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好きなことに夢中になるのが、いちばん。
その繰り返しが自分らしさとなって、
成長を支える自信につながっていくと思うから。

いま、なにが好きかな？どんなことにわくわくするかな？

この瞬間を大切に、遊んで、感じて、
自分らしくあればいい。
とことん自由に、ありのままに。

“ずっと夢中になる” そんなあそび道具が、
とっておきの贈り物。

好きを、夢中を、
贈りたい
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PICK UP!

クリスマ
スだから

特別な
贈り物を

。

ロングセ
ラーや

人気商
品を集

めた

こんなギ
フトセッ

トはいか
がですか

？

この時
期だけの

お得な
セット。

数量限
定です

。

どこでも手あそび
カンガルーのおやこ
握るとパリパリ音がするしっぽ、引っ
張ると振動する子どもカンガルーなど、
ワクワクするしかけがいっぱい。

Mドイツ O中国 S 27×30×13㎝

3ヶ月頃～

ひまわりラトル
にっこり顔がくるっと回り、「いない
いないばぁ」が楽しめるラトル。葉っ
ぱの歯固めや優しいビーズの音など、
赤ちゃんの好奇心に働きかけます。

Mイギリス O中国 S 17.3×8×4.4㎝

6ヶ月頃～

ルーピング スクィード
木製ビーズを移動させることで、目と
手を同時に動かす練習に。指先運動は
脳の刺激にも。台座は吸盤付で安心。

Mオランダ Oオランダ S 22×20×10㎝

6ヶ月頃～

わくわく体験！
STEMセット
特別価格 5,400円
子どもには、あそびと学びに境は
ありません。あそびを通じて子ど
もの「なに？どうして？」を引き
出し、サポートする道具のセット。
親子で楽しめるワークシート付。

はじめての
知育セット
特別価格 5,400円
目、耳、手先などをフルに使いな
がら、色や形の認識や、学びの基
礎を育みます。「もっと遊びたい！」
という気持ちに寄り添うしかけや
工夫がいっぱい。お片付けもでき
るギフトボックス入り。

ボーネルンド
ベビー
セレクションBOX
特別価格 8,640円
世界中で愛されるベストセラーアイテム
をセットに。手触りや色、音、手指の運
動など、赤ちゃんの五感を刺激するあそ
びの機能で、成長や発達に合わせて長く
楽しめます。出産祝いとしても最適です。

特別にお得なセットです！

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

大人気のギフトセット
今年はこんな
ラインナップ！

この時期限定！
PICK UP

1
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ハンディー 
ポケットスコープ
身近なもののミクロな世界を観察でき
る手のひらサイズのスコープ。付属の
スタンドを使えば簡易顕微鏡に。

M香港 O中国 S 5×10×3.5㎝
倍率20～ 40倍

8歳頃～

ジャンボ　
虫メガネ
スタンドつきなのでハンズフ
リーで観察できます。本体と
レンズは軽く、割れにくいプ
ラスチック製で安心です。

Mアメリカ O 中国 S 20×11.5 
×2.2㎝　倍率4.5倍

3歳頃～

ミニレインボー
メーカー
ビーズが奏でる音色やカラフ
ルな色の流れに子どもは夢中
に。振り方によって波や雨、
風など様々な音が生まれます。

Mイスラエル O中国 S 20.5×5 
×5㎝

6ヶ月頃～

スタッキング
ビーカー
入れ子になった9個のビーカ
ーを並べる、積む、型抜きな
ど多彩な遊び方を通じて、色
や大きさの違いを認識します。

Mデンマーク O デンマーク S

直径4～10.5㎝

1歳頃～

ファーストピックアップ
パズル てんとう虫
指先でつまんで大きさの認識
を深めるだけでなく、てんと
う虫のほしを数えたり、色を
比べるなど遊び方も様々。

M日本 O中国 S 9×29㎝

2歳頃～

ファーストクレヨン・
アニマルシェイプ
小さな手にも握りやすい、動
物型のクレヨン。はじめての
お絵かきにも使いやすいよう、
裏面にはすべり止め加工が。

Mイギリス O中国 S 1色あたり
約4㎝

1歳半頃～

測ってみよう！ マイ・ファースト
計量セット
ビーカーに水などを入れて重さを測っ
たり比べたりしながら、量の足し算を
体感。3種の実験例ブックつき。

M香港 O 中国 S パッケージサイズ26.5
×33×11.5㎝

3歳頃～わくわく体験！
STEMセット
特別価格 5,400円
子どもには、あそびと学びに境は
ありません。あそびを通じて子ど
もの「なに？どうして？」を引き
出し、サポートする道具のセット。
親子で楽しめるワークシート付。

はじめての
知育セット
特別価格 5,400円
目、耳、手先などをフルに使いな
がら、色や形の認識や、学びの基
礎を育みます。「もっと遊びたい！」
という気持ちに寄り添うしかけや
工夫がいっぱい。お片付けもでき
るギフトボックス入り。

ボーネルンド
ベビー
セレクションBOX

世界中で愛されるベストセラーアイテム
をセットに。手触りや色、音、手指の運
動など、赤ちゃんの五感を刺激するあそ
びの機能で、成長や発達に合わせて長く
楽しめます。出産祝いとしても最適です。

