
2018／2019

1APR.2018

A029ボーネルンド
PLAYSCAPE2017

表紙
池田



a

あ
そ
び
か
ら
未
来
を
か
え
る

1

PLAYSCAPE
―  「世界のあそび環境」の本 ―

　

ボーネルンドは、デンマーク語の「børne＝生まれた、

小さな」と「lund＝森」を意味する２つの言葉から名

づけました。私たちは自然があふれ、子どもも大人も

くつろぎ、さまざまな出合いの場である森こそが、子

どもにとって理想的なあそび場であると考え、そのよ

うな豊かなあそび環境を増やしたいという願いを込

めています。グループ創業以来40年あまり、世界中

の優れた「あそび道具」を提供し、さらに公園、幼稚

園・保育園、公共施設や医療、商業施設などに、安全・

安心な「あそび環境」を実現し、その領域はますます

広がりつつあります。

日本は高度成長期を経て奇跡的な経済発展を遂げ

てきましたが、今、大きな変革期を迎えています。「子

ども」「子育て」「あそび」「教育」は、未来を生きる

自立した子どもたちを社会全体で育てていくために、

まさに日本が直面する最重要課題であり、社会、行政、

企業、そして私たち一人ひとりの行動が求められてい

ます。

『プレイスケープ』は、私たちが考える「理想のあそび

の森」を実現するための哲学、オピニオンリーダーの意

見、国内外の先進事例、あそび環境をつくるために必

要な遊具を一冊にまとめました。豊かなあそび環境

を考えるツールとして役立てていただければ幸いです。
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Playground as 
Third Place

子どもが遊び、学び、育つ場所
あそびを中心にあらゆる人々が集う場

私たちは、そんなPlayscape（あそびの景）
を創造していきます。

ボーネルンド　プレイヴィル天王寺公園（大阪府）
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子どもと社会　

　「少子化社会対策白書」（内閣府 平成29

年版）によると、2015年度の合計特殊出生

率は1.45、最低を記録した2005年の1.26

よりも底上げされてはいるものの、日本は明

らかに人口減少社会に突入しました。そこで

語られるのは、経済の衰退、年金などの世代

間格差、移民増加など、大人の側の問題ば

かりです。少子化によって、日本の子どもの

子どもとあそび、
変わること、変わらないこと
　

　「あそぶことは生きること」。

　子どもにとってあそびは生活のすべて。子ど

もはあそびを通して自分を発見し、挑戦して

達成感や満足感を得たり、対話力や社会性を

身につけながら、「生きる力」を育んでいきます。

　オランダの歴史家、ヨハン・ホイジンガは、

人類の名称「ホモ・サピエンス」に倣って、「ホ

モ・ルーデンス＝（遊ぶ人）」という概念を

示し、著書のなかで「人間文化は遊びのな

育つ環境の質がどのように変化するのか、子

どもの側からの議論はほとんどありません。

　今、私たち大人が努力すべきは、未来を担

う子ども一人ひとりに目を向けること。その

人格を尊重しつつ育み、ともにいきいきと暮

らせる社会システムを、社会がひとつになっ

て意思をもって構築していくことです。

　すでに、安定した民主社会を実現している

北欧、ドイツ、オランダなどは、30年以上前

から「人」こそが、国の財産であると自覚し、

かにおいて、遊びとして発生し、展開してき

たのだ」「遊びは文化より古い」（『ホモ・ルー

デンス』中公文庫）と述べています。このよ

うに人とあそびの関係は太古の昔から変わ

らず現在へと続いています。子どもの成長と

あそびの本質も大きく変わるものではあり

ません。

　一方で、子どもを取り巻く社会は時代とと

もに変わります。都市化、核家族化は現在も

続いており、近年はさらに共働き・母子家庭

の増加や子どもの貧困なども大きな社会問

題となっています。とくに日本の子どもの貧

子どもたちを健やかに、自立した大人に育て

ることが国家の責任であるという共通認識

のもと、さまざまな施策が実践されていま

す。なかでも、子どもの人格形成に欠かせな

い幼児期のあそびの重要性が認められ、ソ

フト・ハード両面から環境整備がなされ、時

代状況に合わせて進化を遂げているのです。

子どもの目線に立った環境をつくりあげるこ

とが、子育てや子どもにやさしい社会実現

への第一歩なのではないでしょうか。

困率は先進国のなかでも深刻な状況にあり、

一刻も早い対策が求められています。

　ここ10年あまりでは、世界的にはインター

ネット社会の到来やグローバル化が進行し、

日本では成長社会から定常型社会への移行

期にあって、持続可能性や既存の資源をい

かに活用していくか、所有から共有（シェア）

へといった発想の転換が求められています。

21世紀型の社会や発想がすでに生まれてい

る現在、未来に即した人材育成は急務です。

その基礎となる子どものあそび場の充実と

次世代への対応は大きな課題です。

あそびと娯楽の違い あそびが育む生きる力

ボーネルンドは、「あそび」と「娯楽」を区別して考えています。
子どもには主体的、能動的に関わる「あそび」が重要です。

子どもは生きていくために必要な力を、あそび
を通して自然なかたちで身につけていきます。

あそび

プレイプレイ

日常的日常的

能動的能動的

蓄積蓄積

継続継続

全生活全生活

娯楽

エンターテインメントエンターテインメント

非日常的非日常的

受動的受動的

消費・消耗消費・消耗

一過性一過性

余暇・暇つぶし余暇・暇つぶし

想像力
見えないものを

見る力

創造性
ないものを
生み出す力

発見と理解
　課題を発見し、
理解・解決する力

コミュニケーション力
　他者を思い、
交流する力

自尊感情
　自分を信じ、
挑戦する力

CONCEPT

Photos / Ayumi Nakanishi

社会基盤としての
あそび環境
人口減少社会を迎えた日本では、今、社会

がひとつになって、子育てが楽しく、子ど

もとともにいきいき暮らせる社会システム

を構築することが急務です。その第一歩と

して子どもを中心に誰もが楽しく過ごせる

あそび環境の整備が求められます。豊か

なあそび環境は、学校や病院と同じように

欠かすことのできない社会基盤であり、誰

もが集えるサード・プレイスなのです。ここ

では、現代の子どもとあそびの状況、あそ

び環境の課題、世界の事例を紹介します。

あかがねキッズパーク（愛媛県）
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あそびから
未来をかえる
　

　「あそびから未来をかえる」。

　ボーネルンドは、あそびを取り

巻く環境づくりが子育てにやさし

い社会を実現し、さらに未来をつ

くる原動力になると信じています。

ここからは、私たちが考えるあそ

び環境、理想とするあそびの景

＝PLAYSCAPEについて、５つの

テーマに沿って解説していきます。

1.これからの教育とあそび

　2020年、日本の教育は大きく舵を切りま

す。文部科学省による新学習指導要領によ

ると、小中高校の授業内容が改革され、な

かでも注目されているのが「アクティブ・ラー

ニング（以下AL）」、すなわち能動的学習の

導入です。これは、従来の教師から学生へ

の一方的な知識の伝達だけでなく、課題研

究、ディスカッションやプレゼンテーション

といった生徒による主体的、能動的な学習を

取り入れるというものです。

　北欧やオランダなどではすでにこうした

発想による教育が実践されており  CASE 1   、

アメリカではAL を先取りしたような個性

的なスクール   CASE 2   も存在しています。ま

た欧米には、自主的な学びの要素を多く

含む、特徴のあるチルドレンズ・ミュージア

ム    CASE 3    も多く存在し、学校では得るこ

とのできない体験や知識を体得できる機会

を提供しています。

　ALの成功の鍵は子ども時代のあそびにあ

ると私たちは考えています。あそび体験の積

み重ねから、自ら目標（興味）を発見し、探

求し、達成する、そして新たな目標に挑戦す

るという好循環が生まれるからです。これが

学習の意欲や努力につながるのです。これ

からのあそび環境では、あそび＝学習の楽

しさや充実感を知る手がかりとなるあそび

道具や空間づくり、あそびの知識が豊富な

専門家やあそびのリーダーの育成が大きな

課題となっています。

　オランダでは従来、4～12才までの子ども

が通う「Basis School」が義務教育の思想を

反映する教育機関として機能していた。幼稚園

から小学校への環境変化の負担を感じさせる

ことなく、長い視野に立った一貫した教育が実

践され、グループ学習などを通して、子どもの

自主性が尊重されている。

　近年では、「Brede  S chool（Broad 

School）」という、保育施設、幼稚園、小学校、

学童保育、職業訓練校、スポーツクラブや文

化施設などが同じ敷地内に集合し、互いに連

携する統合型教育施設が増えている。日本の

概念でいえば「コミュニティ・スクール」に近

く、各施設は独立を保ちつつ緩やかにつながっ

て補完し合っている。ここでは子どもは多様な

人々と関わりながら、幅広い知識や経験を得、

自立性や社会性を身につける。地域に密着し

たBrede School内の保育園は、家庭とも緊

密な関係を保ちながら運営されている。

オランダの新しい学校 
「Brede School」

アムステルダム市内にあるBrede 
School。木を基調とした家庭のリ
ビングルームのような設え。少人数
で、教育遊具、コンピュータなど自
由に選んで、一人でもグループでも、
自由に遊びながら学ぶ教育を実践。

CASE 1

CASE 2 CASE 3

　パフォーミングアートで知られる「ブルーマン・グループ」の

メンバーによって設立されたBlue School。２才から中学校

まで、独自の革新的な教育法を実践する男女共学の私立学校。

その目的は「変化し続ける世界のための教育を新たに創造する

こと」。探究心、あそび、アートと創造的思考能力を核とし、生

徒主導のプロジェクトベースのカリキュラムが組まれている。

　朝はその日のプランについて話し合うモーニング・ミーティ

ングから始まり、カリキュラムは固定されず、教師が生徒たち

との共同作業に基づいて決定する。教師は生徒の成長のサ

ポート役を務め、生徒自身に教室内で行う課題に対する強い

自意識をもたせることで、他者との協力やリスペクトの感情

が生まれ、異なる意見を受け入れられるようになる。Critical 

Thinking（批判的思考力）を養うことで、将来世の中に出たと

きに自分がコミュニティの一員であることを認識できるように

なると考えている。

ニューヨーク市マンハッタンの私立学校 
「Blue School」

カリフォルニア州サンホセのチルドレンズ・ミュージアム 

「Children's Discovery Museum of San Jose」  

Blue Schoolの幼稚
園児のクラスルーム
は子どもの自主性を
尊重した部屋づくり。
学校の玄関先に置か
れた筒状の下駄箱も
創造的。

館内はユニークな体験型
展示が。実物大のマンモス
を臨む環境で古代生物に
ついて学んだり、サンホセ
の企業や個人からの支援
でつくられた水遊びエリア
には子どもたちが驚く仕掛
けが。

　世界的なIT企業が集まるシリコンバレーの中心都市にある

Children's Discovery Museum of San Joseは「芸術と科

学の交差点」。「シリコンバレーを代表し、家族で来館できる、

地域に根づいたミュージアムでありたい」という思いのもとつく

られた。移民、特にメキシコ人とベトナム人が数多く暮らす地

域なため訪問者も実に多様であり、館内の標語はすべて英語、

スペイン語、ベトナム語で表記されている。

　また「子どもたちの好奇心をサポートする」という信念のも

と、科学からアートまで展示はすべて、実際に手で触れ、音を

聞き、全身で振動を感じ、遊びながら学ぶことができる体験型

のもの。館内には、2005年に近くで発見された14,000年前

のマンモスの骨が展示され、子どもたちは窓の外に実物大のマ

ンモスの姿を臨みながら、ゴーグルをつけ、レプリカの骨を発

掘できる仕掛けがある。各エリアで地域独特の文化を反映し、

より親しみやすさを感じさせるインテリアになっている。

子どもにとって、夢中に遊ぶことが大きな学びにつながる。 認定こども園O
ア ワ ー ズ

URS（千葉県）
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2.自然と人工の調和

　天真爛漫な子どもの存在は、まさに「自然」

そのもの。そんな子どもたちは、原っぱや森、

昆虫や植物、水や土を通して、かけがえのない

あそびの体験をしてきました。しかし都市化

が進む現在、子どもたちが自然に触れる機会

はめっきり減少しました。そのため、あそび環

境をつくるうえで、「自然」をどのように導入し

ていくかはますます重要な課題です。

　ボーネルンドでは戸外の公園や園庭のデ

ザインにおいていかに自然を取り込むか、さ

まざまな工夫を施しています。たとえば、あ

りのままの地形の起伏を利用する、多様な

植栽を行う、水場や砂場をつくる、日向と日

陰のバランスを考えるなど、敷地の条件を最

大限に活かして、子どもたちがその地域の 

自然を体感しながら遊べる仕掛けづくりで

す。また、子ども本来の自然で自由な振る舞

いを引き出すよう、あそびの機能や素材、空

間構成について研究開発に努めています。

　一方、自然に代わって子どもから多様な発

見と動作を引き出し、あそび場に欠かせな

い大型多機能遊具も日々進化を遂げていま

す。ボーネルンドにおいても最近では金属や

プラスチック製品に加えて木製品も増やして

おり、木の感触や匂いを感じながら遊べる

ようにしています。グリム童話を生んだドイ

ツには森をモチーフとした公園や遊具が多く

存在し   CASE 4   、豊かなあそびの景が守ら

れています。私たちは、世界各地の優れた事

例を参考に、自然と人工が調和した日本独

自のあそび環境を提案したいと考えています。

　ドイツの首都ベルリンにある「Jungle playground（ジャング

ル公園）」は、3,400㎡もの広い敷地を誇り、赤ちゃん連れの家

族や小学生など多様な地域住民が訪れ、思い思いの時間を過ご

す憩いの場となっている。

　広大な園内には、曲がりくねった天然木の形を活かしてつくら

れた遊具や小屋、ゴリラやキリン、サルなどの動物彫刻が設置

されている。それらは経年変化ですっかり周りの木々に溶け込み、

まさにその名の通り「ジャングル」のよう。職人が一つひとつ手づ

くりした遊具はアートのような多様性と完成度を誇っており、子

どもだけでなく、大人も思わず触ったり目をとめてしまう魅力に

あふれている。ここではまるで本当のジャングルに迷い込んだか

のように、野性味あふれる遊具やアスレチックで遊んだり、周囲

と馴染んで佇んでいる木製動物たちをワクワクしながら発見でき

る場所である。

　フランスの郊外や周辺の小さな村では、保育園や幼稚園のニー

ズはあるものの、子どもの数が少なく、通常の園の形式での開設・

運営が困難であった。そこでフランス政府が助成金を用意して、小

規模保育を推進する動きが生まれた。このコンセプトは、「子ども

の数が多くても、新しい施設を建設する場所がない」都市部にお

いても採用され、現在は地方だけでなく、都市の中心部に既存の

建物を活用した小規模保育の場「micro-crèche（ミクロ保育園）」

が誕生している。ここでは、3ヶ月から6才までの最大10人ほど

の子どもたちが、異年令の子ども同士で密接に触れ合いながら

育つ。保護者も家や職場に近く、保育士と密にコミュニケーショ

ンを取れるメリットがある。さらに大規模保育園では管理上難し

い一時預かりなど、きめ細かなニーズに柔軟に対応可能。このよ

うに「ミクロ保育園」は、新しい子育て支援の場としてフランス国

内で親子をサポートしている。

園内にはプラスチックや
鉄素材の遊具や屋外家具
はなく、まさにジャングル
に迷い込んだような野性
的な雰囲気。自然と調和
している遊具に足をとめ、
休憩する大人も多い。

3.既存施設×子育て支援＝
　 あそび場

　近年、待機児童の問題と同様に、子育て

中の母親の育児疲れや孤立、子どもの居場

所の減少がクローズアップされ、多くの行政

や企業が子育て支援に取り組むようになっ

ています。

　そのひとつが子どものあそび場、とくに乳

幼児と母親のためのあそび場づくりであり、

孤立しがちな母子が安心して他の母子と時

間と場所を共有できる「居場所」でもありま

す。それらは授乳室や休憩所も完備され、親

子で日常的に通える場所として多くの母親の

共感を得るものでなければなりません。その

ためには、一歩踏み込んで、子育てアドバイ

ザーの常駐やワークショップの開催など、よ

り積極的な支援を打ち出す必要があるかも

しれません。少子化の今、子育て支援は何よ

りも優先されるべき行政サービス、企業の

CSR（企業の社会的責任）として、ようやく

認識されてきました。

　海外では、少子化をくいとめたフランスの

「ミクロ保育園    CASE 5   」という新たな施設

が注目されています。ここには日本の待機児

童や母子孤立という問題にとどまらず、各家

庭や地域社会に根づいた子育てやあそび環

境を考えるうえで大きなヒントがあります。

　もうひとつ、あそび場づくりには、日本が

直面する大きな課題を解決する可能性があ

ります。それは、全国に存在する使われなく

なった建物や施設、活力をなくした地域社会

の再生です。いわゆる「ハコモノ」と呼ばれ

る公共施設や娯楽施設、商業施設、廃校の

校舎や体育館などは年々増加していて、大き

な社会問題となっています。ところが、これ

らの物件は面積や設備、立地条件も恵まれ

たものが多く、子どものあそび場としてのポ

テンシャルを十分に備えているのです。こう

した空間をあそび場として再活用し、さらに

地域の活性化につなげることができた成功

例も数多くあります。

ベルリン郊外の住宅地に出現 
「Jungle playground」 

フランスの小規模保育 
「micro-crèche」 

CASE 4 CASE 5

チェコ共和国、行政と企業が支援し、母親が自主運営する「クラブ」。母子の社交場。

キューバの農村の子どもたち。子どもは何でもあそびの種子にしてしまう。
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注：●家族関係社会支出とは家族支援のために支
出される現金、現物給付。児童手当、就学援助、出
産育児諸費、児童扶養手当などが含まれる。 ●日
本は2014年度、他は2013年度  
（国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用
統計」、2014年度より）

4.体遊びとスポーツ

　体遊びとスポーツは同じようであって、まっ

たく異なります。あそびは失敗や成功、勝ち

負けがなく、自分から楽しく体を動かすこと

が第一。その結果として速く走る、遠くまで

ボールを投げるといった成果がついてきます。

一方、スポーツは最初からゴールがあるので、

達成できない子どもは苦手意識をもってし

まうのです。子どもの体力や身体機能、免疫

力の低下などがいわれていますが、遊びな

がら体を動かし、その楽しさや充実感を子

ども時代に体験していると、生涯を通じて運

動に親しめます。

　ボーネルンドは創業時から体遊びに注目

し、独自の大型運動遊具を取り入れたあそ

び環境を開発してきました。近年では小学

校やスポーツジム、シニア向け施設でも体遊

びの要素を取り込んだ新しいプログラムを

導入し、遊具やノウハウを提供する機会が増

えています。小学校からは、生徒が休み時間

に思いきり遊んで発散するとその後の授業

に集中して取り組めるという二次的効果に

ついての意見もいただきました。

　この分野でも北欧やオランダでは先進的

な取り組み   CASE 6   があります。それらの

多くは地域社会に根ざした室内運動施設と

して、長い冬季のあそび場であり、他民族の

子どもたちが言葉の壁を越えて交流し、誰

もが利用できるコミュニティスペースとして

機能しています。

　日本においても2020年の東京オリンピッ

ク開催を機に、今まさにスポーツや運動への

関心が集まっています。子どもからシニアまで

が運動やスポーツの楽しさを満喫できる、そ

んな新しいあそび場の登場が期待されます。

各国対GDP比、家族関係社会支出　
（内閣府少子化対策Webより）

　「010 trickz」は、オランダの港湾都市ロッテルダムの郊外に小学

校の廃校跡を活用してオープンしたスポーツ施設。一般的なスポーツ

ジムとは一線を画したプログラム（武道や格闘技などの要素を盛り込

んだアクロバティックな動きから、筋力やバランス力、柔軟性や瞬発力

を鍛える最新のエクササイズ）を導入。若者を中心に、ダンスなどのパ

フォーミングア―トにも通ずるエクササイズとして注目されている。

　ここでは、有志による自主運営のため経費節減が徹底されており、

スペースは廃校を活用、室内の器具の多くは仲間と一緒に制作、壁面

の印象的なグラフィックも地域のアーティストたちがペイントしたもの。

８才以上なら、１レッスン料€5、ジム施設の利用€50で誰でも利用でき、

恒常的な資金不足はアイデアとボランティア精神でクリアしている。

　日本でも、こういった「クールで、緩やかな地域のつながりがある、

インストラクターではない『お兄さん』のような存在の人がいる」施

設があってもよいのでは？　（€ =131円　※2018年2月現在）

廃校を利用したユニークな
スペースには、手づくり感
満載の設備や機材が配さ
れている。室内はパンクな
グラフィックを背景に、ト
レーニングマシン、広 と々し
た床など、最新のエクササ
イズを満喫できるつくり。

オランダのスポーツ施設 
「010 trickz」 

CASE 6

5.これからのあそび環境

　ボーネルンドは、暮らし、教育、公共といっ

たあらゆる場に「あそび」を展開していきた

いと考えています。なぜなら、あそびが内包

する豊かさが未来を切り開く原動力になる

と信じているからです。

　あそびの豊かさとは、年令や性別、言語

や文化、障がいのあるなしにかかわらず、そ

の人なりに楽しんだり遊んだりできる許容の

大きさであり、多様な人々を緩やかにつなぐ

力です。そして何より、あそびのまわりには

笑顔があります。

　20世紀が追求してきた合理性や効率性

は人々のつながりを切断し、孤立させてき

ました。その影響をもっとも受けているのが

子どもたちです。また、日本は先進国のなか

でもGDPに比較して、家族関係社会支出の

財政規模が小さいことも知られており、国

全体での議論が求められています。

　私たちは、あそび道具から環境整備、メ

ンテナンスまで、総合的に取り組んでいる世

界唯一の企業として、子どもたちの未来を

考える行政や企業、多くの人々と連携を深め

ながら、社会基盤としてのあそび環境の創

造と普及を目指します。

デンマークでは体を動かすことに関心が高く、デンマーク体操は日本のラジオ体操の基盤といわれる。

あかしこども広場（明石市）
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プレイスケープが存在する環境

