 スカイヘリ 550円 64 くまのシャボン玉　792円 65 レインクラウド 1375円 66 カルテット グリム　495円

67 ハッピーキューブ レベル1～6 各660円 68 the T 1100円 69 クルリン 880円 70 皿回しセット　1100円

[直径9.5cm] [直径9cm]

色指定可（ベーシック・ブルー・ピンク） 10個の重ねコップ

おままごと、お砂場

お水遊びでも大活躍

①立方体を

つくり

②フレーム

に戻す

チーズの穴を

ねずみの棒で

通すひも通しの

入門編

おしゃぶりにも

コマにもなる

人気商品

色指定不可

色指定不可

(ねこ・くま・うさぎ・ぞう)W15×１５．５cm

色指定不可 小[直径４cm]

カップ[大:直径9.5/小：４cm] ケース[１０.2×10cm]

大[直径４.5cm]

[4.5×9.5cm]

[直径7cm×H7.5cm]

ケース[直径11×H１３．５cm]

易しい

木製のパズル

１から５の穴の空いたくま50個入り

数遊び、ひも通しに。ひも3本入り

くま
[4.5×5cm]

[長さ48cm] [H８cm]

[9×12.5cm]

小さい手にも

馴染みやすく

はじめて選ぶ車の

おもちゃに最適

素材：マツ/車輪:シラカバ

全体:亜麻仁油仕上げ

[W5×H4×D7.5cm]

お医者さん

ごっこ遊び用

ポリエチレン製の

聴診器

シリコン製の頭、手、足に吸盤がついた

人形、窓ガラス等にくっつきます

小さな生物をケースに入れて

じっくり観察できます

フタの拡大鏡で2倍4倍の

観察ができます

言うことを聞いてくれる 

不思議サイエンストイ

ゴム動力で蝶が飛んでいく

サプライズおもちゃ [9×10cm]

がりがり棒をこすると

プロペラが回ります

熟練者は左右自在に

プロペラを回せる!?

あら不思議!!

宙返りする飛行機

飛行機２機と

飛行機をキャッチする

滑走路付き

水の入った

ペットボトルに

入れて遊びます

[羽9cm/柄22cm][H4.5cm]

[皿24cm/棒60cm]

[W9cm]
[H16cm]

[全長19.7×W21.4cm]

プロペラを巻くと

ゴム動力でヘリが

垂直に飛びます

かえる16個

バケツ1個付き

かえるのおしりを

指で弾いて

ピョ～ン 

相手に質問をして4枚1組のカードを

たくさん集めたら勝ちカードゲーム

グリム童話のイラストも美しい

雲の中に

水を入れて

シャワーに♪

上部の穴を指で

押さえると

水が止まります

おなかを押すと

頭から吹き口がでます

[W7×

H10.5cm]

かえる[W6×H5.3cm]

バケツ[直径15cm×H11cm]

たった4ピースであらゆる形になる

シンプルパズルの王様

[17cm×17cm]

あなたは「T」を

作れますか？

一度やり始めたらやめられない!?

適度な難易度が夢中にさせてくれるシリコンゴムがついた木製の棒を

くるりんと操るスキルトーイ

[H9cm]

皿は落としても

割れません♪

皿1枚棒1本の

セット

[H32×W28cm]

頭トレパズル!!

難易度6段階、あらゆる組合せも可能