おうち柄の収納BOX付き！

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

※虫メガネの色は選べません。（赤、オレンジ、緑、黄、青、紫のいずれか）
※はかりは正確な重さを量るものではありません。

大人気のギフトセット
今年はこんな
ラインナップ！
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QUADRILLA
クアドリラ

MAG
FORMERS
マグ・フォーマー

クアドリラ
ファニー・ファンクションセット
12,960円
らせん状のスパイラルレールや階段な
ど、新登場のしかけパーツを加えた基
本のセット。組み立て方次第で色々な
遊び方を楽しめます。

M日本 O 中国 S パッケージサイズ45×
48×8㎝　※11月末入荷予定

4歳頃～

クアドリラ ミュージック拡張セット
5,832円
ブロックやカーブレールに加え、ビー
玉が通ると音を奏でる鉄琴パーツをセ
ット。創造の世界がさらに広がります。

M日本 O 中国 S パッケージサイズ22.5
×52×8.5㎝

4歳頃～

クアドリラ スピードウェイセット
5,832円
カーブレールや、ビー玉の動きに時間
差を生むシーソーパーツなど。基本セ
ットに追加して遊べるパーツセット。

M日本 O 中国 S パッケージサイズ22.5
×52×8.5㎝

4歳頃～

思わぬビー玉の動きに夢中！

パーツを組み合わせて作ったコースを、
ビー玉がゆっくり転がったり、ぐるぐ
ると加速をつけて落ちたり。想像を超
えた動きは驚きと発見がいっぱい。何
度もチャレンジしたくなります。

ビー玉が

ぐるぐる～
って

はやく落ち
たよ！

X'masプレゼントの大定番
今年はどちらを選ぶ？

子どもが必ず喜ぶ！
PICK UP

2

11月末
新登場！

さらにパーツを増やしたい方には
拡張セットがおすすめです！

クアドリラ ファニー・ファンクションセット

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。6
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MAG
FORMERS
マグ・フォーマー

マグ・フォーマー
リモート乗り物セット20ピース　10,584円

6歳頃～

クアドリラ ミュージック拡張セット
5,832円
ブロックやカーブレールに加え、ビー
玉が通ると音を奏でる鉄琴パーツをセ
ット。創造の世界がさらに広がります。

M日本 O 中国 S パッケージサイズ22.5
×52×8.5㎝

マグ・フォーマー
ベーシックセット30ピース　7,128円

3歳頃～

マグ・フォーマー
ディスカバリーBOX（71ピース）　16,740円
ブロック64ピースに、買い足したいとご要望の多い車の
ホイールなど、創造が広がるパーツを特別にセットした、
日本限定商品。マグ・フォーマーの中で今年、最もおす
すめのセットです。 

M韓国 O中国 S パッケージサイズ20.5×20.5×21㎝

3歳頃～

思わぬビー玉の動きに夢中！

パーツを組み合わせて作ったコースを、
ビー玉がゆっくり転がったり、ぐるぐ
ると加速をつけて落ちたり。想像を超
えた動きは驚きと発見がいっぱい。何
度もチャレンジしたくなります。

平面がくっついて立体に！

瞬時にくっつく磁石入りのブロックは、
平面と立体を行き来しながらいろいろ
な形に変化します。平面のつもりが、
いつの間にか立体になったり、思いが
けない形が生まれるかも!?

パッとくっ
ついて

どんどん作
れるよ

ビー玉が

ぐるぐる～
って

はやく落ち
たよ！

日本
限定

新登場！

初
め
て
の
方
に

お
す
す
め
！

クアドリラ ファニー・ファンクションセット

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。 7
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FOR BABY
赤ちゃんは、はじめて見るもの、触れるものを通して
この世界を知っていきます。
だから「本物」のあそび道具選びを

ベビーウォーカー
14,040円
重量やタイヤのサイズなどを工夫した、
安定感のある木製手押し車。タイヤは
ゴム加工で床を傷つけない配慮も。

Mポーランド Oポーランド S 33×49× 
52㎝　重量4.5㎏

つかまり立ちや
よちよち歩きを始めたら

1歳頃～ アンビトーイ
ベビーギフトセット　5,400円
生後3ヶ月頃から1歳半頃までの発達
に応じたあそびが楽しめます。性別や
好みを問わないので出産ギフトにも。

Mイギリス O 中国 S パッケージサイズ
36×30×13㎝

成長に合わせて楽しめる
ロングセラーのお得なセット

3ヶ月頃～

カラフルプルトーイ　7,776円
ひもを引っぱると、くるくる回りながら動きます。ボッ
クス部分は6種の積み木が入り、形合わせ遊びも。

Mポーランド Oポーランド S 18×15×19㎝

ひっぱる、転がす、形合わせ、遊び方いろいろ

1歳半頃～

「ワンス・アポン・ア・タイム」ねずみの3姉妹
各3,024円
小さな女の子が思い描く空想の世界をテーマにしたシリ
ーズ。子どもの成長に優しく寄り添う抱き人形です。