私たちが大切にしているあそび環境における５つのこと

　　       「こころ・頭・からだ」の
　　       発達を促すあそび環境
子どもは遊びながら、「こころ・頭・からだ」のバランスをとり、

発達させていきます。全身を使ってダイナミックに遊ぶ空間

や、自分と向き合ってじっくり手先を使って遊ぶ空間など、発

達段階に沿った多様なあそびを体験できる環境づくりを目

指しています。

1

　　       施設の目的に合った、
　　       あそびの機能を提案
近年、あそび環境は多様な場所に広がっています。その場

所や施設の目的に合わせた配慮や工夫が欠かせません。赤

ちゃん専用のあそび場と授乳室、読書スペース、誰もが集え

る休憩室など、それぞれの施設に必要なあそびの機能をご

提案します。

　　       0才から100才まで、
　　       親子、家族、友だちと
　　       みんなで遊べる
あそびは子どもだけのものではありません。楽しいあそびは、

子どもだけでなくさまざまな年代、立場の人たちにも大きな喜

びと満足感を与えてくれます。子どもから大人まで、利用する

対象年令やシーンに合わせたあそびを提案します。

2

4

　　       ニーズの変化に沿って、
　　       進化する環境づくり
時代とともにあそび場のニーズも変わります。その際、ご要望

に合わせて遊具の入れ替えや空間デザインの見直しを提案し

ます。また、安全性を確保するために定期的に点検・保守・修

繕などのアフターケアを行い、常に快適な環境を提供します。

3 　　       世界中から厳選した
　　       優れたデザインと高品質な製品
ボーネルンドのあそび環境は、世界20カ国、約100社のパート

ナー企業の3,500点におよぶ遊具や教材、家具を自由に組み合

わせてデザインされます。パートナー企業へ実際に訪問し、思想

や品質を確認し、世界中の安全で高品質な製品を選りすぐって

います。

5

まずは、お電話、Webやメール、店頭のイン

ストラクターなど、身近な方法でお気軽にご

連絡ください。そして、どのようなあそび環境

が必要か、お聞かせください。私たちの豊富

な経験と知識から、理想の環境づくりをお手

伝いいたします。

子どもたちのためのあそび環境は、家庭や

教育施設、公共空間といった社会環境のな

かにさまざまなかたちで存在します。子ど

もたちが毎日過ごす保育・教育施設と、不

特定多数の人々が訪れる商業施設とでは、

それぞれの施設の役割や目的が異なります。

多様な選択肢のなかから、そこに必要とさ

れるあそびの道具と場所をご提案します。

ご提案の流れ

ボーネルンドがつくる
あそび環境とは？

豊かなあそび環境とは、どのようなものか？ 

ボーネルンドは、創業以来約40年にわたって、優れたあそび道具やあ

そび環境を探求し続けています。世界中のあそび環境を研究する一方、

あそび場の運営を行い、子どもたちの遊ぶ姿からも常に学んでいます。

そんな“あそびのプロフェッショナル“だからこそ、できる提案があり

ます。あそび環境のデザインからメンテナンスまで総合的に、それぞ

れのニーズに最適なあそび環境づくりを行います。そこは、子どもが

いきいきと遊び育つ環境、親子に愛される場となります。

1
お問い合わせ

大まかなご要望をヒア
リングさせていただき、
実際に現場を見てご希
望をうかがいます。

2
企画の立案

ヒアリング→図面→基
本プランを作成します。
特殊な物件の場合は現
地調査を行います。

3
ご提案と決定

基本プランの合意後、総
合的な提案書を作成し、
細部の確認と遊具の決
定を行います。

4
施工と設置

専門的な知識とスキル
をもったスタッフが、施
工から製品設置まで
トータルに監修します。

5
メンテナンス

メンテナンス専任の「コ
ンパスサービス」が万全
のアフターケアを行い、
安全を維持します。

地域性や
文化的背景などの

地理的条件

利用する子どもの
年令層や身体能力施主様の考え

施設の広さや
利用者数

13

あそび環境をつくるプロセス

ボーネルンドのスタッフは、国際的なトイショーや工房の視察も行っている。

EDUCATION
教育

LIFE
暮らし

PUBLIC
公共

あそび

社会

住環境

スポーツ
施設

放課後等
デイ
サービス

保育園

公園

学校

幼稚園商業施設

医療施設

自然

図書館子育て
支援施設
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ボーネルンドの
あそび道具

私たちが提案するのは、子どもの成長に欠かすことのできない生活の

ための道具。その意味をこめて、オモチャではなく「あそび道具」と呼

んでいます。

ボーネルンドならではの基準によって厳選されたあそび道具が、子ど

ものバランスのよい健やかな成長を応援します。

ボーネルンドの
あそび道具選びの基準

子どもの成長・発達と
あそび

「あそび」とは、自分でやっ

てみたいと自発的におこす

行動。そして、自分自身の

成長を促すもの。この「あ

そび」が持つ価値をそなえ

ているものを厳選していま

す。

あそび場や保育環境には、子どもたちの年令、成長、発達や興

味に合わせて、多種多様な優れた遊びやすい道具を用意して

あげることが大切です。ここでは、子どもの月齢とその時期に

おすすめのあそびの種類をご紹介します。

音なら正しくやさしいもの

を、色なら心に届くものを。

感性を育む成長段階の子

どもにこそ触れてもらいた

い、デザイン性の優れたも

のを選んでいます。

ヨーロッパの安全性に関す

る公的基準CEマークの取

得を最低限の基準としてい

ます。一方、あそび体験を

通して子どもが自分で危険

を回避する術の獲得を促

すことも忘れません。

子どもが発達する過程で必

要な機能を持つ道具を選ん

でいます。それらは模倣で

はなく、常に子どもと道具

との関係性を考慮してつく

られた「オリジナル」です。

あそびの価値

デザイン

安全性

オリジナル
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●  1日のほとんどを寝て過ごす

●  近くのものをじっと見つめ、
音や声に対して反応する

0ヶ月ごろ

●  首がすわり、寝返りをうつ

●  欲しいものに手を伸ばし、握
れるようになる

3ヶ月ごろ

●  お座りができ、両手がつかえ
る

●  積む・くずす・転がすあそび
ができるようになる

6ヶ月ごろ

●  ひとり歩きが安定してくる

●  指先が器用になり、面白かっ
たことをくり返す

1歳ごろ

●  周りと自分を分けて考えられ
るようになる

●  他の子どもや大人の行動に
興味を示す

2歳ごろ

●  上手に言葉で伝えられるよう
になる

●  「なぜ？」と興味を持つこと
が増える

3歳ごろ

●  さまざまな色やかたちを使っ
て表現ができるようになる

●  友だちと集団遊びができる
ようになる

4歳ごろ

●  ルールを理解して遊ぶことが
できる

●  体を使ったダイナミックな動
きができるようになる

5歳ごろ

はじめて出合うあそび
見る・聞く・触るなどの基本的な五感を、出合うも
のすべてから育む赤ちゃんには、シンプルで見やす
くつかみやすい、手触りのよいものがおすすめです。

音を楽しむあそび
音に触れることはこころを豊かにするあそびのひと
つ。感性を育てる時期だからこそ、できるだけ美し
く、心に響く
音を奏でる本
物を。

体遊び
うつ伏せができるようになったら、体遊びのはじま
り。全身を動かしながら、筋力、バランス力、体幹
や柔軟性を育みます。

指先遊び
はじめは口に入らな
いものからつまむ練
習。つまんで動かす、
触感を楽しむあそび
を通して目と手の協
応動作を促します。

ごっこ遊び
想像の世界が広がるように、本物に近い機能とシン
プルなものを用意しましょう。

考えるあそび
かたち・色・かず・言葉などは、子どもにとって抽
象的な概念。世界の教育現場で選ばれている道具

が、体験からの着実な理
解を手助けします。

組み立て遊び
自分の手を使い、頭の中の設計図と実物を行き来
しながら試行錯誤することで、ものの構造や空間
を認識する力を養います。

つくり出す遊び
好きな色や素材を使い、湧きあがるインスピレー
ションをもとに自由にかたちにし、感性を磨き、自
信を育みます。

・あそび場では年令やあそびの種類ごとにゾーンを分けること

で、子どもたちがお互いにあそびをスムーズに進行でき、安

心感を生み出す環境づくりをしましょう。

・子どもは発達段階によって、親のもとで1人で遊ぶ、他の子

どもと並行して遊ぶ、他の子どもと協力しあって遊ぶ、といっ

たように、あそびの形態が変化します。また、自分で選べる

多様性、あそびにのめり込める機能性や品質も重要です。道

具選びにおいても、使う子どもの年令層に配慮しましょう。

・それぞれのあそび道具には、適切な対象年令が設定されてい

ます。発達段階にあった道具選びをしないと、あそびに集中

して継続しないだけでなく、破損や事故の原因にもなります。
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「あそび場を設置したいけれど、
常設はできなさそう…」
そんな時は、フレキシブルに展開できるあそび環境はいかがです

か？可動式の遊具を選びながら、年令の異なる赤ちゃんと幼児が

それぞれのゾーンで、思い思いに遊べる空間を実現しましょう。

あそび場のポイント
●  部屋の中央や壁のない場所でも展開できるよう、
取り付け設置が必要ない遊具を選定

●  時間帯や日によって別の用途にもスペースを使
用できるように、簡単に動かせて収納できる遊
具を選ぶ

こんな空間におすすめ
●  小規模保育園内プレイルーム
●  日にちや時間限定で展開するキッズコーナー

　　　　50万円～（設置・搬入費込）

1.タイニートット・ベンドキット

2.ボブルス ゾウ

3.ボブルス チキン

4.レイクショア社製カーペット

5.スクイッシュ

6.オリジナル積み木 カラー

7.ミニレインボーメーカー

8.木製キッチン・ユニットシンク

9.ままごと遊具各種

10.チェア「トビー」（白木）

11.システムテーブル 長方形（白木）

12.マグ・フォーマー各種

ご予算

いつでも必要な時に、
自由に展開できる
あそび場

あそび環境をイメージしてみましょうPROPOSAL 1

6 オリジナル　
積み木 カラー  P135
赤ちゃんから遊べ、幼児の組み立て遊
びにも欠かせない基本のあそび道具

5

スクイッシュ  P67
拭いてお手入れできる木製遊具。握
る・振る・つまむあそびで赤ちゃん
の手遊びを応援します

4 レイクショア社製カーペット  P44-45
赤ちゃんと親子でゆったり過ごすゾーンの目印になります

10 チェア「トビー」（白木）  
P39

子ども専用につくられた座りやす
いイスが、ゆったり過ごす時間を
演出します

9

ままごと遊具各種  
P130

食器や食材を用意し、友だち
や親子で一緒に楽しめます

7

ミニレインボー
メーカー  P137
転がす、振る、楽器として使うなど、
機能が豊富な遊具であそびが広
がります

11 システムテーブル 
長方形（白木）  P38
テーブルと椅子は組み立て遊びやごっこ
遊び、お絵かきなどのイベントスペース
にも使えます

12

マグ・フォーマー各種  
P150-151

幅広い年令で遊べて、お片づけも簡単な
磁石でつながる数学ブロック

4

5 7

6

10

9

8

12

11

2

3

1

8

木製キッチン・
ユニットシンク  P127
引き出し部分が充実しているキッ
チンは、遊ばない時は遊具の収
納場所としても使えます

コンテンツ

ボブルス ゾウ・チキン  P79
スツールとしても使え、幼児まで体遊びを楽しめます

2 3

コンテンツ

タイニートット・ベンドキット  P80
限られたスペース内で、赤ちゃんの頃からの
体遊びを促します

1

ボブルス ボブルス 

木製キッチン木製キッチン

レイクショア社
カーペット
レイクショア社
カーペット

450cm450cm

550cm550cm

４
50

cm
４
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「充実したあそびを用意して、
じっくり飽きずに遊んでもらえたら…」
ライブラリーを含む4つのあそびの機能で構成したあそび場。テー

ブルや本棚、木製キッチンなどあそびの舞台となる環境づくりを行

い、細かな遊具や絵本を定期的に買い足し、交換していくことで来

るたびに新しいあそびに出合える空間をつくることができます。

あそび場のポイント
●  やわらかいマットを床に敷くことで、お手入れし
やすく赤ちゃんにも安心

●  壁面遊具を使用し、省スペースでもあそびの機
能を追加

●  細かな遊具や絵本を買い替えていくことで、各
ゾーンのあそびに新鮮さが出せる仕組み

コンテンツ

来るたびに
新しいあそびに出合える、
親子のあそび場

PROPOSAL 2

12

ウレタンベンチ　
ウェーブ  P58
パーテーション兼大人が
ゆったりすごせるベンチ

10 アンビ・トーイ社の遊具  
P68-69

お手入れしやすく買い足しやすいプラ
スチック遊具は、定期的に遊具を入れ
替えたいあそび場におすすめ

2 木製キッチン・
ユニットシンク  P127
耐久性に優れた木製キッチンでままごと
遊びを楽しめます

3

チェア「トビー」（白木）  P39
座りやすいイスを使い、集中して遊べ
る空間をつくります

7

本棚 スライド  P36
選びやすく片づけやすい絵
本棚が、親子の読み聞かせ
の時間を広げます

5 マーケットスタンド  P128
本物そっくりのお店屋さんごっこ
が体験できます

こんな空間におすすめ
●  カーディーラーのキッズスペース
●  病院の待合室
●  保育教育施設内プレイルーム

　　　　100万円～（設置・搬入費込）

1.ままごと遊具各種

2.木製キッチン・ユニットシンク

3.チェア「トビー」（白木）

4.システムテーブル 台形（白木）

5.マーケットスタンド

6.マグ・フォーマー各種

7.本棚 スライド

8.ウォールプレイ　グリーンジグザグ

9.ウォールゲーム　ドミノホイール・ドミノチャイム

10.アンビ・トーイ社の遊具

11.ウレタンマット

12.ウレタンベンチ ウェーブ

ご予算

1

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

12

11

ままごと遊具各種  P130
想像の世界を広げ、生活の追体験を
存分にできます

4

システムテーブル
台形（白木）  P38
テーブルと椅子は組み立て
遊びやごっこ遊び、お絵か
きなどのイベントスペース
に使えます

8 ウォールプレイ　
グリーンジグザグ  P47
繰り返し遊びたくなるウォール
トイは、つかまり立ちの赤ちゃ
んを夢中にさせます

9 ウォールゲーム　
ドミノホイール・
ドミノチャイム  P47
仕掛けがあるプレイウォールは、壁に
動きと音の変化を与えます

11 ウレタンマット  P108
すぐ拭けるお手入れがしやすいマットは、衛生的に保て、赤ちゃ
んにも安心

6 マグ・フォーマー各種  
P150-151

テーブルでじっくり取り組む、
組み立て遊具

あそび環境をイメージしてみましょう

2 木製キッチン・
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「毎日使うあそび場を、
大人も交流できる場所にできたら…」
複数の子どもたちと一緒に遊べる大型の遊具がある近所のあそび

場は、親子にとって「場慣れ、人慣れ」の場となり、子育ての情報

交換の場にもなります。親子でゆっくりと滞在できる場が生まれ、

地域の子育てと家族の大切なコミュニケーションの場をつくります。

コンテンツ

交流が広がる、
シンボル遊具がある
あそび場

PROPOSAL 3
1

ウレタンベンチ　
ウェーブ  P58
大人同士の交流も促す、ゆったり
座れるベンチ

3

タイニートット・
ベンドキット  P80
赤ちゃんの体遊びの道具。全身を刺
激します

13 クーゲルバーン　
ビーン  P43
ダイナミックなボールの動き
が楽しく、何度もくり返して遊
べます

14 キッズコーナー  P40
複数人数で一度に遊べる、指先遊びが
楽しめるテーブル

54 6

ボブルス
ゾウ・チキン・ワニ  P79
複数個つなげてコースをつくり、親子で
コミュニケーションしながら遊べます

10 木製キッチン（食器洗い機・コンロ・シンク・冷蔵庫）  P127
壁際に並べる、集合させるなど自在にままごとコーナーをつくることができる木製
キッチンシリーズ

12 朝食・昼食・夕食セット  
P129

7 プレイウォール　木とお家  P49
自由に作品づくりが楽しめる大きなプレイウォール。ギアや磁石が貼れる木
の部分では毎回来るたびに新しい作品に挑戦できます

あそび場のポイント
●  あそびの種類が豊富で、長時間の利用や毎日の
利用でも満足できる

●  お家では体験できないような大型遊具をそろ
え、あそび場ならではの空間を演出

●  大人が座れるベンチを用意し、大人同士もゆっ
たり交流できる環境に

こんな空間におすすめ
●  マンションのキッズスペース
●  子育て支援施設
●  商業施設内あそび環境

　　　　150万円～（設置・搬入費込）

1.ウレタンベンチ ウェーブ

2.ウレタンマット

3.タイニートット・ベンドキット

4.5.6.ボブルス ゾウ・チキン・ワニ

7.プレイウォール 木とお家

8.ピース入れ ブッシュ

9.マグ・フォーマー各種

10.木製キッチン（食器洗い機・コンロ・シンク・冷蔵庫）

11.マーケットスタンド

12.朝食・昼食・夕食セット

13.クーゲルバーン ビーン

14.キッズコーナー

ご予算

2

ウレタンマット  P108
安心して体遊びができる、やわら
かいマット

9

マグ・フォーマー各種  
P150-151

まるでお絵かきをするように、マグ
ネットウォールにピースを並べて自由
に表現遊び

11

マーケットスタンド  P128
ままごと遊びにお店屋さんごっこの舞台もプラスすることで、想像遊びに
幅も広がります

8

ピース入れ　ブッシュ  P48 
細かなピースをしまうケースがあれば、
お片づけも安心です

13

4

12

9
8

10

13

14

5

6

2

7

11

あそび環境をイメージしてみましょう
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1
子どもはどんな場所もあそび場に変え

る力をもっています。けれども、「ここ

ろ・頭・からだ」のバランスがとれた

成長のためには、あそびの機能や安全

性に配慮し、意欲を引き出す環境づく

りが欠かせません。

ここでは小さい場所から大空間まで、

多様な要件を満たし、場をつくる遊具

や家具をご紹介します。

 

場をつくる

024 EXAMPLE　

  枚方 T-SITE内 ボーネルンド トット・

ガーデン、クルール

028 OPINION　星山麻木さん（明星大学教授）

030 場をつくる環境遊具

030  ドイツ製木製遊具

040  プレイファニチャー

044  カーペット

046  プレイウォール

051  フランスの保育環境

059  インテリア

第1章

  CONTENTS

 004 CONCEPT　社会基盤としてのあそび環境

 012 ボーネルンドがつくるあそび環境とは？ 

 023 第1章  場をつくる
 024 EXAMPLE　枚方 T-SITE内 ボーネルンド トット・ガーデン、クルール

 028 OPINION　星山麻木さん （ 明星大学教授 ）

 030 場をつくる環境遊具

 061 第2 章  乳幼児のための空間
 062 EXAMPLE　H

ハ グ ッ ド

UGOOD T
タ カ イ シ

AKAISHI、

　　　　　　　　　　　　　　　　   キッズランドおやま、フェアリー保育園

 066 乳幼児のためのあそび道具

 089 第 3章  体遊びと運動
 090 EXAMPLE　ころころひろば、ペップキッズこおりやま

 094 OPINION　塚本晋平さん （ 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校教諭 ）

 096 体遊びの道具

 121 第4 章  心と頭を育む
 122 EXAMPLE　コドモのあそびば LiMOLiMOもりた、LiMOLiMOしずおか、

　　　　　　　　　　　　　　　　   万座 キッズプレイランド、タリーズコーヒー with U 吹田グリーンプレイス店

 126 心と頭を育む遊具

 164 OPINION　三浦雄一郎さん （ 登山家、冒険家 ）

 166 ボーネルンドの事業内容

 168 ボーネルンドのあゆみ

 170 インデックス

 174 安全に対する考え方

 175 プレイスケープ メンテナンス サービス

 176 ショッピングガイド

カタログご利用にあたって
◉�商品スペックは1.品番、2.サイズ（高さ×幅×奥行き）、3.素材、4.対象年齢、5.メーカー名・ブランド名、6.メーカー所在地（生産地）、7.重量で表記してい
ます。�
◉�本カタログの有効期限は、2020年3月末日です。� �
有効期限内であっても価格や仕様などを予告なく変更する場合があります。価格変更・仕様変更後の情報は、弊社ホームページまたオンラインショップ
をご確認ください。また、メーカー廃盤により、ご用意ができなくなる場合がございます。
◉�本カタログに掲載の写真は、色調・形状などが実際のものとは異なる場合があります。
◉�運賃、組立費、施工費などは、別途お見積もりいたします。

…�作業員による組み立て、もしくは設置工事が必要となります。
…�お客様ご自身での工具を使った組み立てが必要となります。

◉�一部製品は、受注発注を原則とするため、納入までに3ヶ月ほどかかる場合があります。
◉�一部商品を除き、パーツのみの販売や修理は承っておりません。詳しくは、営業担当または下記連絡先にお問い合わせください。
以上、予めご了承ください。
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多様な人が集まるサード・プレイス

　豊かな生活を提案するライフスタイル提

案型商業施設「T-SITE」は、子どもからシニ

アまで多様な人が利用できる、都市生活者

のための新業態として注目を集めています。

T-SITEを展開しているのは、「カルチュア・イ

ンフラを、つくっていくカンパニー。」のカル

チュア・コンビニエンス・クラブ（以下、CCC）。

　2011年に東京・代官山に誕生した「代

官山T-SITE」を皮切りに、神奈川の「湘南

T-SITE」、大阪の「枚方T-SITE」などを展開。

ボーネルンドはCCCと協働で、あそび場や

ショップを企画運営し、親子のためのスペー

スをプロデュースしています。

　緑豊かな大人の街として人気の代官山に、

最初につくられた「代官山T-SITE」は、その

土地柄を反映し、人生の円熟期を迎えたプ

レミアエイジを対象に、「健康」「ペットとの

生活」「子どもや孫と過ごす時間」をコンセ

プトに設定。なかでも子どもや孫と過ごす

時間と空間を重視した環境整備が目標とな

り、ボーネルンドがパートナーとして参加す

ることになりました。その理由を、CCCの武

田宣さんはこう語ります。

　「T-SITEは、物販よりもお客様にその場

所でどのような時間を体感していただける

かを重視した環境づくりを考えます。それ

は『幸せな風景をつくり出す』ことです。そ

のために何が必要かを考えると、親子で

絵本を読んだり、家族が一緒に遊んでい

る様子をゆったりした気持ちで眺めること

は、誰にとっても幸せな風景なのではないか。

それを実現するためには、子どもとあそびの

プロフェッショナルであり、ハードとソフト

両面から幅広い提案力を持っているボーネ

ルンドさんが力強いパートナーになってくれ

ると確信し、『一緒に幸せな風景をつくりま

しょう』と、お声掛けしました」。

市民のための日常の居場所をつくる

　環境づくりで大切なのは、「気分の高揚感」

だと武田さんは言います。「私は今まで格好

いい空間をつくれば人が集まると思っていま

したが、実際に大事なのは、中身のコンテン

ツ。訪れる人がワクワクドキドキする何かが

あること。子どもでも大人でもそれが一番重

要です。子どもにとっては『あそび』です」。

　CCCがボーネルンドとはじめて親子の

あそび場をつくったのが、大阪府枚方市の

駅前に2016年5月にオープンした「枚方

T-SITE」。同市は大阪のベッドタウンとして

急成長し、その後、時代とともに人口構成

が変わり、現在は祖父母、両親、子どもとい

う3世代が多く住んでいます。枚方T-SITE

は、市民が毎日訪れたくなる「日常の居場

豊かな風景をつくることを目標に、誰に対

しても開かれた「居場所」を提案するカル

チュア・コンビニエンス・クラブ。同社の代

表取締役副社長、武田宣さんに子どもの

あそび場についてお話をうかがいました。

子どものあそび環境が
豊かな風景を創造する
「枚方T-SITE」内  

ボーネルンド トット・ガーデン

フロアの中央では、すべり台やつり橋など、体を思いきり動かして遊べる
天然木を用いたドイツのジク・ホルツ社の大型遊具が設置されている。

自然光が差し込んで気持ちのいい空間が広
がる、乳幼児を対象にしたトット・ガーデン。

児童書コーナーには、約2万冊の
蔵書をそろえた。子どもの目線に合
わせて、陳列棚も低く設計している。

世界中から厳選した、
乳幼児のためのあそび
道具が並ぶベビーストア。

カルチュア・コンビニエンス・
クラブ株式会社の代表取締役
副社長でCOOの武田宣さん。

枚方T-SITEの外観。

EXAMPLE 1
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所」としてつくられました。

　CCCとボーネルンドは、5階の全フロアを

子育て世代を応援するために「子どもと学

び」をテーマに、毎日、気軽に安心して過ご

せる公園のような環境づくりを実現。フロア

中央は共有スペースとしてダイナミックな体

遊びができる天然木の大型遊具を置き、奥

には乳幼児と母親が対象のあそび場「トッ

ト・ガーデン」。児童書コーナーでは、子ども

の目線に合わせて什器を低くつくり、切り株

や秘密基地などのスペースを設けて、読書に

集中できる仕掛けを散りばめています。

　「最初に私たちの基本的な考えはお伝えし

ましたが、ボーネルンドさんから予想を超え

る提案をたくさんいただき、一緒にプロジェ

クトができてよかったと思いました。とくに

子育て世代のお客様には、安心で安全な空

間づくりを徹底して追求していることをご理

解いただいているようで、おかげさまで連日

多くの市民の方に来ていただき、営業的にも

よい効果をあげています」。

プラットフォームとしてのあそび場

　一方、CCCは、T-SITE以外にも「蔦屋書店」

や図書館など、誰もが共有できる居場所と

しての環境開発を全国に展開。ここでも「子

ども」というテーマを重視し、ボーネルンド

と協働しています。

　なぜ、「場所」が重要なのか？今はネットに

よって家にいながら何でも手に入る時代。だ

からこそ、「わざわざその場所に行って豊か

な時間を過ごしたり、そこでの出会いや発見

をするのは大切なこと」だと武田さんは考え

ています。

　「ふと立ち寄った本屋で偶然出合った本か

ら未知の世界が広がっていくこともある。あ

そび体験も、ネットでは買うことはできませ

ん。驚きや発見、もっと知りたいと思う探究

心は、リアルな体験を通して芽生え育つもの

です。10年後、20年後には子どもも大人に

なり、世界も大きく変わるでしょう。私たち

は世の中の変化を予測するよりも、これか

ら大人になる子どもに今、必要なあそびや学

びを提供することの方が確実に未来につな

がるのだと考えています」。

　生活提案企業であるCCCが提案してい

るのは、子どもから大人まで誰もが共有で

きる場所。武田さんは「これからもリアルな

体験、豊かな時間、幸せの風景の実現に取

り組んでいきたい」と語ります。

の方にも理解いただくために、日頃から情報

交換を重ねるようにしています」。 

　