Mフランス O中国 S 全長24㎝
※限定店舗でのお取り扱いです。

想像力をかきたてるお人形

3歳頃～

ベビー・プレイネスト　7,776円
異なる手触りや音を楽しむしかけが、五感を刺激。普段
はねんねの赤ちゃんも、姿勢が変わり視界が広がります。

Mイギリス O中国 S 直径90㎝

どこでも持ち運べる居場所で
赤ちゃんもごきげんに

3ヶ月頃～

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

2人で一緒にあそべるよ！

ララ
シシー

ミミ

中の空気で厚みを調整できるよ
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アンビトーイ
ベビーギフトセット　5,400円
生後3ヶ月頃から1歳半頃までの発達
に応じたあそびが楽しめます。性別や
好みを問わないので出産ギフトにも。

Mイギリス O 中国 S パッケージサイズ
36×30×13㎝

成長に合わせて楽しめる
ロングセラーのお得なセット

アニマル・トレイン
9,504円
布製列車に動物を乗せて引っぱります。
布部分は丸洗いできるから、それぞれ
の動物でぬいぐるみ遊びも存分に。

Mドイツ O中国 S 14×48×23㎝

やさしい音が鳴る動物と
一緒にガタンゴトン

6ヶ月頃～

カラフルプルトーイ　7,776円
ひもを引っぱると、くるくる回りながら動きます。ボッ
クス部分は6種の積み木が入り、形合わせ遊びも。

Mポーランド Oポーランド S 18×15×19㎝

ひっぱる、転がす、形合わせ、遊び方いろいろ

1歳半頃～

スクイッシュ　2,916円
ビーズをゴムでつないだデザインは、小さな手にもつか
みやすい。触れると形が変わり、好奇心をくすぐります。

Mアメリカ Oタイ S 直径16㎝

握ると変形、パッと戻ります

0ヶ月頃～

ルーピング 汽車　10,800円
らせんやカーブなど、ワイヤーに沿ってビーズを動かす
ことで脳を刺激し、思い通りに指を動かす力を育てます。

Mオランダ Oオランダ S 48×18.5×36.5㎝

目と手を同時に動かす練習に

2歳頃～

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

ボ
ク
の
指
で
も

し
っ
か
り

キ
ャ
ッ
チ
！

2人で一緒にあそべるよ！
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ファンラーニング
マッチング・ペアーズ
7,344円
思わずあけたくなるフタの下
に隠れたペアの図柄を探して
遊びます。じっくり観察し、
認知力や記憶力を育みます。

Mフランス O 中国 S パッケー
ジサイズ28×28×7㎝

3歳頃～

ファンラーニング
カラーズ・イン・サークル
5,076円
いろいろな形のピースをパズ
ルのように組み合わせて「円」
を作れるかな？特徴を観察し
ながら、パターンを作る発想
力も広がります。

Mオランダ O オランダ S パッ
ケージサイズ25×25×6㎝

5歳頃～

ファンラーニング
シェープス＆カラーズ
5,076円
カラフルなピースを使って問題カード
に楽しくチャレンジするうちに、観察
する、比べる、分類する、数えるとい
った練習ができます。

Mフランス O 中国 S パッケージサイズ
28×28×6㎝

4歳頃～

EDUCATIONAL
AI時代を生きる子どもたちだからこそ
自分で考え、クリエイトする力を育てたいもの。
まずは「楽しい！」と思える良品選びから

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

キャンディー・キャッチャー　3,888円
言葉や数字ではなく「色」だけを使うヨーロッパ版カル
タ。サイコロで出た色と同じキャンディを見つけます。

Mドイツ O中国 S パッケージサイズ20×15×7㎝
（このページに掲載の商品すべて同じ）

4歳頃～

子どもの「どうして？」を、理屈ではなく体感を通して楽しく理解
する「ファンラーニング」シリーズ。ヨーロッパの教育現場で実際
に使われている教材を、使いやすい家庭用にアレンジしています。

遊びながら自然と
学びの基礎に触れる

10
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ちょうちょうの
色あわせ
3,888円
カラフルな透明シートを
重ねながら、見本と同じ
ちょうちょうを作ります。
色の変化やしくみを知る
入り口に。

4歳頃～ファンラーニング
マッチング・ペアーズ
7,344円
思わずあけたくなるフタの下
に隠れたペアの図柄を探して
遊びます。じっくり観察し、
認知力や記憶力を育みます。

Mフランス O 中国 S パッケー
ジサイズ28×28×7㎝

ワニの親子の
ぐらぐらゲーム
3,888円
ワニの背中に順番にタマ
ゴを乗せていくシンプル
なゲーム。指先の感覚や
乗せ方の戦略が試され、
大人も夢中に！

2歳頃～

触って感じる
カタチのゲーム
3,888円
さまざまなシルエットが
描かれたカードを見て、
袋に入ったピースの中か
ら手触りだけで同じ形を
探し当てます。

4歳頃～

ヒコウキ雲の
お絵かきゲーム
3,888円
チェーンを使ってカード
に描かれた形を作り、ど
れかを当ててもらうゲー
ム。形の再現力や、観察
する力を養います。

4歳頃～

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

同じ色は
どれかな？

キャンディー・キャッチャー　3,888円
言葉や数字ではなく「色」だけを使うヨーロッパ版カル
タ。サイコロで出た色と同じキャンディを見つけます。

Mドイツ O中国 S パッケージサイズ20×15×7㎝
（このページに掲載の商品すべて同じ）

4歳頃～

幼児教育が盛んなドイツで、学校教材を開発してきた「ベルダック
社」。文字を使わずゲーム感覚で学べるアイテムを数多く作ってい
ます。缶入りなので旅や移動のお供として、みんなで楽しんで。

子どもから大人まで
楽しめるシンプルさ

11
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カラコロツリーL　9,504円
ビー玉を転がして音と色のグラデーションを楽しむ木製
オブジェ。ビー玉を複数転がすと輪唱のような美しい音
を奏でます。Sサイズ（6,264円）もあり。

Mポーランド Oポーランド S（L）25×25×72㎝

くりかえし聞きたくなる穏やかな音色

3歳頃～

オリジナル積み木 カラー
【積み木のほん付】　17,280円
高い塔やお城に、おままごとの食材に。積み木は子どもた
ちにとって七変化、長く付き合える魔法のあそび道具です。

M日本 O日本 S 30×44×4.5㎝

シンプルな形の組み合わせが
オリジナルの世界を生みます

1歳頃～

パレットシロフォン　16,200円
より長く楽しみたい方は、13音階のこちらを。美しく正
確な音はもちろん、子どもが座って叩きやすい形にもこ
だわりました。

M日本 O日本 S 全長60㎝

色とりどりの音を重ねて楽しんで

3歳頃～

おさかなシロフォン黄　10,800円
専門家が調律する美しい音で本格派の木琴。入門用の1オ
クターブの音階で、簡単に素敵なメロディを演奏できます。

M日本 O日本 S 全長45㎝

はじめて触れる音こそ本物を

1歳半頃～

EDUCATIONAL

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

キ
レ
イ
な

音
だ
ね
！

贈り物
にも

おすす
めです

！
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ベビーブロック・
デイジーボックス　3,888円
小さな手で扱いやすいサイズで、「積
んではくずす」ことをくり返し楽しめ
ます。土台は収納ボックスに。

Mイタリア Oイタリア　
S ボックスサイズ直径33㎝

どんどん積んで、ぐらぐら
ガシャーン！ を存分に

1歳頃～

光であそぶアートブロック
オクトンズ　2,592円
縦・横・斜めに切れ込みの入ったカラ
フルな透明ブロック。つないでいくと、
いつの間にかアートな形が！

Mイギリス O 中国 S パッケージサイズ
20×28×5㎝

光を集め、つないでいくと
うまれるのは、どんな形？

4歳頃～

カラフルギア　3,888円
うまく組み合わせていくと、ギアが連
動して大きな動きに！身近なメカのし
くみを知るきっかけに。

Mイタリア O イタリア S パッケージサ
イズ31×29×9㎝

カラフルな歯車を
つなぎ合わせて動かそう

3歳頃～

オリジナル積み木 カラー
【積み木のほん付】　17,280円
高い塔やお城に、おままごとの食材に。積み木は子どもた
ちにとって七変化、長く付き合える魔法のあそび道具です。

M日本 O日本 S 30×44×4.5㎝

シンプルな形の組み合わせが
オリジナルの世界を生みます

1歳頃～

パレットシロフォン　16,200円
より長く楽しみたい方は、13音階のこちらを。美しく正
確な音はもちろん、子どもが座って叩きやすい形にもこ
だわりました。

M日本 O日本 S 全長60㎝

色とりどりの音を重ねて楽しんで

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

贈り物
にも

おすす
めです

！

ぐるぐる回る
模様が楽しいよ！
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LED ライトアップ地球儀
7,020円
世界各地の生物や歴史的建造物を描い
た地球儀。LEDライトを灯すと、海の
生物が浮かび上がります。

M香港 O中国 S 球体直径28㎝

世界中の生き物を
地球の上で見つけよう

4歳頃～

ピエロのびっくりはかり
2,700円
1から10の数字の形のおもりは、数と
重さが比例。足し算、引き算の概念を、
天秤の原理で楽しく学べます。

Mイギリス O中国 S 23×17×4.5㎝

数や重さの大小を
感覚的に学べます

4歳頃～

かんてんネンド
Studio
べたつかず乾きにくい、小
さな子にも扱いやすい「寒
天」のねんど。ほかの色と
混ぜて好きな色も作れます。

創造の
楽しさが広がる
天然素材のねんど

6歳頃～顕微鏡セット　倍率640倍　11,880円
高倍率レンズに加え、必要なアイテムを丸ごとセットに。
本格的な機能で、好奇心や研究心を応援します。

M香港 O中国 S パッケージサイズ32×28.6×12㎝

さあ、ミクロの世界へ飛びこもう！

8歳頃～

ハマビーズ マイ・デザインBOX　3,456円
美しい発色のビーズを並べて、さまざまな模様づくり。
オリジナルの作品づくりに、思わず夢中になりそう！

Mデンマーク Oデンマーク S 15×15×13㎝
ビーズ全6色 6000ピース入り

完成させる達成感もくせになる！

4歳頃～

EDUCATIONAL

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

なにが

見える
かな？

できあがり

「5と2」と「7」で

つりあうよ
！
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ジュエリー・ジャム
5,076円
キラキラのアクリルビーズや木製ビー
ズなどのパーツが850個以上！　お友
だちや家族と一緒に楽しめます。