子どもたちがともに遊ぶ
風景を願って

　施設内には、言語聴覚士や認定リトミッ

ク指導資格保持者の保育士など、経験豊富

な専門スタッフらも常駐し、少人数制や個別

支援、思いきり跳んだり跳ねたりと、家や公

園ではできないような体遊びなど、ソフトの

面でも多様なプログラムが考えられています。

また、ここは子育て相談や保護者間の交流

の場としても重要な役割を担っています。

　クルールでは、年に数回、地域の子どもた

ちに施設を一般開放しています。「障がいの

ある子どもとない子どもが同じ空間で一緒

に遊ぶ風景が、日本中で当たり前になれば」

と願う津川さん。

　今後は未就園・未就学の早期支援のため

の多機能型の施設も展開する予定とのこと。

こうした多様な個性を育むあそび場が、さら

に全国に広まっていくことが期待されます。

3.11のあそび場から発展して

　「クルール」が生まれたきっかけは、2011

年の東日本大震災の翌年、復興庁とボーネ

ルンドが協働で岩手県釜石市の中妻体育館

に3日間限定のあそび場を提案したことで

した。当時、復興庁の政務官だった津川祥吾

さんは、体を動かして元気に遊ぶ子どもたち

の姿を見て、あそびの大切さを実感。その後、

静岡県藤枝市にトレミーという子育て支援

事業を行う会社を興し、2014年にボーネル

ンドと発達障がいの子どものための室内あ

そび場クルールをつくりました。

　利用者から多くの反響を得て人気になり、

2016年にはよりダイナミックなあそびを求

める子どもたちのために多彩な大型遊具を

導入した「青木クルール」も開設しました。

　津川さんは、体の発達を促すのに大切な

「自ら遊びたいという気持ち」を引き出すこと

を常に考えていると言います。「そのために

この子はこのあそびが好きと決めつけずに、

新しいあそびやより高度なあそびに挑戦す

る機会を提供するようにしています。保護者

その他のT-SITEや図書館

障がいをもつ子どもたちがのびの

び過ごせる場とは？クルールは、彼

らが安全な屋内施設で体をのびの

び動かせる日本初のあそび場です。

全国に広がる
多様な個性を
育む場
放課後等デイサービス・
児童発達支援事業  

クルール

「暮らし」「親と子」「食」の３つのライフスタ
イルを中心に、蔦屋書店とショップがゆるや
かにつながる文化複合施設「広島T-SITE」。

湘南T-SITEのあそびの広場。温かみのあ
るジク・ホルツ社の木製遊具を屋外に置い
て、家族で遊ぶ豊かな風景をつくり出した。

吹き抜けの開放感のある
「函館 蔦屋書店」のあそ
び場。

海老名市立中央図書館の
屋 外テラスのあそび場。
子どもたちが遊ぶ風景を
室内からも眺められる。

DATA : 

住所：大阪府枚方市岡東町12-2 
面積：120㎡ 　オープン：2016年5月　

大型遊具を使って、体を思いきり動
かしてのびのびと遊べる環境がある。

あそびを通じたデイサービスの提供も行っている。 体遊び、ベビーゾーン、ごっこ遊び、スタディスペースなど、多彩な
コーナーがあり、それぞれ自分が好きな場所で遊ぶことができる。

DATA : 

住所：静岡県藤枝市下薮田75-2 
面積：300㎡ 　オープン：2014年4月　

EXAMPLE 2
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最近、子どもの教育の分野でもダイバー
シティがいわれるようになっています。
先生が取り組んでいる特別支援教育の
現場にも変化はありますか？

現代の子どもたちにとって、どのようなあ
そび環境が求められているでしょうか？

　多様性の尊重と受容というのは、これからの世界的な

テーマだと思います。日本の教育現場では、みな画一的で

あることをよしとし、同じ価値観を持つことが求められてき

ましたが、それはこれまで少数派の子どもたちを苦しめて

きました。生い立ちも家庭環境もさまざまで、いろいろな

個性を持った子どもがいるにもかかわらず、みな同じ型に

はめるのはそもそも不自然なことだったと思います。

　一方、小中高校では、これまで脳に障がいのある子ども

とない子どもを分ける分離教育を行ってきましたが、文部

科学省はインクルーシブ教育方針を示しました。そのため

これからは個別の配慮である合理的配慮が必要になります。

　日本では欧米のように療育や専門性のある特別支援教

育について学ぶ場や資格が少なく、人材育成も不足してい

ました。そのため、集団の中で適応できない子どもがいた

場合、助け、サポートできる専門性の高い指導者やコーディ

ネーターが少ないのが現状です。

　そこで、私は2012年から療育のコーディネーターや早

期発達支援士の人材育成を行っています。また、地域でボ

ランティアや子どもと関わる機会が多い方や一般の方向け

に「コミュニケーションサポーター」の育成もはじめました。

障がいのある、なしに関わらず、個々の子どもたちの気持

ちを丁寧にくみ取り、人と人とをつなげていくことのできる

人材育成のためのワークショップを行います。それによっ

て、サポーターの方々の輪が暮らしの身近な場に広がって、

多くの人の目と手でサポートしてあげられる環境づくりに

つながればと考えています。

　家、公園、保育園、幼稚園、小学校、学童保育、放課後支

援など、子どもが過ごす環境には、第一に土があることが

大事だと私は思っています。ほかにも水や泥、光、昆虫や動

植物など、自然のものに触れて生きた体験ができることで

す。人類の進化の過程で私たちが必要だった環境と、子ど

もたちが発達するために必要な環境は、同じだと考えられ

ています。

　ドロドロ、ザラザラなど、いろいろな感触を手や足で味

わったり、揺れたり、回ったり、ジャンプしたりと全身を使っ

て遊ぶことが重要で、それを「感覚運動遊び」といいます。

最初はドロドロした感触が嫌に感じたとしても、次第に大

丈夫になり、楽しくなってきます。こういう体験を小さいう

ちからたくさんしていれば、多様な感覚を受け入れられるよ

うになります。同じように、いろいろな子どもと一緒に楽し

い体験をして、揺れたり、動いたり遊んでいるうちに、自分

とあの子は違うなどと思わずに、自然に仲間として受け入れ

られるようになるでしょう。 

近年、あそびの三間（時間・空間・仲間）
が少なくなっていることに対して、どの
ように思われますか？

あそび場が成立する要素は、単に場所
だけでなく、あそび内容を充実してくれ
る人的環境も重要でしょうか？

　自由な発想で、体を思いきり動かして仲間と遊ぶという

ことが本来のあそびだと思いますが、近年はそういう子ど

もの姿をあまり見かけなくなりましたね。昔、学校では休み

時間になるといっせいに校庭に出て、狭いスペースを上手に

共有してかくれんぼや鬼ごっこ、自分たちで新しいあそび

を考えたりもしていました。ゴム跳びひとつとってもいろい

ろな飛び方があり、鬼ごっこでは、いつも鬼になってしまう

子がいたら代わってあげるなど、昔のあそびはとても創造

的で、友だちを思いやる心を育てるものだったと思います。

　今の学校の校庭では、サッカーや野球、大なわ跳びなど、

団体でできる競争が多く行われています。滑り台や、シー

ソーといった遊具も昔はたくさんありましたが、現在はほと

んどありません。公園も、昔は赤ちゃんからお年寄りまであ

らゆる世代が集う場所でしたが、今は閑散としています。コ

ミュニティとは、子どもを中心にした多世代が集えるあそ

び環境から育まれるものです。あそびを通した人のつなが

りが希薄になっているように感じる現代こそ、あらゆる世

代が笑顔になれるあそび環境を大切にしたいですね。 

　その通り、環境をつくるなかで一番大事なのは、人間だ

と思います。私は20年以上前から音楽と体遊びを融合させ

た「音楽ムーブメント」という方法論で、「レインボーパレッ

ト」という親子のためのワークショップを行っていますが、

そこで目指しているのは、子どももお母さんもみなが笑顔

になれる最高の環境をつくることです。子どもはいい環境の

なかで発達します。「いい環境とは何か？」というと、温かい

人々の視線に包まれて安心できる環境であるということです。

　私はこれまでフィンランドやスウェーデン、ドイツ、オラ

ンダ、アメリカ、ニュージーランドなどに勉強や視察で訪れ

たことがありますが、保育園、幼稚園、小学校、公園と、ど

この国もあらゆる場にあそびがあふれていました。そこで

は子どもだけでなく、大人も一緒に夢中になって遊んでい

たのがとても印象的でした。

　あそびは子どもだけでなく、大人にとっても、生涯を通じ

て必要なものです。ブランコに乗って揺れたり、泥や水に

触って遊ぶことは大人にとっても楽しく、脳にも健康にもい

い影響を与えます。そういうあそび環境が今、日本に少な

いのは、大人が子どもの頃に味わったあそびの楽しさや面

白さを忘れているからではないでしょうか。

　また、アメリカの公園では、お仕事を引退なされた方が

子どもたちの見守りを行っている姿をよく見かけました。日

本でも、昔は公園のベンチにお年寄りが座って、子どもた

ちが遊んでいる様子をほほえましく眺めている風景がよく

見られました。あそびは幸せな風景を生みます。暮らしの

なかにあそび環境をつくることは、実は自分たちの幸せに

もつながるということを大人の方々にぜひ思い出していた

だきたいと思います。子どもたちのためにいい環境を整え

てあげることは、大人の役割なのですから。

Q2 Q4Q1 Q3

子どもの世界にも、ダイバーシティ（多様性）への取り組みが

広がっています。あそびは、多様な価値や文化に触れ、自然に

学ぶことのできる貴重な体験です。ここでは多様性とあそびと

いう視点から、今、求められるあそび環境をうかがいました。

 星山麻木さんに聞く

あらゆる世代にとって
幸せな風景を生み出す

星山 麻木 さん　
（ほしやま あさぎ）

明星大学教育学部教育学
科教授、保健学博士、こど
も家族早期発達支援学会
会長、音楽療法士。30年
以上にわたって、行政や教
育委員会と連携して地域の
子育て支援、サポーター育
成、早期発達支援、ワーク
ショップの開発、療育や特
別教育の実践を行う。

星山先生が20年以上、実践している「音楽
ムーブメント」の方法論によるワークショップ。

保護者や発達支援に携わる方々が参加した
「親子レインボーパレット」のワークショップ。

OPINION 1
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第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

ドイツ製木製遊具
子ども専用の家具を手掛けるドイツ・ベカ社の製品は、

教育現場からの要望をもとに開発され、厳しい品質

検査をクリアした逸品。安全性や機能、素材、デザイ

ンなど細部にまでこだわる、質実剛健なものづくりの

精神で生み出され、温かな質感であそびや学びをサ

ポートします。

シンボル家具・プレイハウス
お部屋や施設のシンボルになるプレイハウスは、

ごっこ遊びの舞台やちょっと一息つく空間として毎

日子どもたちが集う場所。近年、住居形態の変化

などで階段の上り下りが減った子どもたちにとって、

階段やクライミングがあることで室内でさまざま

な動きを体験できます。

ベカ社

「すべての子どもたちに合ったよい家具を」をモットーに子ども専用

の家具を手掛けている、ドイツの家具メーカーです。教師や看護士

など、あそび環境に携わるプロの意見・要望をもとに開発やデザイ

ンを行い、子どもの視点に立った家具や遊環境をつくり出していま

す。シンプルで美しいデザインでどんなお部屋や環境にも自然と馴

染み、高品質なブナ材を使用しているので長年使い続けられる丈夫

さを誇ります。部屋の形状に合わせてサイズ変更をしたり、豊富な

カラーバリエーションから柱部分の色選択ができるなど、設置する

環境のさまざまなニーズに応えます。

プレイハウス ベビーキャッスル 

ハイハイで上る小さな坂の先には、カラフ
ルなビーズのアバカスなど、赤ちゃんの興
味を引く仕掛けなどが用意されているので、
赤ちゃんが全身を動かすあそびを促します。

1.BK89180605
2. 109×208×208cm
3.パイン材、ブナ合板
4.1～4歳頃

シンボル家具・プレイハウスシンボル家具・プレイハウス

228cm

23
9c

m

プレイハウス トドラーキャッスル 
New 
階段と、グリップがついたクライミング
ウォールの2種類のアクセスがあり、上る
→下りるという一方向の動きが生まれます。
外からも、子どもがどこにいるのかわかり
やすく、安全管理がしやすいハウスです。

1.BK12085019
2. 200×228×239cm
3.パイン材、ブナ合板
4.1～4歳頃

キッズピアあしかが（栃木県）

前橋プラザ元気21（群馬県）

208cm

20
8c

m

5.ベカ　6.ドイツ（ドイツ製）

取手ウェルネスプラザ（茨城県）

トット・ガーデン イオンモール幕張新都心店（千葉県）

ド
イ
ツ
製
木
製
遊
具

プ
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PLAYSCAPE_2017_030-039_indCS6.indd   30-31 18/03/24   15:50
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シンボル家具・プレイハウス

プレイハウス センターツリー 
四季を感じさせるカラフルな葉の色は、ま
るであそび場に咲いた、大きなお花のよう。
空間の中心に設置すれば、あらゆる場所
からアクセスができる、シンボルの見張り
塔のような場所になります。オプションで
スライダーもつけられます。

1.BK892508c99
2. 261×336×336cm
3.パイン材、ブナ合板
4.2～6歳頃

1.BK892511c99
2. 258×597×399cm
3.パイン材、ブナ合板
4.2～6歳頃

プレイハウス　
ブラウンパレス 
1階部分にマーケットがついた、広 と々
したプレイハウス。1階ではごっこ遊び、
開放感があり広々とした2階ではイベ
ントや高年令向けのあそびを展開する
のもおすすめです。

1.BK89261903　2. 282×706×339cm
3.パイン材、ブナ合板　4.2～6歳頃

プレイハウス 
ドラゴンキャッスル 

2階建てのプレイハウスは、
子どもにとってはまるでひ
とつの家のように落ち着
く場所です。一日のあそび
のなかで1人や集団で遊
んだりと、離合集散をくり
返す空間をつくりだします。

1.BK12080101
2.230× 286×280cm
3.パイン材、ブナ合板　
4.2～6歳頃

プレイハウス 
マーケット 
1階部分がマーケットに
なった、コンパクトなプレ
イハウス。1階ではお店屋
さんごっこ、2階では家庭
の風景を再現でき、子ども
の想像力をかたちにする
舞台になります。

1.BKBT1008
2. 240×225×276cm 
3.パイン材、ブナ合板
4.2～6歳　

33
6c

m 180cm

286cm

280cm

276cm

22
5c

m

シンボル家具・プレイハウス

597cm

39
9c

m

コドモのあそびば LiMOLiMOもりた（静岡県）

ANAインターコンチネンタル　
万座ビーチリゾート（沖縄県）

ボーネルンドあそびのせかい
学園南店（兵庫県）

プレイハウス  
マリーナ 
遊び場の角に設置するこ
とで、まるで中庭に面した
集合住宅のように空間を
楽しめるプレイハウス。バ
ルコニーから中庭を見渡
し、すべり台で地上に下り
る。子どもの自然な体の
動きに沿った導線が生ま
れます。
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m

542cm 164cm
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収納家具「リガール」

収納家具「リガール」
壁を立てる代わりに、目的に応じたスペースの間仕

切りができるので、ひとつの空間の中にいくつもの

あそび場を生み出します。コーナー保育を実現す

る、パーテーション兼収納家具です。「子どもが集

中できる空間」を生み出しつつも、背板で完全に

遮断せず、内側と外側の空間をつなげます。

リガールシステム アテネ 赤 
1.BK11851001
2. 198×308／202×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

リガールシステム 
プラハ 青 
1.BK11852302
2. 172×252／364×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

柱 引き出し

 カラーチャート
特定の部分のカラーを変更することが可能です。（※詳しくはご相談ください。）

※カラーや仕様の変更によって価格が異なります。別途お見積りいたします。
11 01 C05 C07 05 C02 C03 00 C12 10 04 C15 C17 09 02 12 C19

収納家具「リガール」

252cm

36
4c

m

222cm

40cm

P.75　BK12080705 P.76　上段の説明部分 P.76　BK11851001 P.78　BK11850902 P.78　BK11850304

308cm

20
2c

m

リガールシステム
ローマ 赤 
1.BK11850101
2. 196×222×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

❷ リガールシステム
リスボン 青 

1.BK11850902
2. 164×166×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

P.75　BK12080705 P.76　上段の説明部分 P.76　BK11851001 P.78　BK11850902 P.78　BK11850304

166cm

40cm

❶ ベカ・リガール 
ダブルタワー 

1.BK98040605
2. 120×182×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

182cm

40cm

❶

❷

5.ベカ　6.ドイツ（ドイツ製）
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見せる収納
子どもの手が届かない
場所は、作品や遊具を飾る
棚としても利用可能

片づけやすいつくり
子どもが出し入れしやすい高さに
引き出しを設置。遊具選びや
片づけがしやすい収納空間

カスタマイズ
空間に合わせて１ｃｍ単位で
組み合わせることができる、

設計自由度の高い
システム家具

美しい仕上がり
全ての面に木目の美しさが
際立つ化粧板仕上げで、
空間の印象を高めます
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収納家具「リガール」

288cm

460cm

リガールシステム A0221 
ショールームなど広い空間の一部にあそび
場をつくる際に、便利な家具。ゆったりとく
つろぐ大人に見守られながら過ごせるため、
子どもたちも安心して遊ぶことができます。

1.BKA0221
2. 192×288×460cm
3.ブナ材、ブナ合板
4. ２歳頃～

ベカ・リガール・
スペシャル
キャスターつき 
キャスターがついているの
で自由に動かせ、カーテン
がついた中央部分は読み
聞かせのイベントなどでシ
アターとして活用できます。

1.BK97101701
2.  197×222×40cm
3.ブナ材、ブナ合板

ベカ・カップボード 
（3段）

1.BK11302700
2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板
7.25kg

ベカ・カップボード
（引出10個）

1.BK11302400　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.48kg

ベカ・カップボード
（左側ドア3段・引出5個）

1.BK11302500　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.43kg

ベカ・カップボード
（左側引出5個・右側3段）

1.BK11302900　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.40kg

ベカ・カップボード
（12透明窓木箱つき）

1.BK11304600　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.48kg

ベカ・カップボード
（15透明窓木箱つき）

1.BK11306200　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.55kg

ベカ・カップボード
（16木箱つき）

1.BK11304100　2. 102×40×80ｃｍ
3.ブナ材、ブナ合板　7.58kg

❶本棚 スライド
❷本棚 キャスターつき
裏側は小物を収納できる棚
になっており、両面使用でき
るので間仕切りとしても活用
できます。キャスターつきの
タイプもあります。

1. ❶BK11301000　
❷BK11301100

2. ❶❷102×40×80cm
3.ブナ材、ブナ合板
7.❶27kg　❷30kg

❶
❷

収納棚
どんな部屋にもマッチするシンプルなデザインであ

りながら、子どもが１人で遊具を選ぶ、出す、片づ

ける動作をしやすいよう機能的につくられています。

あそびのカテゴリー別に収納する、飾り棚としても

使えるようにするなど、用途に合わせて段数の変

更や扉・引き出しの追加ができます。

収納棚

表
❷

表

裏

5.ベカ　6.ドイツ（ドイツ製）
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テーブル・チェア テーブル・チェア

テーブル・チェア
接合部など壊れやすい部分を強化し、集団利用に

耐えうる丈夫さが特長です。高品質なブナ材のナ

チュラルな素材感が落ち着きのある生活空間をつ

くり出します。空間や用途に合わせてカラー、サイ

ズをお選びいただけます。

システムテーブル 
長方形 （白木） 
1.サイズと色により異なります
2. 天板80×60cm、120×60cm、

120×80cm、
高さ40～71cm

3.ブナ材、ブナ合板

C システムテーブル 
アーチ （白木） 
1.サイズと色により異なります
2.弧の部分幅140cm、

天板奥行73cm、
高さ40～71cm

3.ブナ材、ブナ合板

Dシステムテーブル 
半円 （白木） 
1.サイズと色により異なります
2. 天板120×60cm、

 高さ40～71cm
3.ブナ材、ブナ合板

Bシステムテーブル 
台形 （白木） 
1.サイズと色により異なります
2.  天板120×52cm、

 高さ40～71cm
3.ブナ材、ブナ合板

A

カスタマイズ
年令に合わせて
高さも選べます

選べる天板
集成材やカラーラミネート
など3つのタイプから
仕上がりを選べます

有料オプションで
キャスターつきに
変更も可能

チェア 「トビー」
(白木）
毎日使い、体の姿勢を支
える大切な家具であるイ
ス。子どもの体格、成長に
応じて最適なイスを選べ
るよう豊富なサイズをご
用意しています。オプショ
ンで色やアームをつけるこ
とができます。