Mアメリカ O 中国 S パッケージサイズ
16×26×13㎝

アイデアがわいてくる
色とりどりのビーズセット

8歳頃～

かんてんネンド
Studio
べたつかず乾きにくい、小
さな子にも扱いやすい「寒
天」のねんど。ほかの色と
混ぜて好きな色も作れます。

創造の
楽しさが広がる
天然素材のねんど

6歳頃～顕微鏡セット　倍率640倍　11,880円
高倍率レンズに加え、必要なアイテムを丸ごとセットに。
本格的な機能で、好奇心や研究心を応援します。

M香港 O中国 S パッケージサイズ32×28.6×12㎝

さあ、ミクロの世界へ飛びこもう！

ハマビーズ マイ・デザインBOX　3,456円
美しい発色のビーズを並べて、さまざまな模様づくり。
オリジナルの作品づくりに、思わず夢中になりそう！

Mデンマーク Oデンマーク S 15×15×13㎝
ビーズ全6色 6000ピース入り

完成させる達成感もくせになる！

4歳頃～

ソーイングケース　4,320円
針や刺繍糸、フェルトなど基本的な手芸道具のセット。こ
れ一つで6種類のモチーフづくりが楽しめます。

Mイギリス O中国 S パッケージサイズ29×20×9㎝

針と糸から生まれる
作品にわくわく！

7歳頃～

パステル・スイーツセット
2,376円
ケーキやキャンディを作るの
にぴったりの、かわいいパス
テルカラー 6色のセット。

M日本 O 日本 S 直径10×高さ
12㎝

ランチ・ボックスセット
2,376円
赤、黄、緑など、食欲をそそ
るおいしそうなお弁当カラー
の6色セット。黒色で「のり」も！

M日本 O 日本 S 直径10×高さ
12㎝

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

できあがり

できあがり

できあがり

できあがり

ビーズを並べてアイロン
をかけるとビーズ同士が
くっついて一枚の絵に！

新登場！

新登場！

新登場！
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ROLE
PLAYING
憧れの大人の世界を再現した
本物そっくりのあそび道具なら
子どもたちの「ごっこ遊び」は
もっと夢中に、もっと本格的に！

ボーネ・シェフ フルーツ＆ベジタブル　4,212円
切り口の色や模様など、本物らしさにもこだわった食材
セット。木の包丁を使って本物のようにカットできます。

M日本 O中国 S パッケージサイズ25.5×19.7×9㎝

「ザクッ」の音までリアル！

2歳頃～

キッチンセンター　12,960円
子どもが夢中になれる等身大サイズに、お鍋や調味料が
ずらり。シンクには実際にお湯や水を入れて、食器や野
菜を洗えます。

Mデンマーク Oデンマーク S 32×47×70㎝

日本発売25周年！
世界中で愛されるリアルなキッチン

2歳頃～

キャッシュレジスター
6,156円
クレジットカードを通したり、ボタン
を押したりと、本物気分たっぷりのレ
ジスター。計算機能もついています。

Mアメリカ O中国 S 27×15×24㎝

まるで本物の
レジみたい！

ぼく、何にだってなれちゃうよ！

「キッチンセンター」を
買うと A Bどちらかを

プレゼント！

選べるノベルティ

マイリトルプリンセス
カップケーキセット

ケーキとティーセット、キュートなパ
ステルカラーでお茶時間を楽しんで。

Mデンマーク O デンマーク S パッケー
ジサイズ18×15.5×18㎝

B

BBQフードセット

バーガーやホットドッグ、トーストな
ど子どもが大好きなメニューばかり！

Mデンマーク O デンマーク S パッケー
ジサイズ18×15.5×18㎝

A

※なくなり次第終了

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。16
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ボーネ・シェフ フルーツ＆ベジタブル　4,212円

キャッシュレジスター
6,156円
クレジットカードを通したり、ボタン
を押したりと、本物気分たっぷりのレ
ジスター。計算機能もついています。

Mアメリカ O中国 S 27×15×24㎝

まるで本物の
レジみたい！

3歳頃～

「ワンス・アポン・ア・タイム」
バレリーナのワードローブ
7,020円
バレリーナに扮したネズミのシシーと、
お着替え遊びが楽しめる3色のキラキ
ラと輝くチュチュをセットに。