1.サイズと色により異なります
2. 座面高さ21～43cm
3.ブナ材、ブナ合板

オプションで色やアームをつけることもできます。

アームチェア
 「トビー」(白木）
1.サイズと色により異なります
2. 座面高さ21～35cm
3.ブナ材、ブナ合板

チェア 「トビー」
（カラータイプ）

チェアは以下のカラーから本体の色をお選びいただけます。　透明度の高い色合いから、淡い色み（Cが付いたカラー）までご用意しています。
カラーチャート

11 01 C05 C07 05 C02 C03 00 C12 10 04 C15 C17 09 02 12 C19

木目調ラミネート カラーラミネート集成材

テーブルの天板の色は、以下のカラーからお選びいただけます。
カラーラミネート

81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92

テーブルの高さは以下の表をご参照ください。
サイズ

イス高さ
　　（cm）

21

26

31

テーブル
高さ（cm）

40

46

53

年令目安
　　（才）

2～3

3～4

4～5

イス高さ
　　（cm）

35

38

43

テーブル
高さ（cm）

59

64

71

1.サイズと色により異なります
2. 座面高さ21～43cm
3.ブナ材、ブナ合板

組み合わせ例
DATA

チェア・テーブルの
ご注文について

カーブ
子どもの背中を

支えるやわらかなカーブ。
正しい姿勢を
サポートします

座面のくぼみ
くぼみが座りやすさを
生み出し集中力を
高めます

座面のカーブ
ひざ裏にフィットしやすく、
足を床にしっかりとつけて

座れます

サポートつき
床にキズがつきにくい
サポートつき5.ベカ　6.ドイツ（ドイツ製）

年令目安
　　（才）

7～

10～

12～
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選び方

テーブルを利用する人数や、スペースに合わ
せて組み合わせを考え、形を選びましょう。形を選ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

使用する子どもの年令や身長に合わせて、
チェアとテーブルの高さを選びましょう。高さを選ぶ

STEP 2

テーブルの天板は、お手入れしやすいラミ
ネート加工と温かな木目が印象的な集成材
から選べます。ラミネート加工は木目模様ま
たは12色のカラーからお選びください。

天板・カラーを
選ぶ

STEP 3

いつもは2台ずつ組み合わせて
使っている台形テーブルを、お話
を聞く時間は集めてひとつに。

台形テーブルを組み合わせて、
みんなでひとつの遊具やゲーム
で遊べるコンパクトサイズに。

2台ずつつなげて、お絵かきや
食事などいつでも使いやすい
スペースを１人ずつ確保。

普段は別々に使用しているテー
ブル2種を、すべて組み合わせ
て大きなテーブルに。

大きな半円型のテーブルは、複
数の子どもたちを見守る食事や
読み聞かせの時間にぴったり。

皆で一緒に作品づくりを行う
際は、アーチ型をつなげて1台
の大きなテーブルに。
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プレイコーナー プレイコーナー

第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

プレイファニチャー
子どもの体のサイズに合わせてつくられ、中に入る・

乗り込むことで、あそびの舞台に早変わりする遊べる

家具。子どもの創意工夫を引き出すシンプルさと、遠

くから見ても「子どものための空間だ」とわかるシン

ボル性を兼ねそろえたデザインです。

プレイコーナー
スペースにおくだけで、子どもたちの想像力を刺激

するあそびのコーナー。複数の子どもたちが集い、

自然とあそびが生まれる空間をつくります。取り付

け工事不要のため、必要に応じて移動したり、一時

的にあそび場をつくったり、複数を自由に組み合わ

せて使うことができます。

キッズコーナー 
手と目の協応動作を促すビーズ遊びがダイ
ナミックに楽しめるキッズコーナー。つか
まり立ちの頃から大きな子どもまでも夢中
になるプレイテーブルは、教育・保育の場
はもちろん、病院の待合室にも最適です。

1.JT9010　2. 直径67×高さ83cm
3.ブナ材、スチール　4.2歳頃～
5.ジョイトーイ　6.オランダ（オランダ製）
7.20kg

プレイ・カウンター 
❶A　❷B　❸C　❹D　❺E
あそびの機能がそれぞれ異なる、扇形の
テーブル。遊ぶ子どもたちの年令やシチュ
エーションに合わせて、自由自在に組み合
わせることができます。

1.　 ❶BKS239Ａ　❷BKS239B　❸BKS239C　
❹BKS239D　❺BKS239E　

2.　 ❶53×100×100cm　❷71×100×100cm
❸ 71×100×100cm　❹53×100×100cm
❺53×100×100cm

3.ブナ材、ブナ合板　4.2～8歳
5.ベカ　
6.ドイツ（ドイツ製）　
7.　 ❶22kg　❷25kg　❸40kg　

❹18kg　❺26kg
100cm

10
0c

m

A

B

C

D

E

裏

E

A

B

C
D

E
表

タウンカー 
小さな手でも握りやすいハンドルやギアな
ど、遊びやすさを考えた仕掛けが随所にデ
ザインされています。シートの向きも自然と
コミュニケーションが生まれるように意図さ
れています。

1.NA370985
2.55×113×74cm
3.合板
4.2歳頃～　
5.ナターン
6.フランス（ポーランド製）
7.約32kg

アクティビティー･ジープ 
子どもが運転席に座って、想像遊びやお絵
描きなどを楽しめるプレイファニチャー。後
部座席の部分は本が収納でき、マルチな機
能を備えています。

1.WE50942　2. 73×126×80cm
3.合板　4.1歳頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（ポーランド製）　7.30kg

アクティビティー･
ジープ用クッション
プレイファニチャーなど多用途に使用でき、
裏面に滑り止め加工つき。

1.WE50406
2.26.5×26.5×2cm
3.  高密度

ウレタンフォーム
4.18ヶ月頃～
5.ウェスコ
6.　 フランス
（フランス製）

キャプテンシップ 
どこからでも乗り込みやすく、上げ下ろしの
できる旗やイカリなど、役割分担を持ちなが
ら遊べるようにさまざまな仕掛けがデザイ
ンされています。

1.NA370981
2. 95×156×78cm
3. 合板
4.2歳頃～　
5.ナターン
6.　 フランス
（ポーランド製）

10枚セット
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プレイコーナー クーゲルバーン

クーゲルバーン
ドイツ語で「ボール転がし」という意味の遊具。高

所から低所へ、ボールが転がり落ちる様子を楽し

みます。大きなサイズのものは、木製のボールがご

ろごろと音を立てる様子がダイナミックで、「次は

どこから出てくるかな？」というワクワク感があり

ます。ちょうど子どもが目で追えるスピードやコー

スの設計は、綿密に計算されたデザインから生ま

れています。

クーゲルバーン トドラー　
❶クラッシック　❷ウェーブ　
❸トリヒター　❹ブリッジ
正方形の形の土台なので、360°どこからで
も遊べます。2つ並べる、4つ固めて並べ、ク
ーゲルバーンのコーナーをつくるなど空間の
中での展開も自由自在。曲線、波型、ソーサー
つき、直線タイプと4つの異なるコースのバ
ラエティがあります。

1. ❶KKU3-01　❷KKU3-02
 ❸KKU3-03　❹KKU3-04

2. 56×60×60cm
3.ブナ　4.1歳頃 ～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7. ❶32kg　❷39kg

 ❸26kg　❹29kg

クーゲルバーン 
❶ミュージック　❷ビーン
通るたびに鉄琴の音が聞こえる「ミュージッ
ク」と、ソーサー内での動きが楽しい「ビー
ン」は、壁際など限られたスペースでも使え
るコンパクトサイズです。

1.❶KKKU4　❷KKKU2
2.38×72×75cm
3.ブナ　
4.2歳頃～　
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）　
7.35kg

 sweety ラージサイズ
❶カンガルーのおやこ　
❷ かえる　❸ ぞう　❹ いぬ
やさしい肌触りの、あそび場のシンボルにも
なる大きめサイズのぬいぐるみ。子どもにとっ
て等身大サイズのぬいぐるみは、一緒にあそ
びを楽しむ仲間のような存在になります。

1. ❶SG38746　❷SG38747　
 ❸SG38748　❹SG38751

2. 全長80cm　
3.ポリエステル、コットン
4.0ヶ月頃～　
5.シギキッド　
6.ドイツ（ルーマニア製）

❸

❹

❶

❶

❶ ❷

❸ ❹

❷

ジオラマテーブル 
ジオラマ遊びが思う存分楽
しめる、プレイコーナーに
ぴったりのテーブル。子ど
もの目線と同じ高さを列車
が駆け抜けます。

1.FA0802
2. 50×120×90cm
3. シナ合板
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）
※列車や線路などのパーツは
　別売りです。

❷

ビッグブリッジタウン レール組み合わせ例
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立ったまま遊べ、
目線と同じ高さで
ジオラマの世界を
楽しめます

ヨーロッパの街並みを再現
した「ビッグブリッジタウン
（P133）」が展開できる

大きさです

パーツを
しまえる引き出しつきです

ミニカーと組み合わせて
遊べます
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東百舌鳥保育園
（大阪府）

4544

カーペット カーペット

オーバル カーペット
❶ for 10　6×9フィート　
❷ for 20　9×12フィート
1.❶LSGG148　❷LSTT904
2. ❶約180×270cm　❷約270×360cm
3.ナイロン
4.3歳頃～
5.レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）
※❶は円周が10マスです。

リーディング 
アクテビティカーペット　
❶6×9フィート　
❷9×12フィート
1.❶LSGG282　❷LSGG288
2. ❶約180×270ｃｍ　❷約270×360cm
3.ナイロン
4.3歳頃～
5.レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

クラスルーム カーペット
❶for 20　8×9フィート　
❷for 30　9×12フィート
1.❶LSTT483　❷LSLA952
2. ❶約240×270cm　❷約270×360cm
3.ナイロン
4.3歳頃～
5.レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

アルファベット 
アクティビティカーペット
❶6×9フィート
❷9×12フィート
1.❶LSTT668　❷LSTT669
2. ❶約180×270ｃｍ　❷約270×360cm
3.ナイロン
4.3歳頃～
5.レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

3Ｄプレイカーペット・
❶ビッグシティ　❷マイタウン
トルコの伝統的なカーペットづくりから生
まれた確かな技術で、フワフワとしたパイ
ル地と、麻が編まれた部分が立体的になり、
道路や街の様子などが再現されています。
街に飛行場がついたカーペットは、迫力満
点の臨場感。大好きなミニチュア・カーを
思う存分走らせることができます。

1.❶IVI-MC115　❷IVI-TM810
2.❶ 100×150cm　❷80×100cm
3.ポリプロピレン、麻
4.2歳頃～　5.イヴィ　
6.トルコ（トルコ製）
7.❶3kg　❷2kg
※切り取る箇所によりデザインが異なります。

第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

カーペット
体の小さい子どもたちにとって、地面や床は目に入り

やすいもの。カーペットがあることで、遊ぶ時間や皆

で座って過ごす際に、自然と自分の場所を見つけて過

ごします。教育現場やあそび場向けに開発されたカ

ーペットは、色や柄があそびや学びを生み出し、防災

加工で安心。子どもの毎日を彩ります。

❶

❷

アクティビティカーペット

❶約180×270ｃｍ　❷約270×360cm
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スライドパネル スライドパネル

第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

プレイウォール
広大なスペースがなくても、壁や床といった場所に着

目することで、あそびの空間を簡単につくることがで

きます。たとえば壁に、子どもの目の高さで遊具を設

置する。それが子どもの視線の先々に配置されてい

れば、空間全体が自由なあそび場に早変わりします。

ウォールゲーム  
❶ドミノホイール
❷ドミノチャイム
美しい色のグラデーショ
ンが重なるドミノ倒し。倒
し終わったらパネルを直
してもう一度挑戦。壁面の
スペースによって何枚にも
重ねて長いドミノとしても
楽しめます。

1. ❶HKS70030　❷HKS70033
2.　 ❶48×27.5cm　

❷29×48cm
3.カバ
4.2歳頃～
5.ホルツクライグ＆スピール
6.ドイツ（ドイツ製）

ウォールプレイ 
❶アバカス ❷ドライバー
❸ミラー ❹カーズ
❺ウォーター ❻フィッシュ
❼ソフトトイ ❽ギア
回す・つまむと仕掛けが動き、腕や指先の
動きを促進するだけでなく、触感や音など
五感を使って楽しめ、遊ぶたびに驚きと発
見があります。

1.　 ❶WE51303　❷WE51304　❸WE51305　
❹WE51306　❺WE51302　❻WE51307　
❼WE51308　❽WE51252

2. 54×48×7cm　3.木
4.9ヶ月頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（チェコ製）
7. ❶2.4kg　❷❸❹❺❻❼2kg　❽2.2kg

ウォールプレイ
ジグザグステップ 
ピースをラインに沿ってス
ライドさせてみよう。ダイ
ナミックに動かして遊べ、
子どもたちの挑戦する心
を刺激します。

1.HKS70055
2. 48×48cm　3.カバ
4.2歳頃～
5.ホルツクライグ＆スピール
6.ドイツ（ドイツ製）

ウォールプレイ 
❶ウェーブ
❷グリーンジグザグ
中のボールを、ハンドルを
持ちぐるぐると回しなが
ら動かしてみよう。思いき
り回すと行きすぎるため、
手の力をコントロールする
楽しさがあります。

1.　 ❶HKS70012　
❷HKS70011G

2. 直径49cm　3.カバ
4.2歳頃～
5.ホルツクライグ＆スピール
6.ドイツ（ドイツ製）

❶

❻

❸

❷

❼

❹

❽

❺スライドパネル
つかまり立ちができるようになった赤ちゃんにとっ

ても、壁は大切なあそび場です。自分で遊べるシン

プルな仕組みのパネルをスライドさせると、絵柄が

変わり、夢中になって何度もくり返し遊びます。「ど

うなったかな？」「何か出てきたね」と、遊びながら

自然と会話が生まれます。

スライドパネル 
かにのおうち 
打ち寄せる波に合わせて、
かにが忙しそうに動き回
ります。

1.FA0107
2. 40×24×2cm
3.シナ合板、アクリル
4.1歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

スライドパネル 
みつばちとくま 
ハチミツを求めて追いか
けたらその先には？突然
現れる動物にびっくり。

1.FA0109
2. 40×24×2cm
3.シナ合板、アクリル
4.1歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

スライドパネル 
イルカとオットセイ 
透明なアクリル板に描か
れたボールを、行ったり来
たり動かしてみよう。

1.FA0108
2. 40×24×2cm
3.シナ合板、アクリル
4.1歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

スライドパネル 
もりのかくれんぼ 
森でにょろにょろしている
正体は何？何度もくり返し
試したくなります。

1.FA0110
2. 40×24×2cm
3.シナ合板、アクリル
4.1歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

くぼしまこどもクリニック（東京都）

❶

❷

※プレイウォールは強くひっぱる、上から体重をかけるなど本来の使用方法と異なるあそび方をすると破損する恐れがあります。

❶

❷
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オリジナルプレイウォール オリジナルプレイウォール

オリジナルプレイウォール
「子どもたちにとって、壁をもっと楽しいあそび場

に」という思いのもとボーネルンドが開発したプレ

イウォール。壁面を彩る絵本の世界からでてきたよ

うなフォルムと、そこで出合えるあそびは、壁をあ

そび場に変えることができます。壁を有効に使うだ

けではなく、空間そのものを彩ります。

プレイウォール 
石の塔 
1.FA0303
2.180×74×6cm
3.シナ合板
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

身長計
❶ ゾウ 
❷ キリン 
❸ ツリー 

待合室やあそび場の壁面に設置できる、シートタイプの
身長計です。お部屋を明るくやわらかい雰囲気に演出しな
がら、訪問する度に成長を確認できるインテリアにもなり
ます。

1.❶FA1401　❷FA1402　❸FA1403
2. ❶197×60×5cm

 ❷205×52×5cm
 ❸215×65×5cm

3.シナ合板
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

プレイウォール シップ 
マグネット／ギアウォール 
1.FA030205
2.178×180×6cm
3.シナ合板、銅板
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

プレイウォール  木とお家 
1.FA030204
2.132×145×6cm
3.シナ合板・銅板
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製） 5.ボーネルンド・オリジナル

6.
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

ピース入れ
❶波　❷城壁
❸ブッシュ
プレイウォールのピースが
たっぷりと入る置き式の
ピース入れ。

1.　 ❶FA0401　❷FA0402
❸FA0403

2. 19×60×17cm
3.シナ材
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

❶ ❷

❶

❷

❸

❸
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アクセサリー

アクセサリー
幼稚園・保育園では保護者が見る掲示板として、

またはイベントなどを告知する情報スペースとして

活用できます。家具や遊具に比べ、市販品は味気

ないデザインが多いとの声を受け、子どもの空間

にふさわしい、楽しさがあふれるデザインをオリジ

ナルでつくりました。

フランスの保育環境

第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

フランスの保育環境

近年、保育政策に力を入れているフランスでは、街中

の限られた空間にも子どもが学び遊ぶ保育スペース

が拡大しつつあります。フランスを拠点として教育施

設向けの商品開発を行うウェスコ社のアイテムを中心

に、居心地よく子どもたちが過ごせる空間づくりのヒ

ントとなる家具をご提案します。

ウェスコ社

西フランスの美しい緑に囲まれた場所に位置するウェスコ社は、

1975年に学校施設向けの体操マットの販売からスタートした企業。

徹底的に研究した独自のマットで確固たるブランドを築き、その後

はチャイルドケア全般に渡ったアイテムを開発。高い安全性と耐久

性を誇る同社の製品は、教育施設や保育施設のみならず、世界中の

病院や老人保健施設などにも使用されています。

50 51

インフォメーションボード 
ハウス｠
レッド❶ホワイトボード　
❷マグネット　❸コルク
グリーン❹ホワイトボード　
❺マグネット　❻コルク
1.　 ❶FA020501　❷FA020502　

❸FA020503　❹FA020601　
❺FA020602　❻FA020603

2.　 ❶～❸126×84×5cm　
❹～❻100×54×5cm　

3.　 ❶❹シナ合板、ホワイトボード　❷❺シナ合板、
黒板塗装　❸❻シナ合板、コルクシート

5.ボーネルンド・オリジナル　
6.日本（日本製）

ハウス・シングル 
壁沿いに家型のフレーム
を置くだけで、子どもがリ
ラックスできるスペースを
つくることができます。軽
量なので、簡単に移動が
できます。

1.WE50353　
2. 127×123×50cm　
3.ポリエチレン
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）
7.15kg

コーナープロテクター・
❶ カラー
❷ ペンシル
曲がり角など鋭角な角部分に設置
するプロテクター。ぶつかる危険
を回避します。

1.　 ❶WE47376　
❷WE44334

2. ❶100×6.1×6.1cm　
 ❷100×7×7cm

3.ポリウレタンフォーム
5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）
7.❶0.7kg　❷0.6kg

ソフト・
ウォールマット
体遊びのスペースをはじめ、
子どもがぶつかるおそれ
のある壁に設置するプロ
テクターマットです。

1.WE33486　
2. 96×48×5cm　
3.ポリエチレンフォーム
5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）
7.17kg

レッド グリーン

インフォメーションボード 
太陽と雲 
❶ホワイトボード　
❷マグネット
❸コルク
1.　 ❶FA020401　

❷FA020402　
❸FA020403

2. 153×96×5cm　
3.　 ❶シナ合板、ホワイトボード　

❷シナ合板、黒板塗装　
❸シナ合板、コルクシート

5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

ハウス・ダブル 
（キャンバス･ルーフ付き） 
2つの家型のフレームの間を、屋根のような布でつ
ないだキット。ごっこ遊びの舞台になったり、集中
できる読書スペースにもなります。

1.WE49998　2. 127×123×150cm　3.ポリエチレン
5.ウェスコ　6.フランス（フランス製）　7.31kg

※色が選べます。

ライトグリーン＋ブルー
（009）

ブルー＋ライトオレンジ
（097）

ライトオレンジ＋ライトグリーン
（098）

※色を選べます。

ライトオレンジ
（164）

ライトグリーン
（037）

ブルー
（002）

001　ホワイト

❸
❷

❶

❶ ❹
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フランスの保育環境

カメレオン・ダブル
ボックス（足つき）
子どもが立った状態で使
える、遊具の収納兼あそ
びスペース。細かいパーツ
を収納したり、床に広げて
遊ぶためのパーツをしま
うことができます。

1.WE27317　
2.56×45×90cm　
3.ポリプロピレン　4.3～5
歳頃　5.ウェスコ　6.フラン
ス（フランス製）　7.10kg

リルー・ボックス
キューブ型のコンテナ。別
売のキャスターをつけれ
ば、移動が簡単にできる
遊具用コンテナになりま
す。（P52）

1.WE20044　　
2.36×48×48cm　
3.ポリエチレン　5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）
7.5kg

フランスの保育環境

オレンジ
（007）

ブルー
（002）

グリーン
（008）

グレー
（006）

オレンジ
（007）

グリーン
（008）

グレー
（006）

ブルー
（002）

ハウス･ストレージ
ユニット 
家型のフレームに、物を
収納できる棚板がついて
います。棚板を取り外せば、
ごっこ遊びの舞台や読書
スペースにもなります。

1.WE51882　　
2. 127×123×50cm
3. ポリエチレン、木、エポキシ

樹脂加工メタル　
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）
7.31kg

❶ ルナ・ボックスセット 
（フタ・キャスター付き）
❷ リルー・ボックスセット 
（フタ・キャスター付き）

遊具用コンテナ。キャスターをつ
けて簡単に移動ができます。

1.❶WE38600　❷WE20307　
2. ボックスサイズ：❶高さ30×幅60cm

 ❷36×48×48cm
3.❶ポリエチレン　❷ポリエチレン
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）
7.❶7kg　❷8kg

❶ 足つきウォーター&
サンドテーブル 56cm
❷ 足つきウォーター&
サンドテーブル 45cm

屋外・室内問わず、砂や水などを
入れて楽しめるプレイテーブル。子
どもが立った状態で使え、さまざ
まな用途に活用できます。

1.❶WE29700　❷WE29698　　
2. 31×70×70cm（ボックス）
3.ポリエチレン　5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）
7.❶13kg　❷12kg

レッド
（011）

ブルー
（002）

グリーン
（008）

グレー
（006）

❶

❶

❷

❷

※ 左写真の 
フタは別売です。

カメレオン・
アイランドセット
床に置いて使うタイプの、遊具を
収納できるコンテナのキット。フタ
にしたり、テーブルの天板にしたり
と、レイアウトを自在に変えられ
ます。

1.WE34463　
2. 高さ：36cm
3.ポリエチレン　4.3～10歳頃
5.ウェスコ　6.フランス（フランス製）
7.14kg

カメレオン・ジャイアント
ウォールセット
立方体のコンテナが2個、直方体
のコンテナが4個のセット。直方
体のコンテナは立てれば本棚のよ
うに使え、立方体と組み合わせて
遊具の収納もできます。

1.WE24190　2.45×45×33.5cm
（立方体）、90×45×33.5cm（直方体）
3.ポリエチレン　4.3～10歳頃
5.ウェスコ　6.フランス（フランス製）
7.42kg

組み替え例

組み替え例

オレンジ＋
ライトオレンジ
（168）

ブルー＋
ライトブルー
（059）

グリーン＋
ライトグリーン
（169）

オレンジ＋
ライトオレンジ
（168）

ブルー＋
ライトブルー
（059）

グリーン＋
ライトグリーン
（169）

ホワイト
（001）

ブルー
（002）

ライトグリーン
（037）

ライトオレンジ
（164）

※色を選べます。

※色を選べます。

※色を選べます。

※色を選べます。

※色を選べます。 ※色を選べます。
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ライブラリーライブラリー

ライブラリー
近年、子どもの読書離れが指摘されています。しか

し、本来子どもは本が嫌いなわけではなく、適切

な空間、きっかけ、興味を持つ本との出合いが不足

しているだけかもしれません。そこで子どもが本を

選びやすく、また集中して読書体験ができる家具

で、思わず本を手に取りたくなる図書空間をつくっ

てみませんか？

54 55

リーディング・
ロック
まるで「岩場」のようなか
たちをしたデザイン。部屋
の中心におけば、上れる
あそび場になったり、好き
な場所に座って読書を楽
しめるスペースになったり。
子どもが集まるスポットが
できあがります。

1.WE51880　
2. 45×137×148cm
3.ポリエチレン
7.35kg

❶ ライブラリーコンテナ 
❷ マキシライブラリーコンテナ 
❶は100冊以上を収納できる絵本収納
ボックス。キャスターつきなので移動も簡
単で、子どもが座ったままでも本を選びや
すい構造です。❷は下の棚部分と、上部の
グリッド部分の両方に本を収納でき、およ
そ200冊を収納できます。本の種類によっ
て入れる場所を変えることもできます。

1.　 ❶WE40975　❷WE40976
2. ❶40×60×60cm　❷75×60×60cm
3.合板　
7.❶16kg　❷26kg　※色を選べます。

ローチェア・ラウンド
1.WE49322　2. 60cm（直径）
7.6kg

ローチェア・コーナー
1.WE49324　2. 45×60×60cm
7.21kg

ローチェア・バックレスト
1.WE49323　2. 45×60×60cm
7.21kg

ラージチェア・スクウェア
1.WE49318　2. 120×120cm
7.24kg

ローチェア・スクウェア
1.WE49319　2. 60×60cm
7.22kg

ローチェア・長方形
1.WE49321　2. 120×60cm
7.13kg

ライブラリーキット･スモール 
子ども用図書館のように、大容量の本の収
納スペースに。お気に入りの場所で読書を
楽しめる家具の要素を併せ持つ家具の
セット。パーテーションの役割も果たします。

1.WE36994
2. 180×120cm　3.木材、難燃性ビニール
7.104kg

ホワイト
（001）

オレンジ
（007）

ブルー
（002）

ライトグリーン
（037）

❶

❷

家庭的であたたかな空間をつくり出す
やわらかなポリエステル製のカバーは洗うことが
可能。脚があるので下部を掃除しやすく、清潔に
ご利用いただけます。

3.表地：ポリエステル　本体：高密度ウレタンフォーム　

5.ウェスコ　6.　 フランス（フランス製）

オレンジ
（007）

ブルー
（002）

グリーン
（008）

※色を選べます。

※色を選べます。　グレー×オレンジ（153）　グレー×グリーン（176）　グレー×ブルー（152）
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ソファ ソファ

ソファ
みんなで集うことのできる空間は、家でいうならリ

ビングルーム。ちょっと休みたいとき、本を読むと

き、静かに遊びたいときなど、自然とコミュニケー

ションも生まれます。ソファを中心に構成された空

間は、子どもたちのあそびにメリハリを与えてくれ

ます。スペースに合わせて数や配置を自由に組み合

わせることもできます。

56 57

クラブシリーズ・
ソファ コーナー
キット　
❶H=25cm
❷H=32cm　
1.　 ❶WE34788

❷WE35010　
2.　 ❶172×147ｃｍ

❷210×175ｃｍ
3.　 表地：難燃性ビニール

本体：高密度ウレタンフォーム
7.❶20.7kg　❷18.05kg

ネイチャー・ベンチ 
単独でベンチとして、他の
セットと合わせて座るス
ペースを拡大したいときに
便利な木製ベンチ。

1.WE51362　
2. 25×70×39cm
3. 高密度ウレタンフォーム、ビ

ニールカバー、合板　
4.1歳半頃～　

ネイチャー・
アイランドシート 
4つのカーブ・ベンチを
組み合わせることで円形
ソファができるセット。ソ
ファをL字に配置したい場
合や、部屋の角に配置して
使うこともできます。

1.WE51571
2. 49×高さ25cm
（1つのサイズ）

3. 高密度ウレタンフォーム、
ビニールカバー、合板　

4.1歳半頃～

ネイチャー・ベンチ
（背もたれ付き） 
ビニール素材と合板を合
わせることで、インテリア
要素がぐっと高まったベン
チです。

1.WE51394　
2. 49×70×45cm
3. 高密度ウレタンフォーム、ビ

ニールカバー、合板
4.1歳半頃～　
7.8kg

ネイチャー・
スモール
コーナーセット 
ベンチ2脚、コーナーベ
ンチ、テーブルがセットに。
待合スペース、ごっこ遊び
スペース、読書スペースな
ど、これさえあればコンパ
クトなプレイスペースが完
成します。

1.WE51645　
3. 高密度ウレタンフォーム、

ビニールカバー、合板　
4.1歳半頃～　
7.21kg

お家のような安心感のある空間をつくりだすクラブシリーズ・ソファ。
高密度ウレタンフォームのソファは、適度なかたさで座りやすく、耐久性にも優れて
います。
軽量のため移動させるのにも負担がかかりません。

❶カブリオ・アームチェア
❷カブリオ・フットレスト

ビニール素材でお手入れも簡
単な１人掛けソファは、子ども
の読書スペースに最適です。座
り心地はもちろんのこと、子
どもがぶつかってしまっても痛
くないので、あそび場内でも
使用できます。セットで使える
フットレストもあります。

1.❶WE49624　❷WE49629　
2. ❶45×49×38cm　 

❷25×35×35cm
3. 高密度ウレタンフォーム、

ビニールカバー　
4.1歳半頃～
7.❶2kg　❷1kg
※色が選べます。
ブルー（152）
グリーン（176）
オレンジ（153）
ホワイト（179）

カブリオ・
ラウンジセット
（アームチェア3台、
フットレスト1個）
1.WE49708　2. 単品と同様
3. 高密度ウレタンフォーム、

ビニールカバー　
4.1歳半頃～
7.7kg

❶

❷

❶

❶カブリオ・アームチェア

クラブシリーズ・
ソファ ラージ
ソファキット
❶H=25cm
❷H=32cm　
1.　 ❶WE34785　

❷WE35008　
2.　 ❶140×115ｃｍ　

❷160×116ｃｍ
3. 表地：難燃性ビニール　

本体：高密度ウレタンフォーム
7.❶24.2kg　❷14.3kg

クラブシリーズ・
ソファ ラージ
コーナーキット
❶H=25cm
❷H=32cm　
1.　 ❶WE34787　

❷WE35009　
2.　 ❶127.5×127.5ｃｍ　

❷162×162ｃｍ
3.　 表地：難燃性ビニール　

本体：高密度ウレタンフォーム
7.❶19.7kg　❷17.3kg

クラブシリーズ・
ソファ ベンチ
シートキット
❶H=25cm
❷H=32cm　

1.　 ❶WE34786　
❷WE34789

2.　 ❶135×127.5ｃｍ
❷142×133ｃｍ

3.　 表地：難燃性ビニール　
本体：高密度ウレタンフォーム

7.❶16.75kg　❷11.8kg

大人用
ベンチシート
大人のサイズのベンチシー
ト。高密度ウレタンフォー
ムなので、大人が座っても
沈み込んでしまうことはあ
りません。

1.WE4548
2. 110×73×75ｃｍ
3.　 表地：難燃性ビニール　

本体：高密度ウレタンフォーム
7.9kg

大人のサイズのベンチシー
ト。高密度ウレタンフォー
ムなので、大人が座っても
沈み込んでしまうことはあ

表地：難燃性ビニール　
本体：高密度ウレタンフォーム

❷

❶

5.ウェスコ　6.フランス（フランス製）
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59

インテリア

05 0601 02 03 04

カラーチャート

色はお選びいただけます。

ウレタンベンチ ブッシュ 
❶H=35cm ❷H=40cm
1. ❶FA05010035　 ❷FA05010040　　
2.　 ❶90×46×70cm(座面H=35cm)　

❷90×46×70cm(座面H=40cm)
3. シナ合板、ウレタン、ビニールレザー
5.ボーネルンド・オリジナル　
6.日本（日本製）

❶イージークリーン
チェア アカ
1.　 LSFF682RD
2.　 約52×50×63cm
3. 木、ビニール
5.レイクショア　
6.アメリカ（アメリカ製）
7. 約9.5kg

❷イージークリーン
カウチ アオ
1.　 LSFF683BU
2.　 約52×50×91cm
3. 木、ビニール
5.レイクショア　
6.アメリカ（アメリカ製）
7. 約12kg

❹サイドテーブル 
1.　 LSEE369
2.　 直径36×高さ38cm
3. カバ
5.レイクショア　
6.アメリカ（アメリカ製）
7. 約4kg

❸コーヒーテーブル 
1.　 LSEE367
2.　 61×36×31cm
3. カバ
5.レイクショア　
6.アメリカ（アメリカ製）
7. 約5.3kg

ウレタンベンチ ウェーブ 
❶H=35cm ❷H=40cm
1. ❶FA05020235　 ❷FA05020240　　
2. ❶90×46×35cm　 ❷90×46×40cm
3. シナ合板、ウレタン、ビニールレザー
5.ボーネルンド・オリジナル　
6.日本（日本製）

ウレタンベンチ 台形 
❶H=40cm　❷H=50cm
座るためのソファとしてだけではなく、空
間を区切ったり、空間に合わせて自由に配
置できるようにデザインされたソファ。六
角形に合わせたり、ラインを描くように配
置したりと、ソファが空間づくりの道具と
なります。シートは抗菌仕様のビニールレ
ザーなので衛生的です。

1. ❶FA05030040　 ❷FA05030050　　
2. ❶90×40×40cm　❷90×40×50cm
3. シナ合板、ウレタン、ビニールレザー
5.ボーネルンド・オリジナル　6.日本（日本製）

ウレタンベンチ 波 
❶H=35cm ❷H=40cm
1. ❶FA05020135　 ❷FA05020140　　
2.　 ❶90×46×70cm(座面H=35cm)　

❷90×46×70cm(座面H=40cm)
3. シナ合板、ウレタン、ビニールレザー
5.ボーネルンド・オリジナル　
6.日本（日本製）

ソファ

日本（日本製）日本（日本製）

❶FA05020135　 ❷FA05020140　　
❶90×46×70cm(座面H=35cm)　
❷90×46×70cm(座面H=40cm)
シナ合板、ウレタン、ビニールレザー

❶FA05010035　 ❷FA05010040　　
❶90×46×70cm(座面H=35cm)　
❷90×46×70cm(座面H=40cm)
シナ合板、ウレタン、ビニールレザー
ボーネルンド・オリジナル　

❶ ❷ ❹

❸

58

ロアゾバトー社

「子どもたちの過ごす空間を、夢のあふれた温かい空間にしたい」

と願う、Philippe＆CatherineLemoine夫妻が1994年にフラ

ンスでスタートしたブランドです。「喜びや幸せを感じ、調和の取れ

た色彩にかこまれて過ごした子どもたちは、よりよい世界を信じる

ことができ、幸せな人生を送ることができる」という考えのもと、

見る人の想像力を膨らませる美しいデザインのインテリアを開発。

ヨーロッパに古くから伝わるブリキの技術を使ったモビールをはじ

め、子どもたちの生活を彩る家具を生み出しています。

「つむじ風のモビール」 
❶ ポピーを摘む女の子
❷鳥と歌う女の子
金属素材のモビールは、優
しいつむじ風が子どもた
ちのイマジネーションや
夢を乗せて広がっていく
ようなデザイン。温かみあ
ふれる色調は子ども部屋
を明るく彩ります。

1. 　 ❶LBSPI0004　
❷LBSPI0006　

2. 47×30×25cm
3.金属　
5.ロアゾバトー　
6.フランス（フランス製）

第1章 ｜ 場をつくる環境遊具

インテリア

部屋全体を子ども向けのデザインにできない場合で

も、天井や壁、棚の上などいつも目に入る場所に美し

い遊具を配することで、子どもたちや親子を歓迎する

空間はつくれます。世界各国でつくられた、ほっと落

ち着き、楽しい気持ちになる空間を実現するインテリ

アをご紹介します。

空に浮かぶ風船
 「Dream」
淡い色使いを基調とした
ふわふわと浮かぶ風船の
モビールは、空想と現実の
の世界を行ったり来たり
しながら過ごす子どもた
ちの空間にぴったりです。

1.LBSCH0010
2. 45×20×20cm　
3.金属　5.ロアゾバトー　
6.フランス（フランス製）

壁掛け時計　
不思議の国のアリス
時間を確認することが多
い待合室や教室では、時
計にもこだわりたいもの。
物語の一場面をイメージ
してつくられた時計が、お
部屋の中を明るく美しく
彩ります。

1.LBHOR0005　
2. 20×30×6cm　
3.ブリキ、針金　
5.ロアゾバトー　
6.フランス（フランス製）

フェアリーテール・サークル
❶不思議の国のアリス
❷赤ずきんちゃん
「美しく彩られた部屋で過ごすことで、豊
かな感性や自立心が育まれる」という文
化があるフランスで生まれたブリキのモ
ビールです。絵本の一場面をイメージし
たデザインが、想像力を育みます。

1. ❶LBCSM0001　❷LBCSM0002
2. 30×30×5cm
3.金属　5.ロアゾバトー　
6.フランス（フランス製）

❶ ❷

大人も座れるウレタンベンチシリーズは空間を仕
切る用途にも使え、限られたスペースで親子のあ
そび場をつくる場面にぴったりです。

❶ ❷

❶

❷
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インテリア

60

身長計　
❶海の中
❷ピンクのお花
壁にかけて使える紙製の
身長計です。お花がぐんぐ
ん育っていく様子や海底
にある宝物を船に引き上
げようとする様子が、子ど
もの成長とリンクするデザ
インとなっています。身長
計と合わせて使えるシー
ルがついています。

1.　 ❶EBO-GCBBW　
❷EBO-GCHPF2

2. 92×25.5cm　3.紙
5.イーブー
6.アメリカ（中国製）

カラコロツリー
❶Ｌ　❷Ｓ
カラーグラデーションが音
のグラデーションにもなっ
ている木製のオブジェ。ビー
玉が落ちていくたびに、カ
ラコロカラコロと木のやさ
しい音色を奏でます。

1.❶MB1401　❷MB1402
2.　 ❶25×25×72cm　

❷12×12×47cm
3.カエデ　4.3歳頃～
5.マジックウッド　
6.ポーランド（ポーランド製）
7.　 ❶2.4kg

❷約900g

カタコトトレイン
（ナチュラル）4連
一両ずつ切り離して遊ん
だり、荷物を積み下ろした
りすることができます。白
木の温かさが伝わる丁寧
なつくりで、ギフトにも喜
ばれます。

1.BAJ45320
2. 7.5×50×5cm
3.カエデ
4.2歳頃～
5.バヨ　
6. 　 ポーランド
（ポーランド製）

オブジェ「トーテム」
さまざまな色、かたち、表
情のブロックを棒に差して
いき、トーテムポールを完
成させる木製パズル。差
す順番によって、異なる表
情を楽しめます。

1.BAJ98110
2. 30×11×11cm
3.ブナ、カエデ
5.バヨ
6.ポーランド（ポーランド製）

バヨのノアの方舟
9種類の動物のペアと、ノ
ア夫婦がセットになった、
シンプルで美しいデザイン。
まるでパズルのように動
物のピースを中に収めても
楽しめます。

1.BAJ97550　
2. 14×30×9.5cm
3.カエデ、ブナ　
4.2歳頃～
5.バヨ　
6.　 ポーランド
（ポーランド製）

ひつじの
スタッキング・
ゲーム
7匹のひつじを積み重ね
る、パズル兼スタッキング
ゲームです。穏やかな放牧
の風景をつくって楽しむこ
ともできます。

1.BAJ97370
2. 28.5×40×17cm
3.ブナ、カエデ、オーク
4.3歳頃～
5.バヨ
6.ポーランド（ポーランド製）

9種類の動物のペアと、ノ
ア夫婦がセットになった、
シンプルで美しいデザイン。
まるでパズルのように動
物のピースを中に収めても

❶ ❶

❷❷

なつくりで、ギフトにも喜
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0才から３才くらいまでは、生涯でもっと

も「こころ・頭・からだ」の発達が目覚

ましい時期。見たり、聞いたり、触ったり、

舐めたり、嗅いだり…と、五感を通して、

感覚を総動員して遊び、学んでいます。

ここでは、乳幼児にとってはじめての友

だちになる遊具、安全に過ごすための

環境をつくる道具を紹介します。

062 EXAMPLE

 H
ハ グ ッ ド

UGOOD T
タ カ イ シ

AKAISHI、 

 キッズランドおやま、 フェアリー保育園

066 乳幼児のための遊具

0 6 6  はじめてのあそび道具

074  手・指先遊び

076  動きのあるあそび

0 82  赤ちゃんが暮らす空間の遊具

0 8 8  お散歩へ行こう

乳幼児の
ための空間

2第2章



62 63

街に親子が安心して集える場所を

　都市部に子どものあそび場が少ないとい

う状況のなか、とくに乳幼児をもつ子育て

世代にとって、家庭以外に安心して親子で過

ごせる場所が少ないという声をよく聞きます。

それに応えるために、乳幼児にも安心な環境

で、多様な人が集い交流できる場の開発にい

ち早く取り組む自治体や企業があります。

　大阪府高石市ではこれまで培ってきた優

れた子育て支援・教育環境をPRするため、

「子育てするなら高石市」「教育のまち高石

市」「たかい、たかい、たかーい市。」をキャッ

チフレーズに、子育て世代が住みやすい街づ

くりを目指して親子にやさしい行政サービス

の充実を図り、認定こども園化による待機

児童対策や学校教育の ITC化を実現し若年

層の定住促進を図ろうとしています。

　そんな高石市では、南海本線高石駅前の

複合施設「アプラたかいし」のリニューアル

にあたって、「親子で集い」「買い物の間、気

軽に子どもが遊べる場所を」という子育て世

代からの声に応えて、その3階に室内あそび

場「HUGOOD TAKAISHI」（ 以下、HT）を

つくりました。

　ボーネルンドはこれまで手掛けてきたあそ

び環境づくりや運営のノウハウを活かしな

がら、高石市と協働してHTをプロデュースし、

運営しています。

出会いや交流を育む３つの空間

　全体の環境デザインは、植栽や腰掛けら

れる木製の丸太など、自然素材を最大限に

取り入れ、室内でありながら風の揺らぎや木

の葉のすり合う音など、自然のリズムが感じ

られるようなやさしくて温かく、心地よい空

間になるように考えて設計されています。

　そんなHT内は、3つのゾーンで構成されて

います。無料で開放されている「ハグッドテラ

ス」は、自然光が差し込む吹き抜けのある気

持ちのいい空間で、お茶を飲みながらゆった

りとした時間を過ごすことができ、施設を訪

れた人との出会いや交流を促進することもで

きます。絵本が並ぶ「ハグッドスクエア」では、

クッションにもたれながら、家にいるときのよ

うにくつろぎながら読み聞かせができます。

　「ハグッドプレイラボ」は、乳幼児から5才

までを対象にした、親子のためのあそび場で

す。全身を刺激するボールプールで不思議な

感覚を味わったり、隠れ家のような木製の小

さなお家の中でおままごとに熱中したり、子

どもの想像力や好奇心を引き出すあそびが

満載です。

子育ての情報交換や悩み相談の場にも

　ほかにも、情報コーナーでは、地域の子育

て情報や絵本、タブレットや情報誌をそろえ

ていて、子育ての悩み相談や利用者同士の情

報交換の場にもなっています。また、保育士が

常駐し、1才から未就学児の子どもを一時預

かりするサービスを行っているので、施設内の

買い物などの合間も利用できます。ハードの

環境づくりだけでなく、ソフトの面からも子育

て中の親子を丁寧にサポートすることで、安心

して過ごせる居場所づくりを実現しています。

　2016年12月のオープン以来1年間で約50, 

000人の来場者を記録し、高石市教育委員会

の子育て支援課の小林弘典さんは、「ハイハイ

したり、歩きはじめの小さな子どもも自由に

動き回ることができ、親子で一緒に安心して

遊ぶことができる」という声を聞くそうです。

　子育て世代のための居場所を求める声が

年々高まりつつあるなか、ボーネルンドでは

今後も親子のための多彩なあそび環境に取

り組んでいきたいと考えています。
子育て世代にやさしい街づくりを目指す、大阪府高石

市にある子育て支援施設は、子どもの健やかな成長と

発達を応援し、コミュニティを育むスペースです。

市民の声に応えた
子育て支援施設
子育てウェルカムステーション  

HUGOOD TAKAISHI （ハグッド タカイシ）

親子で一緒に遊べる「ハグッドプレイ
ラボ」。あそびを通じて、子ども同士
や、保護者間の交流も生まれている。

個室の授乳室では、
ソファに座って静か
な時間が過ごせる。

「ハグッドテラス」は、施設内を訪れた人
との出会いや交流の場にもなっている。

情報コーナーでは、近くの支援センター
や保育園、幼稚園の情報も提供している。

「ハグッドスクエア」で
は、施設内の図書館と
連携しているので、絵
本の貸し出しもできる。

DATA : 

住所：大阪府高石市綾園1-9-1 
面積：313㎡ 　オープン：2016年12月

EXAMPLE 3

「ハグッドテラス」は、
無料で開放している。

有料のあそび場ゾーン。
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効に使って、さまざまな工夫を凝らしたあそ

び場が生まれました。 

　

床や壁面スペースも有効に活用

　壁面もフル活用して、つかまり立ちができ

るロープ状のものや、登ったりぶら下がった

りすることで全身の筋肉を使う「クライミン

グウォール」などを設置。

　一角には、子どもたちが安心して走り回れ

るようにウレタンマットを床に敷いています。

また、ハイハイしたり、もぐったりと多様な動

きを促すソフトブロックの「タイニートット」や

体のバランス感覚を養う「ボブルス」など、軽

量で持ち運びが簡単な遊具を配し、別の用途

で部屋を使う際は端に寄せられるように、柔

軟に変化できる環境づくりを考えました。

　これまで登園後、ぐずっていた子どもも

減って、みな一目散にあそび場へ向かうよう

になり、クライミングでは「もっと上に登り

たい」というチャレンジ精神も見られるなど、

あそび環境が子どもたちの体だけでなく、内

面にも変化をもたらしているようです。

安全な空間の環境と人的環境に守られなが

らリラックスして遊ぶことができます。 

　