Mフランス O 中国 S パッケージサイズ
18.5×23×12.5㎝　※限定店舗でのお取
り扱いです。

トランク型ワードローブで
いつでも一緒におでかけ

3歳頃～

グリーンガーデン
ブレックファーストセット
3,456円
フライパンやポット、食材、食器など
朝ごはんグッズを一式に。おままごと
の世界が広がりそうです。

Mデンマーク O デンマーク S パッケー
ジサイズ29×20×10㎝

朝ごはんを作って食べよう！
早起きもマスターできるかな？

2歳頃～

パ
ッ
と
開
く
と

鏡
つ
き

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
が
！

「チーン！」
1ドルでーす！

「キッチンセンター」を
買うと A Bどちらかを

プレゼント！

マイリトルプリンセス
カップケーキセット

ケーキとティーセット、キュートなパ
ステルカラーでお茶時間を楽しんで。

Mデンマーク O デンマーク S パッケー
ジサイズ18×15.5×18㎝

BBQフードセット

バーガーやホットドッグ、トーストな
ど子どもが大好きなメニューばかり！

Mデンマーク O デンマーク S パッケー
ジサイズ18×15.5×18㎝

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。 17
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マイドールハウスセット
19,440円
屋根や正面から手が入る、遊びやすい
デザイン。人形6体やリアルなつくり
の家具がすべてセットになっています。

M日本 O中国 S 45×49×29㎝

本物みたいな家具を並べて
お人形の世界の中へ

3歳頃～

お医者さんセット
3,240円
聴診器や注射器などの、お医者さんの
必需品セット。注射器には、本当に採
血をしているように見えるしかけが。

Mドイツ O 中国 S パッケージサイズ22
×26×9.4㎝

子どもの大好きな
お医者さん道具がぎっしり！

3歳頃～

お世話人形 ベビー・ステラ　4,536円（写真 A ）

柔らかい肌触りや重みが、リアルな抱き心地。磁石で口
もとにフィットする、おしゃぶりつきです。

Mアメリカ O中国 S 約36㎝

思いやりと想像力を育てる赤ちゃん人形

1歳半頃～

R O L E P L AY I N G

おでかけベビーカー
5,400円（写真 B ）

子どもが押しやすい高さのベ
ビーカー。使わないときはコ
ンパクトに折りたためます。

Mアメリカ O中国 S 45×26× 
60㎝※人形は含みません。

お花のだっこひも
2,592円

ミルクの
時間セット
3,456円

着せ替え洋服各種
3,024円より

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

み
ん
な
起
き
て
〜

ご
は
ん
が
で
き
た
よ

豊富に揃う別売りアクセサリーで
お世話遊びがもっと楽しい！

A

B
18
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お医者さんセット
3,240円
聴診器や注射器などの、お医者さんの
必需品セット。注射器には、本当に採
血をしているように見えるしかけが。

Mドイツ O 中国 S パッケージサイズ22
×26×9.4㎝

子どもの大好きな
お医者さん道具がぎっしり！

ボッシュ ミニワークセンター
8,640円
ボックスを組み立てると作業台に！本
物さながらの工具一式をセット。気分
はすっかり大工さんです。

Mドイツ O 中国 S パッケージサイズ43
×38×9.5㎝、組み立てサイズ74㎝

電動ドライバーを使って
パーツを組み立てよう！

3歳頃～

ボッシュ
カーメンテナンス・キット
4,212円
電動ドライバーで、車のボディやエン
ジンなどを分解＆組み立て。オープン
カーからレーシングカーへの変身も！

Mドイツ O 中国 S パッケージサイズ30
×25×7㎝

3歳頃～

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

ボルト
やナッ

トも

本物み
たいに

しめら
れるよ

！

一緒
に遊べるよ！一緒
に遊べるよ！

19
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ボーネエクスプレス ビッグブリッジ・タウン
12,960円
大きな駅や青い鉄橋、赤いバスなど、ヨーロッパの街を
イメージ。組み合わせながら、自由に物語を紡ぎます。

M日本 O中国 S パッケージサイズ50×34.7×12㎝

レールをつないで自分だけの街を作ろう

3歳頃～

左・木のくるま ドクターヘリ　3,024円
右・木のくるま ポリスカー　1,836円
やわらかなフォルムと、ぬくもりのある手触り。小さな
手にフィットし、つかみやすい形です。

Mポーランド O ポーランド S ドクターヘリ：10.5×8.5×5 
㎝／ポリスカー：8.5×6×5㎝

はじめて触れるのりものに

1歳頃～

カーフェリー　5,616円
ジク ミニチュア・カー各種　486円～
水路を渡り、車両の積み降ろしをするカーフェリーを忠
実に再現。両端のタラップを上げ下げして車を動かせま
す。セットのミニカー 2台に加えて、別売りのミニカー
をプラスすれば、より本格的な世界が広がります。

Mドイツ O中国 S カーフェリー　パッケージサイズ48×18 
×20㎝　※「カーフェリー」には、フェリー上の2台のミニチ
ュアカーが付属。フェリー周辺のミニチュアカーは別売りです。
ミニチュアカーは水にぬれるとさびますのでご注意ください。