「見守る」から「一緒に遊ぶ」へ

　管理者の石井立也さんは、オープン時と現

在では「親子のあそび方に変化が起こった」

といいます。「オープン当初は子どものあそび

を見守っていた保護者も、次第に一緒に遊ぶ

ようになり、あそびを通じて子どもの成長を

感じている姿も見られるようになりました」。

　ほかにも利用者から、「親子連れの姿が増

え、子どもたちの声がよく聞こえるようにな

り、駅前が明るくなった」「3世代で一緒に

遊ぶことができて嬉しい」「市が運営サポー

トしているので、低価格で利用できる」とい

う声もあがっています。

　同施設では、「子どもにとっては成長の場、

保護者には子育てが楽しいと感じる場にな

れば」と願い、さらに市民に愛される居場所

になるよう、今後も大切に育んでいきたいと

考えているそうです。

室内空間に成長を育む環境をつくる

　運動機能が急速に発達する幼児期は、と

くにたくさん遊ぶことが大切です。子どもの

運動能力が低下しているといわれるなかで、

１日のうちで多くの時間を過ごす保育園や

幼稚園では、あそび環境について見直しを

図るところも増えています。

　愛知県名古屋市にある「フェアリー保育

園」は、社会福祉法人オールフェアリーが運

営する保育園。生後4ヶ月から2才児を対

象にした、定員30名の小規模な保育園です。

理事長の熊田光男先生は、園内のあそび場

のスペースが限られていることから、「どうに

かして子どもたちが体を思いきり動かして遊

ぶことができ、成長と発達を健やかに促す

環境をつくれないか」と考えていました。

　そんななか、遊具は娯楽のためのおもちゃ

ではなく、子どもの発達に大切な道具だと

考えるボーネルンドの理念を理事長先生が

知って共感したことがきっかけとなり、同園

とともにあそび環境を開発することになりま

した。そして、室内の限られたスペースを有

関東最大規模を誇る広大なスペース

　「キッズランドおやま」もまた、商業施設が

撤退した空きビルの活性化を図ることを機に

「雨天でも遊ぶことができる親子のための居

場所がほしい」という子育て世代からの声を

取り入れて生まれた室内あそび場です。これ

まで自治体や企業とともに、街の活性化や

空きビルの再生を図るためにボーネルンドが

提案してきたあそび環境の評価を受けての

設置となりました。

　そして、JR小山駅直結のロブレビル内５階

の1,980㎡もの広大なフロアを使用し、乳

幼児からシニアまで3世代の家族が一緒に

のびのびと遊べる環境を目指しました。あそ

び場中央には、360°どこからでも飛び込む

ことができる巨大なボールプールを設置。周

囲には、子どもの発達に合わせて遊べる静

と動の多様なコーナーを配置しました。

　そのなかで、乳幼児をもつ親子のためのあ

そび場「ベビーゾーン」は、他のコーナーと閉

そく感なく仕切り、あそびを提案するスタッ

フが目をかけてサポートすることで、安心・

持ち運びのできる遊具や壁面

利用によって、保育園の狭い

室内の一角に自由度の高いあ

そび環境が生まれました。

市民の声を取り入れて、街の

活性化のために誕生した「キッ

ズランドおやま」。栃木県小山

市が運営をサポートしている

子育て支援の発信拠点です。

柔軟に
変えられる
小規模保育園
のあそび場
フェアリー保育園  

乳幼児も
安心して遊べる
3世代交流の場
キッズランドおやま

壁面を利用した「クライミングウォール」。

お買い物ごっこ遊び用の家具を配置。

子ども用のイスに座って、指先を
使ってじっくり遊ぶコーナーもある。

子どもの体のサイズの大きなスケー
ルのブロックで遊ぶこともできる。

三輪車のサーキット場。子どものもっているエネルギーを
存分に発散して、体を思いきり動かして遊ぶことができる。

ソフトブロックは軽量なので、容易に移動できる。

DATA : 

住所：愛知県名古屋市守山区竜泉寺2-301
面積：72㎡　オープン：2016年3月　

DATA : 

住所：栃木県小山市中央町3-7-1
面積：1,980㎡　オープン：2016年5月1日　

ボールプール内にある、複
数名が乗れる巨大ブランコ。

寝転がったり、壁にもたれかかったり、家族
でリラックスしながら遊べる「ベビーゾーン」。

EXAMPLE 4

EXAMPLE 5



ラトル
生後3ヶ月を過ぎて目が見えるようになると、見え

たものに手を伸ばして触るあそびがはじまります。

そんな時期には、認識しやすい色で握りやすく口に

運びやすい形、ほんの少し動かすだけでやさしい

音が聞こえるラトルがおすすめです。「もっと触り

たい、もっと近くで見たい」という赤ちゃんの好奇

心に応えます。

4色の音あそび
ドーナッツ
ドーナッツのようなリング
状の音あそびセットです。
「色」「音色」「動かし方」
が異なる4種がそろい、赤
ちゃんがその日、その時の
気分でお気に入りを選ん
で遊べます。

1. RP8888WB
2. パッケージサイズ：

18×11×11cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン
4. 3ヶ月頃～
5. ハリリット
6. イスラエル
（イスラエルまたは中国製）

❶かえるのラトル
❷ぞうのラトル
❸きりんのラトル
コントラストの強い「水玉
柄」や「ストライプ柄」で、
握る場所や触る場所をガ
イドしてくれる布製ラトル
です。赤ちゃんの顔の前で
音を出して振ることで、追
視・首すわり・手伸ばし
を促します。

1. ❶SG41173 ❷SG41968
❸SG41170

2. ❶全長：21cm
 ❷全長：12cm
 ❸全長：14.5cm

3. ポリエステル、ABS樹脂
4. 3ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

ボートのプレイジム
生まれてから半年間は、ほ
とんどの時間を寝て過ご
す赤ちゃん。安心できる自
分の「場」が必要だからこ
そ、プレイジムは大切な存
在。成長に応じてさまざま
な使い方もでき、あそびも
広がります。

1. SG40890
2. 75×52×55cm
3. EVA、ナイロン、ポリエス

テル、PET
4. 0ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

プレイネスト・
ファーム
浮き輪型のチューブの空
気を調整しながらふくら
ませて使います。さまざま
な素材の違いや音の仕掛
けを、触って楽しめます。

1. GT3200339
2. 37×28×7cm （中央くぼ

み部分：直径38cm、深さ
15cm）

3. ナイロン、ポリアセタール、
ポリエステル、綿（コットン）

4. 0ヶ月頃～
5. ガルト　
6. イギリス（中国製）

ミュージカルモビール 
パラシュートベア
まだ視覚が未発達な赤
ちゃんは、まず音でまわり
の世界を探索します。やさ
しいオルゴールの音とかわ
いい動物たちに、赤ちゃん
は安心して新しい世界に
興味を持ちはじめます。

1. SG40050
2. 高さ70cm(組立時）
3. コットン、ベロア、ポリプロ

ピレン、マイクロファイバー
4. 0ヶ月頃～　
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

ウィマー・ファーガソン 
モビール
視覚が未発達な赤ちゃん
にとって、コントラストの
強い色合いがもっとも見
やすいといわれています。
そこで、白と黒をデザイン
に用いて「見るあそび」を
応援します。

1. MAN212810
2. アームの長さ50cm
3. ABS樹脂、ポリエチレン
4. 0ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

ベビーオルゴール
❶くま　❷ひつじ
デリケートな肌にも安心
なやさしい布地のオルゴー
ル。聴覚が視覚より発達
している赤ちゃんに、オル
ゴールの音は心地よく、安
心感を与えてくれます。お
出かけにも使用可能です。

1. ❶SG40357  ❷SG49310
2. ❶全長：21cm

 ❷全長：15cm
3. ポリエステル、ナイロン、

ABS樹脂　4.  0ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

テディベア・チェーン
ベビーカーやベッドに取りつけられ
る手遊びトイ。赤ちゃんがつかむと
くるっと回転します。カラフルなク
マを見つめたり、動きを目で追うこ
とで、赤ちゃんの視覚も刺激します。

1. AM31106J
2. 全長：約45cm
3. ABS樹脂、ゴム、ポリエステル、

ポリプロピレン
4.  0ヶ月頃～
5. アンビトーイ
6. イギリス（中国製）

ねんねの頃
１日中眠って過ごす生まれたばかりの赤ちゃんが

いる空間では、静かで心が落ち着く環境を保つこ

とが大切です。見上げると目に入るモビールやベッ

ドサイドのアクセサリー、大人がすぐそばで見守る

ことができるマット、鮮やかな色のものや心地よい

音を用意することで、情緒を安定させ、五感の発達

を促します。

第２章 ｜ 乳幼児のための遊具

はじめてのあそび道具
赤ちゃんは五感のすべてを使って自分の周りの世界

を知っていきます。口に入れても安全で、認識しやす

く持ちやすいデザインなど、赤ちゃんの発達を踏まえ

て考案された良質なあそび道具を用意してあげましょ

う。さまざまな素材でつくられた、月齢に合わせて触

れるたびに新たな発見ができる遊具がおすすめです。

ベビーマラカス 各色
小さな手にも握りやすく、
音の響きがよいマラカス。
振ると動くビーズを見ても
楽しめます。

1. RP36636
2. 10×5cm
3. ABS樹脂　4. 6ヶ月頃～
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまたは中国製）
※色は選べません

エッグシェーカー 各色
立体の水玉模様は、触覚
への刺激になり、滑り止め
効果も。握って振ることで、
ビーズの音を楽しめます。

スクイッシュ
カラフルな木とゴムひもからなる不思
議な形の手遊び道具。ぎゅっと握ると
かたちが変わり、離すと元に戻ります。

1. RP35940
2. 6cm
3. ABS樹脂　4. 3ヶ月頃～
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまたは中国製）
※色は選べません

1. MAN200980
2. 直径16cm
3. カバの木
4. 0ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（タイ製）

ウォバル
触れたり、指をかけると、
ゴロンゴロンとあっちに行っ
たりこっちに行ったり。鈴
の音を鳴らしながら転が
る木製遊具です。

1. MAN213570
2. 12.7×12.7cm
3. ゴムの木、アルミニウム
4. 3ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ 
6. アメリカ（タイ製）
7.  約130ｇ

 RP36636

❶

❷

❸

❶

❷

※ハリリット社製品は工場移転にともない、入荷時期により製造国が異なります。
　（製造国のご指定は受けかねますので、ご了承ください。）
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プラスチック製遊具
アンビ・トーイ社のプラスチック製遊具は、3ヶ月ご

との赤ちゃんの月齢とその時期の特徴的な行動を

もとにつくられたあそび道具です。発達に合わせた

あそびが体験できるのはもちろん、発色と強度に優

れたＡＢＳ樹脂を主原料にしているので、お気に入

りの遊具を安心して長い期間ご利用いただけます。

ベビーミラー
小さな手でも簡単に持ち
やすい、かわいいお花の
形。両面についたミラーは
割れない素材でできてい
るので安心して遊ばせら
れます。鏡に映った自分の
姿をながめて、不思議に感
じたり、お話をして楽しむ
ことができます。

1. AM31082J
2. 19.5×16.5×4.5cm
3. ABS樹脂　
4. 3ヶ月頃～

ハンプティ
ダンプティ
ローラー
前に転がすと、コロコロと
赤ちゃんのもとに戻ってき
ます。動きを目で追いなが
ら、ハイハイやあんよを促
します。

1. AM31148J
2. 13×12×13cm
3. ABS樹脂
4. 10ヶ月頃～

ロックブロック
手遊びがはじまった頃に
試したい動きがそろって
います。かたちや色合わせ、
鍵で扉を開閉することで、
手先の器用さを養います。

1. AM31151J
2. 14×13×14cm
3. ABS樹脂、ナイロン、
　ポリプロピレン
4. 1歳頃～

ツイン・ラトル
ニコニコ笑顔の２つの星
がエンドレスにクルクルと
回り、自然と両手で持つ動
きを促します。

1. AM31133J
2. 15×8×3cm
3. ABS樹脂　
4. 6ヶ月頃～

ベビーカー
車体を手で動かすと目が
上下にキョロキョロとユー
モラスに動きます。頭の
赤いボタンを押せば「プッ
プー」とクラクションが陽
気に鳴る、シンプルさにこ
だわった手遊び用の車で
す。

1. AM31205J
2. 13×10×10cm
3. ABS樹脂
4. 6ヶ月頃～

アクティビティー
ケース
鳥をはじいてベルを鳴ら
す、ダイヤルを回すと色が
変わるなど6つの仕掛け
を楽しめます。くり返し遊
ぶことで目と手の協応動
作と「原因と結果」の理解
を促します。

1. AM31103J
2. 約22×23cm
3. ABS樹脂、スチール、ポリ

プロピレン、PET、鉄
4. 6ヶ月頃～

テディ・
ゴーラウンド
大きな黄色いボタンを押
すと、クマがグルグルと回
転します。「ここを押すとク
ルクル回るんだ！」という
経験から、因果関係を理
解していきます。

1. AM31163J
2. 16.5×19.5×16.5cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン
4. 10ヶ月頃～

大きな黄色いボタンを押
すと、クマがグルグルと回
転します。「ここを押すとク
ルクル回るんだ！」という
経験から、因果関係を理

 16.5×19.5×16.5cm
 ABS樹脂、ポリプロピレン

ロック・アップ・ガレージ
赤ちゃんの好奇心や「できた！」と
いう気持ちを満たす鍵遊びや、扉
の色に合わせて同じ色の車を駐車
する、色の認識遊びが楽しめます。

1. AM31079J
2. 30×29×14cm
3. ABS樹脂、ナイロン
4. 1歳頃～

マックス
ひもを引けばしっぽと首
を振り、音を鳴らして歩き
ます。一緒に連れて歩きた
くなるかわいいプルトーイ
が、赤ちゃんのあんよを応
援します。

1. AM31211J
2. 24×13×15cm
3. ABS樹脂、ナイロン、ポリプ

ロピレン
4. 1歳頃～

ピョコピョコ
ボタンをハンマーでたたく
と、人形が飛び出す仕掛
け。目と手を一緒に動かす
ことを学べ、動きと作用の
関係を理解して楽しく遊
べます。ボタンの色と同じ
色の人形を出し入れしな
がら、色の認識にもつなが
ります。

1. AM31085J
2. 20×28×14cm
3. ABS樹脂
4. 1歳半頃～

フィッシュ・
ホイール
上から水を入れると、水
の勢いによって魚がゆっ
くり動いたり、速くなった
り。想像力と発見力を引き
出してくれる水場のあそび
道具です。 裏面には吸盤
があり、壁にぴったりと
くっつきます。

1. AM31175J
2. 16×21×7.5cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン
4. 1歳頃～

ベビーカメラ
ボタンを押すと、鏡になっ
たレンズのフタがクルンと
開いてお人形が顔を出し
ます。赤ちゃんは、周りの
大人が驚く顔が楽しくて、
何度もくり返して遊びます。

1. AM31145J
2. 12.5×8.5×7cm
3. ABS樹脂
4. 1歳半頃～

テディ・トリプル・
ティーザー
形・材質・模様が違った３
種類のお洋服部分は、「柔
らかい⇒やや柔らかい⇒
硬い」という構成となって
いるので、さまざまな感覚
が楽しめます。クマの顔の
部分は、振るとビーズの音
が楽しく鳴ります。

1. AM31130J
2. 14.5×8×3.5cm
3. ABS樹脂、ポリエチレン、
　ポリプロピレン　
4. 3ヶ月頃～

マジックマン
ボールに乗っているピエ
ロがどんなに球を転がし
ても落ちることのない、ユ
ニークな起き上がりこぼし。
少し離れたところへ転が
せば、「ハイハイ」や「あん
よ」の応援にも。ボールが
2色になっているので、動
いていることが目で見てわ
かりやすくなっています。

1. AM31154J
2. 9.6×14.7×10.6cm
3. ABS樹脂　
4.10ヶ月頃～

ひまわりラトル
顔部分を回して「いないい
ないばぁ遊び」が楽しめる、
ビーズ入りラトル。回せる
花弁や、歯固めとして使用
できる葉部分など、指先
や手の動きも促す仕掛け
がいっぱいです。

1. AM31127J
2. 17.3×8×4.4cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン
4. 6ヶ月頃～

5. アンビ・トーイ　6. イギリス（中国製）
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ウィマー・ファーガソン 
アクティビティブック
はっきりとした色使いと図柄の布
絵本には、めくったり、ひっぱった
りと手遊びの仕掛けがいっぱい。両
サイドのリボンで、ベッドやベビー
カーにつけることもできます。

ウィマー・ファーガソン 
ソフトブロック
いろいろな手触りの布地を使った、
丸・三角・四角の布製ブロック。い
ろいろな音や素材などに出合うこ
とができ、お座りが上手にできるよ
うになった頃におすすめです。

1. MAN210510
2. 折りたたんだ状態：

約15×15×7cm、
広げた状態：約15×58cm

3. ポリエステル、PET　
4. 3ヶ月頃～　
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

1. MAN201480
2. 31.5×10.5×10.5cm
3. コットン、ポリエステル
4. 6ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

布製遊具
お座りができるようになると、両手を使ったあそび

ができるようになり、さらにあそびの幅が広がりま

す。ツルツル、モコモコ、フワフワなどさまざまな

異なる感触が楽しめる布製遊具は、手遊びがはじ

まる時期の赤ちゃんに新たな発見のきっかけを与

えてくれます。

ウィマー・ファーガソン 
プレイマット
うつぶせができるように
なった頃におすすめのマッ
ト。顔を持ち上げて遠くか
ら見て楽しむ絵や、手遊
びの仕掛けがたくさんあ
ります。

1. MAN210470
2. 本体：81×81cm

パッケージ：29×32×
11cm

3. ABS樹脂、EVA、ナイロン、
ポリエステル

4. 3ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

手あそび絵本　
ボールはどこへ？
ひもでつながれたボール
を隠して「どこに行ったか
な？」など、お話をしなが
ら読み進められます。「～
のうしろ」など位置関係
を示す言葉を自然と使え
るようなことば遊びにも
ぴったりです。

1. MAN208160
2. 17.5×17.5×3.5cm
3. ポリエステル、PVC
4. 6ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

ファースト
パペットブック
動物のお家にはフィンガー
パペットを出し入れできる
ポケット付き。語りかけが
自然に生まれるアイテムで
す。パペットだけでも遊べ、
お座りができるようにな
ると、自分で出し入れする
あそびも楽しめます。

1. GT1004363
2. 布絵本：13×14cm、

パペット：8cm
3. ポリエステル　
4. 0ヶ月頃～　5. ガルト
6. イギリス（中国製）

シギキッド社

150年以上の歴史を誇るドイツのぬいぐるみメーカー「シギキッド

社」は、「子どもに与えるものは、最高の品質でデザイン性にも優れ

ていなければならない」という理念のもと、上質な生地で細部にま

でこだわった布製品を製造しています。にっこりとした動物の笑顔

が描かれ、やさしい肌触りや色使いの遊具は、世界中の親子から

愛されています。

赤ちゃんブロック
積むだけでなく絵柄で数や模様遊
びもできます。積みやすいようにビー
ズのおもりがあり、転がすと鈴の音
が鳴るピースも。布製なので、投げ
たりぶつかったりしても安心です。

1. SG40056
2. 17×32×8cm、キューブ：5.5cm角、円柱：

直径5×高さ10.5cm
3. コットン、マイクロファイバー　4.6ヶ月頃～
5. シギキッド　6. ドイツ（中国製）

アニマルボーリング
振るとビーズのやさしい音が鳴る動
物のピンは、ラトルやぬいぐるみと
しても遊ぶこともできます。遊び方
の工夫次第で赤ちゃんから5才頃
まで幅広い年令で活躍します。

1. SG49520
2. ピン：約8×21cm、ボール：9cm
3. コットン、ポリエステル　
4. 1歳頃～　5. シギキッド
6. ドイツ（ベトナム製）

ウィマー・ファーガソン　
ハンギングトーイ
「まる・さんかく・しかく」
笛、鏡、ブルブルの振動など、異な
る機能がついた3種のハンギング
トーイです。リングをべビーシート
などに取りつけて楽しめます。

1. MAN210490
2. 全長：22cm、歯固め：5cm、

クリップ：7cm
3. ABS樹脂、EVA、ポリエステル、

ポリプロピレン、PET
4. 3ヶ月頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）

お花のいない・
いない・ばぁあそび
パリパリ鳴る仕掛けのてん
とう虫の羽の部分をひっく
り返すと、お花に変身。い
ないいないばぁ遊びや手
遊びが楽しめます。

1. SG40887
2. 全長：14cm
3. コットン、ポリエステル、

 PET
4. 6ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

どこでも手あそび 
さかなのおやこ
ピュ！と鳴る笛や歯固め、
触るとパリパリ鳴る尻尾、
小さい魚を引っ張るとブ
ルブルと震えるなど、手
遊びがはじまった頃の赤
ちゃんの好奇心を刺激し
ます。

1. SG40104
2. 全長：26cm
3. ポリエステル、PE、PET、

ABS樹脂、EVA　
4. 3ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

どこでも手あそび 
カンガルーのおやこ
パリパリと音が鳴るしっぽ
や、歯固め、引っ張るとブ
ルブル震えるお腹のポケッ
トの子カンガルーなど、ワ
クワクする仕掛けがいっ
ぱいのぬいぐるみです。

1. SG40101
2. 全長：27cm
3. ポリエステル、PE、PET、

ABS樹脂、EVA、PU
4. 3ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

アニマル・トレイン
布製の電車に3匹の動物を乗せて
引っぱるプルトーイ。動物はそれぞ
れビーズや笛の音が鳴り、取り出し
てごっこ遊びも楽しめます。

1. SG41083　2. 14×48×23cm
3. ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、木
4. 6ヶ月頃～　5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）

アメリカの遊具メーカー、マンハッタントーイ社の「ウィマー・

ファーガソン」シリーズは、「生まれて間もない赤ちゃんがどの

ようにものを見て、どのように視力を発達させていくのか」と

いう赤ちゃんの視覚の発達を40年にもわたって研究し、開発

された遊具です。色のコントラストや輪郭のはっきりしたもの

の方が見えやすい赤ちゃんのために、白黒の模様や曲線・幾

何学模様を用いてデザインされ、赤ちゃんの「視る力」の発

達を応援します。

ウィマー・ファーガソンシリーズCOLUMN
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木製遊具
握った時に感じる温もりや、木によって異なる

肌触りや香りの違いを楽しめる木製遊具は、周囲

のさまざまなものに興味を持つ頃の赤ちゃんに新

たな刺激を与えてくれます。お座りの時期の手遊び

から、積み木などの他の遊具と合わせたごっこ遊

びまで発展できる、長年楽しめる遊具を紹介します。

バヨ社

ポーランドにあるバヨ社は、建築家兼デザイナーのホイテック・バ

ヨール氏によって1993年に設立されました。「はじめて触れるアー

ト作品」を目指し、子どもの色彩感覚、空間認識、創造性などを刺

激するデザインの遊具を開発。遊びながら学びや感性を刺激する

デザインを追求する一方で、遊具の中に1カ所は無塗装のままの部

分を残して自然の温もりを感じるきっかけづくりをするなど、随所

にこだわりが感じられる木製品をつくり続けています。

プッシュトーイ 
森のようせい
❶ピンク
❷パープル

子どもたちの好奇心を刺
激するユニークなデザイン
と色使い。転がして、やさ
しい手触りを楽しめます。

1. ❶BAJ27030
 ❷BAJ27010V

2. 7×8×6cm
3. カエデ
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

車をはこぶトラック
付属の小さな木製カーを2台のせることが
できる、大きなトレーラーカー。上部を後
ろにスライドすると、そのまま車が地上に
走り出す仕掛けになっています。

1. BAJ49610J
2. 12.5×25×8cm
3. ブナ、カエデ
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

木のダックスフント
木目が美しい丸みを帯び
たデザインは、小さい手に
もしっかりなじみます。耳
は前後に動かせる仕掛け
になっています。

1. BAJ21220
2. 10.6×19×7.6cm
3. チェリー
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

木のビートル
❶ライトブルー
❷オレンジ
❸木のクルマ
ナチュラル
❹木のバス
イエロー

安全性を考慮した丸みを
帯びたかたちと、木製なら
ではの温かみのある手触
りは、はじめての車遊びに
最適です。シンプルなデザ
インで、想像の世界が大き
くふくらみます。

1. ❶BAJ43710LB
 ❷BAJ43710O

❶
❷

❸

❷

❷

❹

ビーズカー
（ナチュラル）

丸みを帯び、スリットのあ
る形状は、子どもが握り
やすく、はじめて自分で動
かす車にぴったりです。す
き間から指を入れるとビ
ーズがはじけ、指先を使い
ながら楽しく遊べます。

1. BAJ49320
2. 13×8×6cm
3. ブナ、カエデ
4. 1歳頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

小鳥のおきあがり
こぼし
❶青   ❷ナチュラル

お腹に入っているおもり
が不規則に移動。前後に
揺れるだけでなく、大きく
うなずいたり、急に止まっ
たり、不思議な動き方をし
ます。転がして追いかけて
楽しめます。

1. ❶BAJ21550B
 ❷BAJ21560

2. 13×8×6cm
3. スチール、ブナ
4. 1歳頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