水に浮かべることもできるカーフェリー

3歳頃～

車をはこぶトラック
10,584円
2段式の、車を運べるトレーラー・ト
ラック。上段は可動式なので、車の乗
せ降ろしが可能です。

Mポーランド O ポーランド S 25×12.5 
×8㎝

カラフルなトレーラーが
子どもの夢も運びます

1歳半頃～

ミックスマッチ
ボリュームセット　6,912円
磁石で簡単に脱着できる車や飛行機、
船のボディを、自由に組み合わせ。想
像ののりものを形にしよう！

Mアメリカ O 中国 S パッケージサイズ
51×33×9㎝

空飛ぶくるま？
自由な発想で作ろう！

3歳頃～

のりもので
遊ぶ！

車や電車、飛行機に船。
定番のアイテムだからこそ
長く遊べるものを選んで

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。20
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ペリカンデザイン三輪車 Vハンドル赤
16,740円
乗りやすさと安全性を追求した美しいデザイン。安定感
がありペダルを漕げるようになる前から長期間遊べます。

Mデンマーク Oデンマーク S 65×43×54㎝
※耐荷重50kg、重量5.3kg

世界的ロングセラーのシンプル三輪車

1歳半頃～

ボビーカー クラシック　9,180円
人間工学に基づいた乗りやすさと耐久性だから思い切り
走れます。元気な外遊びでのパートナーに！

Mドイツ Oドイツ S 58×30×38㎝

40年以上愛されるドイツの国民的あそび道具

1歳半頃～

ソフトソーサー　各1,836円
中が柔らかなスポンジ素材でよく飛びます。あたっても
痛くないので小さな子でも怖がらずにキャッチできます。

Mドイツ Oドイツ S 直径25㎝

キャッチボールのように楽しもう！

2歳頃～

車をはこぶトラック
10,584円
2段式の、車を運べるトレーラー・ト
ラック。上段は可動式なので、車の乗
せ降ろしが可能です。

Mポーランド O ポーランド S 25×12.5 
×8㎝

カラフルなトレーラーが
子どもの夢も運びます

からだを
動かす！

元気あふれる子どもたちの
体づくりを、家でも外でも
しっかりサポートします

※表示価格はすべて税込みです。一部取り扱いのない店舗がございます。オンラインショップではすべての掲載商品をお求めいただけます。

おっとっと、
上手に渡れるかな

ボブルス ゾウ（全4色）
24,840円
ボブルス チキン（全4色）
6,264円
腹ばいに乗ったり揺れたりと、室内で
さまざまな体遊びが楽しめます。座る、
踏み台にするなど、色々な使い方がで
きます。

Mデンマーク O ベトナム S ゾウ約31×
54×24㎝、チキン11×24×26㎝

自然とからだを動かせる
「遊べる家具」

6ヶ月頃～
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インテリア
にもいいね
一緒に遊んだ楽しい

思い出とともに部屋を彩る
ブナ材の美しい名品

曲を創れるミュージック・
ボックス　12,960円
穴にスティックを差し込みハンドルを
回すと透明感のある音色を奏でます。ど
れを同時に鳴らしても和音になる6音。

Mドイツ O中国 S 22×11.5×7.8㎝
※限定店舗でのお取り扱いです。

新登場！ スティックを差すと
オリジナルのオルゴールに

6歳頃～

バヨ社のノアの方舟
12,960円
方舟に9ペアの動物たちとノア夫妻が
パズルのようにおさまります。中間色
で統一された美しい色合いです。

Mポーランド O ポーランド S 9.5×30×
14㎝　※限定店舗でのお取り扱いです。

物語を感じるオブジェは
大人へのギフトにも

2歳頃～

球運びバランス・ゲーム　10,800円
細い橋や穴の開いた通り道を、ボールを落とさないよう
にスティックで誘導するゲーム。コースを自由に組み替
えられるので、子どもから大人まで家族で楽しめます。
シンプルで美しい木の質感も魅力です。

Mドイツ O中国 S パッケージサイズ24×31×9.5㎝
※限定店舗でのお取り扱いです。

一本道を上手にコロコロ
大人も子どもも夢中に！

6歳頃～

未来は作曲家!?

長く楽しめ
る

シンプルデ
ザイン

新登場！

新登場！
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ボーネルンドのショップ＆あそび場リスト ★フラッグシップショップ

ボーネルンドショップ

ボーネルンド本店（東京・原宿）★
03-5411-8022

 北海道
札幌・大通り店★
011-242-7323
丸井今井札幌本店
011-205-1614
さっぽろ東急百貨店
011-212-2668
函館 蔦屋書店　0138-85-8748

 北陸・甲信越
新潟伊勢丹店　025-244-4302
香林坊大和店　076-220-1442

 関 東
六本木ヒルズ店
03-5770-3390
代官山店（T－SITE内）
03-6416-3680
大丸東京店　03-6269-9270
京王百貨店 新宿店
03-5321-5388
渋谷・東急本店　03-3477-3765
西武池袋本店　03-5949-2739
東武百貨店 池袋店　
03-5391-1004
二子玉川店　03-6432-7264
東急百貨店 吉祥寺店
0422-22-0547
伊勢丹相模原店
042-745-8007
そごう横浜店　045-465-2239
伊勢丹浦和店　048-822-2262
そごう大宮店　048-649-1513
まるひろ川越店
049-225-9126
そごう千葉店　043-238-6263
ららぽーと柏の葉店
04-7168-1719
京成百貨店（水戸）
029-232-9395
東武宇都宮店　028-651-5583