❶ うさぎのプッシュトーイ（白）
❷うさぎのプルトーイ
転がすと、うさぎが跳ねるように動きます。
ハイハイの時期は目の前で引っぱり、追い
かけるきっかけになります。

1. ❶BAJ25090W
 ❷BAJ25080P

2. ❶11×6.5×7.5cm
 ❷13.5×20×8.4cm

3. ❶カエデ　
 ❷カエデ、羊毛フェルト

4. 1歳半頃～
5. バヨ　
6. ポーランド（ポーランド製）

❶木の消防車　
❷木の救急車
木の質感がしっくり手に
なじむ木製の消防車と救
急車。シンプルながらも、
働く車のイメージをわか
りやすく表現し、想像遊び
やジオラマ遊びを促しま
す。

1. ❶BAJ41810
 ❷BAJ44310

2. ❶8.5×13×5cm
 ❷12×7×5cm

3. ブナ、カエデ
4. 1歳頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

 ❸BAJ43720
 ❹BAJ41510Y

2. ❶❷❸6×9.5×5cm
 ❹7×12×5cm

3. ブナ、カエデ
4. 1歳頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

❶

❶
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第2章 ｜ 乳幼児のための遊具

手・指先遊び
指先を使うあそびは、「つまむ」「通す」などの細かい

動きを促しながら、目と手の協応動作、数、色、大き

さの認識遊びにもつながります。まだ口にものを入れ

る年令の頃は、ピースがバラバラにならないルーピン

グや、大きめのピースをはめたり重ねる遊具を使って

楽しみましょう。

ジョイトーイ社

オランダのジョイトーイ社はもともとワイヤー製作会社で、独

自の技術を活かしながらルーピング遊具を製造しています。規

則正しい色合いで並ぶ木製ピース、粉体塗装を施し発色がよ

く色あせないワイヤー、ブナ材を使用した美しく滑らかな肌触

りの土台、ワイヤーをひっぱる強度チェックなど、一つひとつの

工程を丁寧に仕上げ、安心して楽しめる遊具づくりを行っています。

カラフルプルトーイ
プルトーイとかたち合わ
せが楽しめる遊具。ひも
を引くと連動してクルクル
回るボックスは取り外すこ
とができ、かたち合わせや
転がし遊びなど、成長段
階に合わせてあそびがス
テップアップします。

1. BAJ37840
2. 22×15.5×19cm
3. カエデ、カバの木、はんの木、

ブナ　
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

パステルカラーの
スタッキング
穴の開いた木のブロック
の大きさを見ながら、順
番に重ねていきます。手の
ひらサイズのパーツを積み
ながら、色や大きさの違
いを学べます。

1. BAJ39350
2. パッケージ：10×16×11cm
3. カエデ　
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

ベビーブロック 
デイジーボックス
大きな凹凸のある5種類
のピースは、小さな手でも
つかみやすく、ストレスな
く積んだり崩したりするこ
とができます。積み重ねな
がら、かたちや色の分類
遊びもできます。

1. QR0270
2. 直径33×高さ12cm
3. ABS樹脂、ポリエチレン、

ポリプロピレン
4. 1歳頃～
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

フリズル
ビーズの種類が最も多く、
赤いらせん状のワイヤー
が特徴的な、やや複雑な
デザイン。

1.JT1400
2.24×10×19cm
3.スチール、ブナ
4.1歳頃～　5.ジョイトーイ
6.オランダ（オランダ製）
7.850g

ファニー
たての動きが多く、正面から
見ると顔のかたちをしている
ユニークなデザイン。

1.JT1420
2.24.5×11×19cm
3.スチール、ブナ
4.1歳頃～　5.ジョイトーイ
6.オランダ（オランダ製）
7.950g

チャンピオン
ビーズの動きがジェット
コースターのように流れ
る、複数人で遊べるデザイ
ン。体の動きも大きくなり
ます。

1.JT3300
2.38×32×26cm
3.スチール、ブナ
4.3歳頃～
5.ジョイトーイ
6.オランダ（オランダ製）
7.1.7kg

汽車
正面から見たかたちが左
右対称。２人で向かい合っ
て、同時に遊べるデザイン
です。

1.JT3200   
2.48×18.5×36.5cm
3.スチール、ブナ
4.2歳頃～
5.ジョイトーイ
6.オランダ（オランダ製）
7.2.3kg   

ワイヤーをひっぱる強度チェックなど、1点ずつ丁寧に製造を行っています。

はじめてのボール転がし
組立時の高さは、子どもの目線にちょう
どよい60cm。ビーズ入りやカラフルな
ボールが、ゆっくりとしたスピードで落ち
ていき、視覚や聴覚を使って楽しめます。

バヨのマーブルラン　3タワー
3つのタワーの間をレールでつなぎ、好
きな勾配を決めて、オリジナルのコース
をつくることができます。転がる様子が
よく見えるので、くり返し試したくなりま
す。

1. QR6502
2. 高さ60cm（組立時）、

直径4.5cm（ボール）
3. ABS樹脂
4. 1歳頃～
5. ケルチェッティ
6. イタリア（イタリア製）

1. BAJ99710
2. パッケージ：14×9.2×5cm、

直径3cm（ボール）
3. ブナ、カエデ、シリコン
4. 3歳頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
7. 2kg

木のアバカス 10連
1～100まで の 数の 認
識を促すことができます。
ビーズを移動しても見やす
く、数を数えはじめた子ど
もにぴったり。ビーズは5
つずつ、4色に色分けされ
ていて、5のかたまりを目
で見ながら確認できます。

1. BAJ38610
2. 30×34.5×11cm
3. ブナ　
4. 2歳頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

キッズコーナー
赤ちゃんから幼児まで発
達に応じたルーピング遊
びを楽しめるプレイテーブ
ルは、教育・保育の場はも
ちろん、病院の待合室に
も最適です。

1.JT9010　
2. 83cm（高さ）×67cm（直径）
3.ブナ、スチール　
4.2歳頃～　
5.ジョイトーイ　
6.オランダ（オランダ製）
7.20kg

スクィード
ゆるやかなカーブと大き
めのビーズ。最もシンプル
なデザイン。

1.JT1500
2.22×10×20.5cm
3.スチール、ブナ
4.6ヶ月頃～　5.ジョイトーイ
6.オランダ（オランダ製）
7.750g

吸盤付
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歩く・乗る遊具
歩きはじめの時期は、一歩ずつ前に進む、足を蹴っ

て進む、つかまって座りバランスをとるなど、自分

の体を支えて動かすきっかけをつくることが必要

です。これからの毎日を支える「体をつくる」遊具

をご紹介します。

第２章 ｜ 乳幼児のための遊具

動きのあるあそび
一つひとつの動きを体得していく乳幼児期。この時

期の運動は、その後の心身の発達に大きく影響しま

す。できるだけいろいろな体の動きを体験できるよ

うにしてあげましょう。自分の体を思い通りにコント

ロールすることができるようになる喜びは、さらなる

活動への意欲につながります。

プッシュトーイ　
カラフルラトル
歩行がはじまる1歳半頃
からの「もっと歩きたい！」
という意欲をかきたてる
プッシュトーイ。3色のバー
が木にあたり、動かすごと
にカラコロと楽しい音色
を奏でます。

1. BAJ22210
2. 65×14×10cm
3. カエデ、ブナ
4. 1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

ビッグ社のボビーカー

ドイツで子ども用の乗用遊具をつくり続けている「ビッグ社」

は、1923年創業の老舗メーカーです。なかでも1972年に誕生

したボビーカーは累計販売台数1,800万台を誇る、世界各国の

家庭や教育現場で使用されている乗用遊具。小さな子どもが

安定して座って足を蹴りだしやすい構造でありながらも、ハンド

ルが方向転換しすぎない仕様など安全面にも配慮されています。

一体成型で強度が高く、複数の子どもたちが過ごすあそび場で

も抜群の耐久性を誇ります。

スイング木馬 
ゆりかごのようにやさしい
前後の揺れが特長の木馬
です。本体が動かないよう
に、床と接する面には滑り
止めがついており、床を傷
つけません。

1. GE2951
2. パッケージ：

 33×90×31.5cm
3. ブナ
4.  1歳頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：8.35kg
（耐荷重：20kg）

ロッキングホース 
良質なブナ材を使用し、
長く使える耐久性と伝統
のスタイルを受け継ぐシ
ンプルなデザイン。セーフ
ティガードは取り外しがで
き、お座りが安定した頃か
ら5才頃までと幅広い年
令で楽しめます。

1. GE2931
2. パッケージ：

 33×90×31.5cm
3. ブナ
4. 1歳頃～　5. ゴイター　
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：5.6kg
（耐荷重：20kg）

ボビーカー 
クラシック
優れた耐久性と子どもの体にフィットする
デザイン、操作性を追求した乗りやすさで、
世代を超えて愛される乗用遊具です。

1. BG1303
2. パッケージ：31×59×27cm
3. ポリプロピレン、高密度ポリエチレン
4. 1歳半頃～
5. ビッグ
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：3.6kg（耐荷重：50kg）

プッシュトーイ 
レインボーフラワー
タイヤが回ると、6枚のカ
ラフルな花びらがパッと開
きます。動かすたびに、見
た目と動きの変化があり、
「何でだろう？」「動かした
い！」という子どもの好奇
心や欲求を満たしてくれ
ます。

1. BAJ24510
2. 58×17×10cm
3. カエデ、カバの木、はんの木、

ブナ　
4. 1歳半頃～　5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

ベビーウォーカー 
前輪が後輪より大きく、安
定感があり、滑りにくく重
厚な構造なので、安心して
つかまり立ちやあんよの
練習ができます。ごっこ遊
びまで幅広く活躍します。

1. BAJ73110J
2. パッケージ：

 51×25×38cm
3. カエデ、カバの木、ブナ
4.1歳頃～ 
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）
7. 4.5kg

プッシュトーイ　
ダック
押して歩くと、アヒルの羽
がパタパタと動きます。愛
らしく動くアヒルがまるで
応援をするように、歩く練
習をする子どもたちを先
導してくれます。

1. BAJ21910
2. 60×17×17cm
3. ブナ、セイヨウカエデ
4.1歳半頃～
5. バヨ
6. ポーランド（ポーランド製）

パカポコ　❶アオ
❷アカ　❸キイロ
手でひもを引っぱりなが
ら、足を前に出すという2
つの動きを同時に行うこ
とで、バランス力や脚力、
手と足の協応動作を促し
ます。使った後は、重ねて
コンパクトに収納できます。

1. 　 ❶HP6723-B ❷HP6723-R
❸HP6723-Y

2. 　 高さ：19cm、ひもの長さ：
約50cm　3. ポリエチレン

4.3歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク(デンマーク製）
7.耐荷重：約50kg

ゆらゆらシーソー ワニ
屋外・室内どちらでも使え、いつでもシー
ソー遊びが楽しめます。幅広な形状でひっ
くり返りにくく安心して遊べます。丈夫なプ
ラスチック素材で耐久性に優れ、容易に汚
れを落とすことができ、お手入れも簡単で
す。

1.HP6721　
2. 43×102×38ｃｍ
3.ポリエチレン　
4.3歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク(デンマーク製）
7.本体：2.5kg（耐荷重：約68kg）

❶

❷

❸
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ボブルス
デンマークの理学療法士が室内用の体遊び道具と

して開発した「ボブルス」は、置き方・乗り方・動

き方によってさまざまな動きを生み出します。乳幼

児期の運動機能の発達を支える、腹ばい・ハイハイ・

歩く・ジャンプ・バランスの5つの動きを体験でき、

遊びながら体を動かすきっかけをつくります。

ゾウ
カーブに沿って歩く、アー
チ部分を下にして揺れる
など、さまざまな動きの
体験を通して交差運動や
バランス感覚を育みます。

1. BO01024+色品番
2. 約31×54×24cm
3. EVA　
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 2.5kg

チキン
うつ伏せの赤ちゃんを上
にねかせたり、ハイハイや
ヨチヨチ歩きの高低差と
して使うことで、平らな地
面とは異なる体や筋肉の
動きを生み出します。

1. BO45024+色品番
2. 11×26×24cm
3. EVA　
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 500g

イモムシ
丸みがある面を底にして
座ると、ユラユラ動きます。
横にしてまたがる、ねそ
べって転がることで全身
を動かすきっかけをつくり
ます。

1. BO60040+色品番
2. 直径：30cm、高さ：39cm
3. EVA
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 2.8kg

サカナ
横に倒して両手で押す、体
の下に置いて乗るなど、転
がすことで動きを生み出
します。踏み台やイス、飛
び石として使いやすい大
きさです。

1. BO05024+色品番
2. 約30×30×24cm
3. EVA
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 1.7kg

ドーナッツ
上に乗って揺れて体幹を
刺激する、空気を入れて
床で弾ませる・転がすなど、
弾力のある素材を活かし
て体遊びを促します。

1. BO50+色品番
2. 50×18cm
3. EVA、プラスチック
4. 3歳頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（台湾製）
7. 1.5kg

アリクイ（4個セット）
コースをつくる、テーブル
とイスにするなど複数個
のパーツを並べてあそび
が広がります。底面に丸み
がある内側ブロックは、揺
れる動きを生み出します。

1. BO81024+色品番
2. 約41×48×24cm
3. EVA
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 4.5kg

ワニ
複数個並べた際のスター
トにも使用できる、階段
状のフォルム。ステップや
ひっくり返してつくった坂
道を歩くことで、脚力や足
首の柔軟性を育みます。

1. BO50024+色品番
2. 約18×59.5×24cm
3. EVA
4. 6ヶ月頃～
5. ボブルス
6. デンマーク（ベトナム製）
7. 1.8kg

横に倒して両手で押す、体
の下に置いて乗るなど、転
がすことで動きを生み出
します。踏み台やイス、飛
び石として使いやすい大

たくさんの種類のピースを
並べて、自分で考えたコー
スをつくり、わたってみよ
う。空間認知力も育みます。

動物コースづくり

ワニとチキン、ゾウとチキ
ンなど、2つのピースを組
み合わせて遊んでみよう。

組み合わせて
遊ぼう

幼児期

ベビー

学童期

商品特長

すべらない・くずれない
子どもが濡れた足で乗ってもすべりにくく、またブロックを積み上げ
た時にも、くずれにくいEVA素材です。

うつ伏せで
乗ってみよう
まずはチキンやゾウ、
ワニの上にねそべっ
てみよう。首や背筋
などの発達を無理な
くサポートし、視界と
好奇心を広げます。

あそびのヒント

発達に合わせて
動いてみよう
上にねる、乗る、のぼ
るだけでも、うつ伏せ
からハイハイ、立つ・
歩く、ジャンプ、バラ
ンスをとるなど発達
に合わせた体遊びを
無理なく楽しむこと
ができます。

安全・安心な素材
環境ホルモンを含まない環境に優しいEVA素材を使用。軽くて耐久
性も抜群。室内で使っても音が響かず、丸洗いもでき衛生的です。

あそびの多様性
1つのブロックでも、縦・横、上下など向きによって異なる動きを楽
しめます。子どものアイデアを最大限に引き出すデザインが特長です。
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タイニートット
乳児が遊ぶことを前提につくられた「タイニー

トット」は、適度な固さの高密度のウレタンでつ

くられ、ハイハイ、のぼる、くぐるなど多様な動き

を体験できるように工夫されています。縫い代は

内側に巻き込み、裏面には滑り止めをつけるなど、

安全性に徹底的に配慮。汚れても簡単にふき取り

ができて軽く、コースの組み変えやお片づけも簡単

です。

タイニートット・
プラットフォームキット
1. WE38483
2. 216×144cm（展開時必要スペース） 
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム
4. 0～3歳頃
7. 10.46kg

タイニートット・
ビッグウェーブキット
1. WE38486
2. 168×168cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム
4. 0～3歳頃
7. 24.18kg

タイニートット・
ビッグコーナーキット
1. WE38482
2. 168×192cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム
4. 0～3歳頃
7. 11.9kg

タイニートット・ベンドキット
1. WE38478
2. 144×144cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム
4. 0～3歳頃
7. 4.86kg

タイニートット・
リトルトンネルキット
1. WE51881
2. 192×48cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム
4. 0～3歳頃
7. 10.5kg

タイニートット・
アクティビティコース
キット
1. WE46639
2. 168×168cm
（展開時必要スペース）

3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度
ウレタンフォーム　

4. 0～3歳頃
7. 8.37kg

14
4c
m

144cm

ルドキット　
”コンストラクション”
「動き」と「組み立て」を一
緒に楽しめる、等身大の
ソフトブロックです。

1. WE24839
2. 24cm角（立方体）、48×

24×12cm（長方形）、直径
24cm（円柱）、72×48×
72cm（収納時）

3. 表地：難燃性ビニール、本体：
高密度ウレタンフォーム

4. 2歳頃～
7. 12.8kg

14
4c

m

216cm
5. ウェスコ　6. フランス（フランス製）
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パーテーション
有機的に空間を区切ることで、動きをゆっくりと身

につける乳児と活発な動きができる幼児が同じ空

間で安心して過ごすことができます。プレイパーテー

ションであれば、空間を区切るだけでなく、赤ちゃん

の目線の高さにあそびをつくり、外と中をつなぐ仕

掛けがあるなど、発見や動きを生み出す環境もつく

ることができます。

第２章 ｜ 乳幼児のための遊具

赤ちゃんが暮らす空間の遊具
赤ちゃんの時期の保育は、できるだけ家庭に近い環

境を整え、落ち着いた穏やかな雰囲気になるように

配慮したいもの。発達にそくした五感を刺激する遊

具や、体を動かす道具をそろえ、保育者である大人

と関わり合いながら安心して過ごせる環境をつくる

道具をご紹介します。

1. WE39832　
2. 150×205cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム　
4. 0ヶ月頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）　7. 10.5kg

ベビーシート・キット
ネスト
背もたれのあるベビーシー
トは、小さな子どもたちの
空間として最適です。落ち着
いて絵本を読んだり、たくさ
んのあそび道具のピースを
持ってきて遊んだり、シート
そのものがあそびのステー
ジとなります。
※色はオレンジ/青/緑から
選べます。

ベビーシート・キット
リング

1. WE39828
2. 直径150cm（展開時必要スペース）
3. 表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタン

フォーム　
4. 0ヶ月頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）　7. 5.91kg

ストレージ・マキシマット
たっぷり遊具を収納できるボック
スが4つもついた、プレイコーナー
用マット。１カ所で複数人が異なる
あそびを楽しめます。

1. WE39772
2. 192×192cm（展開時必要スペース）
3. ビニールカバー、ウレタンフォーム
4.0ヶ月頃～
5.ウェスコ
6. フランス（フランス製）　
7. 16.7kg

※イメージ内のぬいぐるみやブロックは付属されていません。

バリアキット・ファンタジー
コーナー・オープン 
壁面部分と組み合わせて、遊ぶス
ペースをつくるパーテーション。自
由に出入りできるオープンタイプ。

バリアキット・ファンタジー
コーナー・グリーン 
鏡や回転板など遊べる仕掛けがつ
いたパーテーション。柵の内側から
外の様子が見えます。

1. WE38168
2. 124×219.5cm（組立時）
3. 高密度繊維板
7. 55kg

1. WE38165
2. 220×124cm（組立時）
3. 高密度繊維板
7. 50.59kg

バリアキット・ファンタジー
スクエア・エリア 
四方を囲ったタイプのパーテーショ
ン。部屋の中にどこでも赤ちゃん専
用のスペースをつくることができます。

1. WE52268
2. 194×194cm（組立時）
3. 高密度繊維板
7. 113.75kg

バリアキット・ファンタジー 1. WE52268

バリアキット・ファンタジー
レクタングラーエリア 
ゆったりと赤ちゃんが過ごせる、もっとも
広いスペースをつくることができるパー
テーションです。

1. WE52269
2. 289.5×194cm（組立時）
3. 高密度繊維板
7. 141.68kg

1. WE39569
2. 192×144cm
（展開時必要スペース）

3. ビニールカバー、
ウレタンフォーム

4.0ヶ月頃～　
5.ウェスコ
6. フランス（フランス製）　7. 11.9kg

オアシス・マット
軽量のマットを敷き詰め、ソフトブ
ロック製の収納ボックスを配置す
ることで、簡単に赤ちゃん用のプレ
イスペースがつくれます。スペース
に合わせて大きさとかたちを変え
ることができます。

5. ウェスコ　6. フランス（フランス製）
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パーテーション赤ちゃんが暮らす空間の遊具



眠る空間
１日の大半をねて過ごす赤ちゃんには、保育現場

においても安心して眠ることができる環境を整え

ましょう。無理なく横になることができ、ゆっくりと

体を休めることができる「良質な眠り」を促す道具

をご紹介します。

ベビーまくら 
プティ・パンダ Air+

プラス

中央にくぼみがあり、赤
ちゃんのお昼寝に安心の
まくら。持ち運べるコンパ
クトなサイズです。

1. CD394693
2. 19×21cm
3. ポリエステル（本体）
4. 0ヶ月～2歳頃
5. キャンディード
6. フランス（中国製）

マルチリラックス
❶ブラウン　❷エトワール

赤ちゃんがお座りする頃まで、長く使える
多機能クッション。授乳クッションとしては
もちろん、ベルトつきサポーターが付属さ
れているので、皆で過ごす場に赤ちゃんも
一緒に過ごせる居場所をつくることができ
ます。

1. ❶CD684121 ❷CD684091
2. 74cm（長さ）
3. カバー：コットン、

クッション：ポリスチレンマイクロビーズ（中綿）
4. 妊娠中～おすわり期（６ヶ月頃）まで
5. キャンディード
6. フランス（フランス製）

ベビーまくら 15°
消化器官の機能が未熟で、胃がまっすぐな
赤ちゃんの吐き戻しを回避し、母乳やミル
クの消化を助けるちょうどよい角度で設計
されているまくらです。

1. CD262007
2. 54×34×7cm
3. カバー：コットン、まくら（2層構造）：

ポリウレタン（上）、ポリエステル（下）
4. 0ヶ月～2歳頃
5. キャンディード
6. フランス（フランス製）

新生児スリーパー
赤ちゃんに着せたままねんねがで
きる便利グッズ。寝相が悪い赤ちゃ
んでもはだけづらく、寒い日のお出
かけや冷房の効いた部屋など、1年
を通して活躍します。

1. CD104444
2. 55cm
3. コットン（中綿：ポリエステル）
4. 0ヶ月頃～3ヶ月頃
5. キャンディード
6. フランス（チュニジア製）

1. ❶WE51978
❷WE51974

2. ❶30×64×114ｃｍ（本
体）、50×100cm（マット）
❷25×74×134ｃｍ（本体）、
60×120cm（マット）

3. ポリエチレンフォーム
4. 0ヶ月～2歳頃
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. ❶4.92kg ❷7.69kg

コクーンベッド 
マットレスパック
❶スモールサイズ
❷ラージサイズ

赤ちゃんの睡眠と大人の
関わりやすさに配慮して
デザインされたベビーベッ
ド。軽い素材は積み重ね
る時にも保育者の負担に
ならず、汚れた時には簡単
にふき取ることもできるの
で衛生的に使うことがで
きます。

スタッキングベッド用
キャスター（4個セット）
スタッキング・ベッドにつけるこ
とができるキャスターです。重
ねて移動させる際に便利です。
1. WE53ＧＹ　2. 直径5cm
5. ウェスコ　
6. フランス（フランス製）

スタッキング・
ベッド
❶スモールサイズ
❷ラージサイズ

マットとフレームを一体型
にし、四隅にありがちな隙
間をなくすなど、衛生面と
安全性に徹底的に配慮し
ました。メッシュ素材なの
で、通気性も高く、水拭き
で簡単に汚れを落とせ、軽
い素材でできているので、
収納やお手入れの負担も
軽減します。