 東 海
星が丘テラス店★
052-788-2160
松坂屋名古屋店
052-264-2956
遠鉄百貨店（浜松）
053-457-5364

 近 畿
ららぽーとEXPOCITY店
06-6155-6377
あべのハルカス近鉄本店
06-6625-2133
泉北タカシマヤ店
072-294-3371
近鉄百貨店上本町店
06-6775-1580
大丸梅田店　06-6341-8267
阪神梅田本店
06-6345-1547
大丸京都店　075-213-0417
近鉄百貨店奈良店
0742-30-2764
川西阪急店　072-756-1232
大丸神戸店　078-333-2187
西宮阪急店　0798-62-7679

 中国・四国
そごう広島店　082-512-7614
広島T-SITE店
082-554-4270
高松三越店　087-873-2850
フジグラン松山店
089-989-8893

 九 州
岩田屋本店（福岡）
092-725-9460
博多阪急店　092-419-5506
小倉井筒屋店　093-522-2766
トキハわさだ店（大分）
097-542-7871
佐世保玉屋店　0956-25-2057
鶴屋店（熊本）　096-359-2941
山形屋店（鹿児島）
099-227-6518

ボーネルンド 
あそびのせかい

 関 東
マークイズみなとみらい店★
045-650-1231
たまプラーザ テラス店
045-482-4800
川崎ルフロン店　044-221-1560
グランツリー武蔵小杉店
044-982-3221
テラスモール湘南店
0466-86-7320
セレオ八王子店
042-686-3366
イオンモールむさし村山店
042-516-8033
コクーンシティ さいたま新都心店
048-782-6207
ららぽーとTOKYO-BAY店
047-421-7790

 東 海
タカシマヤ ゲートタワーモール店
052-566-6702
プライムツリー赤池店
052-746-0585
イオンモール各務原店
058-322-2793

 近 畿
グランフロント大阪店★
06-6485-7622
大阪国際空港（伊丹空港）店
06-6852-7710
堺タカシマヤ店
072-238-2117
学園南店　078-784-1100

 中 国
広島パセーラ店
082-502-3411

 九 州
タカシマヤキッズパティオ
博多リバレインモール店★
092-260-1525
みらい長崎ココウォーク店
095-801-5830

ボーネルンド 
トット・ガーデン

 関 東
イオンモール幕張新都心店
043-441-8755
イオンモール八千代緑が丘店
047-409-5707
レイクタウンアウトレット店
048-940-1706
ハレノテラス東大宮店
048-748-5228

 近 畿
枚方T-SITE店　072-894-8528

 中 国
イオンモール広島府中店
082-207-2700

 九 州
ゆめタウン佐賀店
0952-37-1415

ボーネルンド 
プレイヴィル

 近 畿
大阪城公園　06-6766-4606
天王寺公園　06-6777-9889

ボーネルンド  
ブレイニーストア

 近 畿
阪急うめだ本店　
06-6313-2166

ボーネルンド 
セレンディピティストア

 関 東
レイクタウンアウトレット店
048-940-1706

キドキド 

 関 東
よみうりランド店　044-966-9568
パサージオ店（西新井）
03-5888-6081

掲載品は、ボーネルンドオンラインショップおよびお電話でもご注文を承ります
ボーネルンド
公式LINE
はじめました！

12月19日（水）12：00までのご注文で
12月24日（月・祝）までにお届けいたします。
※配送時の交通事情や天候などにより遅延等が発生する場合がございます。 ※状況により12
月19日の締切が変更になる場合もございます。詳しくはオンラインショップでご確認ください

オンライン
ショップで
（24時間受付）

オンラインショップ
クリスマス
までのご配送

お電話で
（平日10:00～17:00）で承っております。
※12月1日（土）、2日（日）、8日（土）、9日（日）の10：00～17：00もお受けいたします

0120-358-518

●5,400円（税込）以上のお買い上げで送料無料です。 ※一部大型商品を除く
●1,800点の豊富な品揃えの中から、年齢や用語、価格帯別にお選びいただけます。
全国のショップリスト、
オンラインショップはこちらから ボーネルンド 検索

注目の新商品や季節のあそ
び、お得なキャンペーンやイ
ベント情報をお届けします。

「友だち追加」は
こちらから！

※あそび場のみ。商品は販売していません。
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12月18日（火）12：00までのご注文で
12月24日（月・祝）までにお届けいたします。



全長8.5㎝、
非売品、中国製

直径約100㎝、
非売品、中国製

株式会社ボーネルンド　　  0120-358-518　月～金10：00～17：00（土日・祝祭日除く）　www.bornelund.co.jp　東京都渋谷区神宮前1-3-12

￥17,280（税込）以上
お買い上げでプレゼント！

￥5,940（税込）以上
お買い上げでプレゼント！

2018年特別デザイン 収納袋にもなる！

※お買い上げ金額により、いずれか1点を差し上げます　
※全国のボーネルンドショップ・オンラインショップ共通です　※なくなり次第終了します

ドイツ ジク社のミニチュア・カー
park&ride バス

ボーネルンドオリジナル
広げて遊べるマット

ボーネルンドのクリスマスフェア

11月21日（水）～12月25日（火）
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