1. ❶WE42305
❷WE42304

2. ❶130×54cm
❷150×60cm

3. ポリプロピレン
4. ❶2歳頃～ ❷3歳頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. ❶3.6kg ❷4.6kg
※15個まで重ねられます

❶

❷

❶

❷

114cm

134cm

オレンジ×
ライトオレンジ

ブルー×
ライトブルー

グリーン×
ライトグリーン

グレー×
ホワイト

マットレス付き

85

お
散
歩
へ
行
こ
う

動
き
の
あ
る
あ
そ
び

手
・
指
先
あ
そ
び

は
じ
め
て
の
あ
そ
び
道
具

赤
ち
ゃ
ん
が
暮
ら
す
空
間
の
遊
具

84

眠る空間 眠る空間



食べる空間
食事の時間は、毎日の成長には欠かせない大切な

時間です。大人が食事をサポートしやすく、しっか

りと座って周りの人たちと同じ視線で食事ができ

るイスや、割れにくく滑りにくい食器など、乳幼児

と食事をする環境を整える道具をご紹介します。

キッドヒット用
クッション
❶ちょう　❷星

すべりにくく安定した座位
をサポートできる、「キッ
ドヒット」専用のクッショ
ンです。コットン100％で、
洗濯もできるので、衛生面
でも安心です。 

1. ❶GE4737-104
 ❷GE4737-132

2. 45×50×25cm
3. コットン
4. 6ヶ月頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）

イグルー・
アームチェア 
お座りができるようになっ
た子どもが、安心して座る
ことができるチェア。ロー
テーブルで使え、小さな子
どもが自分で座りやすい
高さです。

1. WE49428
2. 50×42×42cm
3. ポリエチレン、無垢材、

ニス
4. 0ヶ月～3歳頃まで
5. ウェスコ　
6. フランス（フランス製）
7. 4.34kg

イグルーチェア用
落下防止バー
アームチェア用のサポー
ター。子どもがイスから滑
り落ちるのを防ぎます。

1. WE49409
2. 15.3×34cm
3. 無垢材、ニス
4. 0ヶ月～3歳頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（リトアニア製）
※イスは別売です

イグルーチェア用
クッション
アームチェア用のクッショ
ン。カバーはビニール製な
ので、汚れても簡単に拭き
取ることができます。

1. WE51309
2. 1cm（厚さ）
3. ビニールカバー
4. 0ヶ月～3歳頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）

イグルーチェア用
落下防止バー 
(トレー付き）
アームチェア用のテーブル
つきサポーター。プレイタ
イムはもちろん、食事のと
きにも重宝します。

1. WE49412
3. 無垢材、ニス
4. 0ヶ月～3歳頃まで
5. ウェスコ
6. フランス（リトアニア製）
※イスは別売です

キッドヒットナチュラル 
子ども家具専門の老舗メーカーの食卓用
チェア。座面の高さが調整でき、お座りを
はじめたばかりの赤ちゃんから大人まで使
えます。シンプルななかにも、座りやすさ
にこだわったデザインです。

1. GE2333NA
2. 90×55×45cm
3. ブナ
4. 6ヶ月頃～
5. ゴイター
6. ドイツ（ドイツ製）
7. 本体：8.6kg（耐荷重：85kg）

ランチプレート  
❶ハッピーエレファント
❷くまのワイルド&ベリー
子どもにも扱いやすい軽くて耐久性のある
プラスチック製。離乳食の時期から普通食
に移行する年齢まで使えます。縁には奥行
きがあり、スプーンですくいやすいのも特
長です。

1. ❶SG24432❷SG24518
2. 21.5（直径）×3cm（高さ）
3. メラミン樹脂
4. 6ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100℃　
※電子レンジ使用不可

お食事用エプロン
❶（ブルーグレー）　❷（グレー）
簡単に洗えるプラスチック製のエプロンは、
手づかみで食べる離乳食の時期に便利な
アイテム。衿部分にはやわらかな素材を使
用し、5段階で留め場所を調整できます。

1. ❶TH2154073 ❷TH2154087
2. 29×24cm　
3. ポリエチレン、SBS
4. 6ヶ月～3歳頃まで
5. サーモベビー　
6. フランス（フランス製）
※耐熱温度：60℃
※煮沸消毒不可

お出かけミルクコンテナ
3段に分かれ、200ml分の粉ミルク3回
分を測り置きできるケースです。ふたが
ロート状になっているので、哺乳瓶に移す
時にこぼれにくく、ボーロなどのおやつを
入れておくのにも便利です。

1. TH2174873
2. 19cm（高さ）　
3. ポリプロピレン
4. 0ヶ月～3歳頃まで
5. サーモベビー　
6. フランス（フランス製）
※耐熱温度：100℃
※電子レンジ・煮沸消毒可

ベビー用ソフトスプーン（2個入り）
❶ブルーグレー　❷グレー
水分量の多いお粥や果汁をすくう離乳食
の初期から使える、赤ちゃんのお口サイズ
の、口当たりのやさしい素材でできたス
プーンです。先がやわらかく、ペースト状の
離乳食をかき集める時にも便利です。

1. ❶TH2164973 ❷TH2164900
2. 14.5cm（長さ）　
3. ポリプロピレン
4. 6ヶ月～　
5. サーモベビー　
6. フランス（フランス製）
※耐熱温度：100℃
※電子レンジ・煮沸消毒可

スナックプレート 
❶ハッピーエレファント
❷くまのワイルド&ベリー
離乳食をはじめ、おやつや果物を
食べる時にも使い勝手のよい深皿
です。プラスチック製で、裏側には
滑り止め加工つき。

ベビーマグ
❶ハッピーエレファント
❷くまのワイルド&ベリー
両手でつかめるので握力が弱い赤
ちゃんでも飲みやすいデザイン。同
じ絵柄の食器でそろえて、楽しい食
事の時間を演出できます。

❶ ❷

1. ❶SG24430 ❷SG24519
2. 15.5（直径）×5cm（高さ）
3. メラミン樹脂
4. 6ヶ月頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100℃　
※電子レンジ使用不可

1. ❶SG24431 ❷SG24520
2. 7.5（直径）×7cm（高さ）
3. メラミン樹脂
4. 1歳頃～
5. シギキッド
6. ドイツ（中国製）
※耐熱温度：100℃　
※電子レンジ使用不可

❷

❷

❷

❷

❶

❶

❶

❶

❷

❶

ホワイト
（037）

グレー
（001）

ライトグリーン
（006）
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タートルキディバス（6人乗り）
子ども用乗物専門メーカーのデンマーク・
ウィンザー社がつくる、乳幼児のお散歩や
移動に大活躍のバス。軽量で動かしやすく、
パンクをしないようデザインされたゴム製
のタイヤや、手を離すとブレーキがかかる
など、シンプルなデザインのなかにも安全
へのこだわりがつまっています。

1. WI80100T
2. 100×175×75cm
3. 耐紫外線性ポリエチレン、アルミ
4.  6ヶ月～4歳頃
5. ウィンザー
6. デンマーク（デンマーク製）
7.本体：36kg（耐荷重：100kg）
※キャノピーやレインカバーは別売りです

キャノピー
（2人用屋根）

1. WI31324
2. 30.5×66×38cm
3. ポリエステル
5. ウィンザー
6. デンマーク（台湾製）

レインカバー 1. WI19091
2. 86×150×70cm
3. ウレタン樹脂加工布
5. ウィンザー
6. デンマーク（リトアニア製）

別売オプションアイテム

第２章 ｜ 乳幼児のための遊具

お散歩へ行こう
複数の子どもを同時に、かつ安全に外へ連れ出す時

に大活躍するのが大型バギー型のバスです。周囲の

景色を見ながらでも、直射日光を避けられたり、大

人にとっても扱いやすい軽量ボディなど、使いやす

さがつまっています。世界中の保育施設で使われて

いるベストセラーをご紹介します。

❶乗り降り楽々
子どもたちが自分で乗り降りしやすい、乗降口です。

❷ブレーキ付
人間工学を研究し、握った状態でしか動かないようになっています。坂道でも
安心です。

❸フットレール付
子どもたちを乗せていても、段差も楽々。

商品特長

 ❶  ❷  ❸
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88 89

子どもは、「こころ・頭・からだ」が相

互に補完し合いながら育ちます。体を

動かして遊ぶことが、体だけでなく、心

や頭の成長につながっています。子ど

もに大切なことは、体を動かす楽しさ

や喜びを満喫すること。

ここでは、跳んだり、揺れたり、転がっ

たり、歩いたり…多様な体の動きを引き

出す遊具や運動用品を紹介します。

体遊びと運動 3第3章

090 EXAMPLE　

 ころころひろば

 ペップキッズこおりやま

094 OPINION　塚本晋平さん （ 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校教諭 ）

096 体遊びの道具

0 9 6  動きを生み出す遊具

114  乗用遊具

117  自然遊び



90 91

季節・天候に左右されず
ダイナミックに遊べる環境を

　オホーツク公園は、1991年に開園したオ

ホーツク海沿岸部に位置するレジャー公園。

107.4haの広大な敷地には、オートキャン

プ場を中心としたアウトドア施設が完備さ

れ、さらに2015年には、大型遊具を備えた

広場が新設されるなど、屋外のあそび場が

充実しています。その反面、雪が積もる冬場

は施設の大半が閉鎖されるという、積雪寒

冷地特有の問題を抱えていました。

　こうした背景から、センターハウスに設置さ

れていた乳幼児向けの室内あそび場を約4倍

（686㎡）に拡大し、季節・天候を問わず、ダイ

ナミックな運動ができる「ころころひろば」と

してリニューアルすることが決定。「単体の道

具ではなく、多様性に満ちた遊育空間を提供

している」との評価を受けたボーネルンドが、

プロデュースを任されることになりました。

何年経っても来園したくなる
成長に応じた多様なあそび

　「ころころひろば」に求められるあそび環境

は、乳幼児から小学生まで幅広い年令層の子

どもが、屋外で遊び回るのと同様の体験がで

きること。年令を追うごとに多様化するあそ

びの欲求を満たし、長期にわたって何度でも

足を運びたくなる施設にすることが目標です。

　広々とした空間には、全力疾走が可能な

大型トランポリン「エアトラック」、1.7mの

壁をのぼる「クライミングウォール」、屋外で

も使用されるジク・ホルツ社の木製遊具など、

全身を大きく使って楽しめる多彩なコンテン

ツを導入。乳幼児が座って遊べる専用スペー

スも設けています。

　また、窓のない壁面には、北海道の雄大

な自然をモチーフにしたグラフィックを描き、

開放感あふれる空間に。さらに、子どもが

実物を見る機会の少ないクマゲラ、アザラ

シ、シャチなどのイラストを織り交ぜること

で、好奇心と感性を刺激し、同時に地元の自

然に親しむきっかけを生み出しています。 

　こうして2017年4月、ボーネルンド最大

級のあそび場が誕生しました。

屋内・屋外を行き来して遊べる
理想の公園を生み出す

　室内のあそび環境を整えることは、寒冷

地に限らず、夏の猛暑、台風、大気汚染など、

全国の公園や屋外のあそび場が抱える、共

通の課題を解決する方策のひとつです。また、

季節や天候の影響による来園機会の損失を

埋めるだけではなく、年間を通して公園全体

のあそびの選択肢の幅が広がり、利用者に

大きな利益を提供することができます。

　「ころころひろば」は、オープン前から口コ

ミで情報が広がり、開園した4月の入場者数

は延べ6,000人。年間では約50,000人の

来場が見込まれており「これまでの公園全

体の利用者数が、年間延べ70,000人だっ

たことをふまえると驚異的な数字」との評価

をいただきました。

　私たちが理想としているのは、子どもたち

が室内に留まることではなく、体を動かす楽

しさを知ることで、よりアクティブなあそび

を求めて外へ飛び出していくことです。室内

のあそび場は、そのための導入でもあり、外

遊びができない場合の代替でもあり、さら

には屋内外を行き来しながら、いつでも自由

に遊べる環境であることが重要だと考えて

います。屋外遊具が充実した公園にあるから

こそ、室内あそびの真価を発揮できる。「こ

ろころひろば」が、そうしたモデルとなること

を期待しています。

DATA : 

住所：北海道網走市字潮見297-2
面積：686㎡ 　オープン：2017年4月　

頭で計画を練りながら、全身の筋肉を
使ってのぼる「クライミングウォール」。

跳ねても、全力疾走しても楽しめる、大型トランポリン「エアトラック」。

ボールプールのオホーツク海に、ソフトブロッ
クの流氷が浮かぶ。壁面には地域の自然を
模した木々や動物などの絵が描かれている。

木の温もりを感じながら 
遊べる、ジク・ホルツ社の遊
具。

EXAMPLE 6

積雪の影響から、冬場に閉鎖される屋外施設を抱えるオホー

ツク公園では、国の公園施設長寿命化計画の一環としてリ

ニューアルを実施。季節・天候を問わず体をダイナミックに

動かせる大規模遊育空間「ころころひろば」が誕生しました。

ダイナミックな
運動ができる
全天候型の遊育空間
北海道立オホーツク公園  

ころころひろば
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運動不足によるストレスを
室内のあそび場で解消する

　福島県郡山市では、東日本大震災による

原発事故の影響により、長い間子どもたちの

外遊びの時間が制限されていました。体を

動かす機会を失った子どもたちは、身体能力

が低下するだけでなくストレスが積み重なり、

心の健やかさまでもが失われつつありました。

　こうした状況をいち早く危惧したのが、郡

山市、教育委員会、医師会で組織された「郡

山市震災後子どもの心ケアプロジェクト」。

ボーネルンドは、同組織のマネージャーで小

児科医の菊池信太郎さんから「子どもたち

が体を思いきり使える、キドキドのようなあ

そび場をつくるために協力してほしい」とい

う依頼を受け、2011年8月、同プロジェクト

とともに3日間限定で「夏のキッズフェスタ」

を開催することを決定しました。このイベン

トは、子どもたちに全身を使って遊ぶ機会を

提供し、心身の健やかな成長を支援するも

ので、郡山駅近くの市営施設に設けた500

㎡の室内あそび場には、延べ3,500人もの

親子が来場。これを機に、常設の室内あそび

場を求める声が高まっていきました。

　この要望に対し、場所と資金を提供する

と申し出てくれたのが、福島県を中心にスー

パーマーケットを展開する「ヨークベニマル」

でした。こうして、2011年12月23日、同社

の空き倉庫を再利用した「ペップキッズこお

りやま」（以下ペップ）がオープンしたのです。

あそびを通した子どもの成長を
ハード・ソフトの両面からサポート

　ペップの役割は、本来、子どもたちが外で

体験できたはずのあそびを、すべて屋内に

用意すること。そのためにボーネルンドでは

「キドキド」で培ったノウハウを活かし、ハー

ドとソフトの両面から運営を支援しています。

ハード面では、水を使って泥遊びもできる大

きな砂場、思いきり走れるランニングトラッ

ク、乗り物遊びができるサーキットのほか、

ごっこ遊びが楽しめるコーナーも充実。一方、

ソフト面で重要視しているのがプレイリー

ダーの存在です。子どもたちがいきいきと遊

ぶための補助をしながら、安全にも目を配り

心と体の成長をサポートする、あそびのプロ

の養成・研修にも力を入れています。

　また、2014年には、あそびの質と量を向

上させるための改修工事を実施。1才6カ

月以下の乳幼児が遊べるベビーゾーンを2

倍（約72㎡）に拡大しました。さらに、外遊

びのきっかけづくりのために、三輪車のサー

キットを施設の軒下に移設。壁にぶら下がっ

て遊べる遊具「ハンギング・クライミング」が

室内に新たに導入されました。また最近で

は、学童期の子どもが集団遊びの導入とし

て使うために回転遊具「スーパーノバ」を設

置。このようにボーネルンドは、子どもの年

令層の変動やニーズに合わせて、継続的なリ

ニューアルをプロデュースしています。

親子それぞれがコミュニティを築く
子育て支援センターへと進化

　2012年3月、オープンからわずか3カ月

でペップの入館者は早くも10万人を突破し、

4年後の2016年には延べ100万人に到達。

その間「ペップに来た日は子どもが元気にな

る」「よく眠るようになった」「態度が落ち着

いた」という声が多数寄せられました。これ

は、運動遊びが子どもの健やかな成長に不

可欠であることの現れです。

　6年目に突入した現在、あらためて子ども

たちの変化について聞くと「意欲が増大し、

常にチャレンジしている」「その場に居合わ

せた子ども同士で遊び方を考え、組み立てる

質と量が向上した」とのこと。子ども同士の

コミュニケーションも多様化し、同世代だけ

が友だちになるのではなく、年令が少し離れ

た子どもたちが、役割分担をして遊ぶ様子が

見られるようになったそうです。さらに、子ど

も同士が待ち合わせて遊んだり、親同士が新

たなつながりを広げたりする、コミュニティ

創出の場としても活用されるなど、今では震

災後のケアという枠を超え、市の子育て支援

センターとしての役割も果たしています。
「ペップキッズこおりやま」は、東日本大震災による原発事

故の影響で外で遊べない時期があった子どもに、体を動か

す機会を提供する拠点として設立。現在は、震災という枠

を超え、地域の子育て支援センターとして進化しています。

外遊びの体験を、
室内で実現
郡山市元気なあそびのひろば  

ペップキッズこおりやま

DATA : 

住所：福島県郡山市横塚1-1-3　面積：1,500㎡ 
オープン：2011年12月　改修：2014年4月　

親子で遊べる砂場は、水を入れた泥遊びも可能。
衛生管理が徹底できるのが室内の砂場の利点。

三輪車のレースができるサーキット。外遊びの
きっかけになるよう、屋内から軒下に移設された。

手・指・足を使い、落ちないように頭で考えながら
のぼる、クライミングウォールとハンギングウォール。

乳幼児が安全に遊べるベビーゾーン。2014
年のリニューアルで2倍のスペースに拡大。

床も階段もウレタン製のソフトなマットを使用。転ぶの
を気にせず、広々としたスペースを思いきり走り回れる。

EXAMPLE 7
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「“もの”に触れてみたい。やってみたい」という動機が大事

だと思っているので、そういう観点からもエアトラックはと

ても優れていました。

　その後は、エアトラックの上にやわらかいキューブ型のブ

ロックを置いたり、エアステップを置いたり、別の場所には

とび箱も用意して、跳ぶ、跳び越える、跳び降りる、という

あそび体験ができる複数のステージを用意しました。そこ

から子どもたちは自由な発想で遊び方を考え出していきま

す。たとえばエアステップセットは、最初は2段で用意して

いたのですが、上からストンと落ちるのが楽しかったようで、

子どもたちが場の設定を変えていった結果、3段になりま

した（下記写真参照）。一見すると、ただ“もの”が置かれ

ているようにしか見えないのですが、そこにはこれまでの

学びの時間の中で膨らませてきた、子どもたちの思いやア

イデアが込められているのです。

　同じ動きをくり返すうちに、もっと楽しくするにはどうす

ればいいか、ということを突き詰めたくなり、友だちの遊び

方を見てみる。すると考えが広がりバリエーションが増える。

この好循環で一番重要な「楽しい」を継続させるためには、

“もの”のもつ力や魅力が重要でした。

あそびを通して子どもの主体性を育む
ことに尽力されていらっしゃいますが、
どういった点を重要視されていますか？

　私が学びをデザインするときに大事にしてきたのは、ま

ずやってみる（体を動かす）ということです。楽しいから、何

度もやってみたくなる。そして、くり返し試すなかで自分の

考えが湧いてくる。自分の考えをもっていれば、それを突

き詰めたり、友だちの意見との違いに気づいたりしながら、

物事の見方が広がっていくからです。そんな経験ができる

場をつくっていきたいと考えてきました。

　あそびという切り口は、楽しいからずっとやりたい、もっ

と楽しめるように工夫したい、という循環を生み出すため

に重要だと思っています。また、低学年の子どもたちには、

具体的なイメージができる言葉を選ぶことが大切なのです

が、「遊ぶ」という表現を使うとひじょうに伝わりやすいの

です。たとえば体育の場合、普段とは違った体の動かし方

や運動感覚を味わえる楽しさがあります。その感覚を得る

ためにはどう動けばいいのかを、子どもたち自身で導き出

せるようにしています。その際、「跳ぶ」を「ふわっと」とい

う表現に置き換えて「体をどう動かすと、ふわっとなる？」

と聞いてみたのですが、考え込んでしまうんですね。とこ

ろが「どうやって遊

んだら、ふわっとな

る？」と聞くと、「こ

うだよ」と言って体

を動かしてくれる子

が次々と現れるので

す。すると、それを

真似しながら遊びは

じめたり、「こうやる

んだよ」と教え合う

ようになったりする。

そういった学びの場をつくることを心がけています。

本格的なとび箱運動の学びがはじまる
前のステップとして注意した点、効果を
実感された点は？

　とび箱運動は3年生からはじまるので、とび箱そのもの

に向き合う前に、目の前にあるものを跳んで越えていくイ

メージを、体で覚えてほしいと思っていました。運動に心

と体を開いてほしいと願い、横に吸収性の高いエバーマッ

トを置くことで、落ちても痛くない、怖くない、という環境

を整えました。というのは、1～2年生のときに、痛い、辛い、

という体験をすると、上の学年にいっても恐怖感を克服で

きないという話を聞いたことがあったからです。ですから、

多少無理をしても痛くない、安心・安全だからもっとチャ

レンジしたくなる、という場をつくることを徹底しました。

　単元が終わった後、振り返りカードというものを子ども

たちが書くのですが、「エアトラックで体験したフワフワと

した感覚が残っていたから、はじめてとび箱を跳ぶことが

できた」という感想を述べた子がいたのです。楽しいから

くり返し遊んで、そこで得た体の感覚や経験が別の場にも

活かされる、という最たる例だと思います。この子と同じ

ように、同様の感覚をもった子は確実にいたと思います。

子どもたちから自然と現れにくかった
動きはありますか？ またその場合ど
のようなサポートをされていますか？

エアトラックやとび箱などを使用した授
業を実施されていましたが、その経緯と
内容をお聞かせください。

　私が担当したのは2年生の体育で、「とび箱などを使っ

た運動遊び」という単元（全8時間）の7時間目の授業を構

想したときのことです。この単元が目指す学びを「跳んで・

跳び越して・降りるあそび体験」と解釈して、それを「跳ぶ

＝ふわっと」「降りる＝ストン」などの言葉に置き換え、子

どもたちに非日常の感覚を楽しんでもらおうと考えました。

その際、何か跳躍の補助になるもの、降りたときに安全な

マットはないかと探していたときに見つけたのが、エアト

ラックファクトリー社の製品でした。それで、ボーネルンド

さんにお願いしてエアトラックとエアステップセットをお借

りすることになったのです。

　1時間目は、エアトラックを体育館にただ並べて置いた

だけだったのですが、子どもたちはすぐに興味をもち、上

に乗って跳ねたり、雲の上をスキップするように大きな歩幅

で弾んだりしながら、ずっと飽きずに遊んでいました。私は

Q1 Q3 Q4

Q2

　ひとつは手のつき

方です。マットが弾

むので蹴りはでき

るけれども、ブロッ

クに上れないとい

う子がいたんです

ね。とび箱を跳ぶ

動きには、踏切、着

手、着地という一連

のフェーズがあるの

ですが、着手につい

ては、いろいろな着き方をしていました。ある時、「こうやっ

て手で押さえたらグイッて上れたよ」とみんなの前でやって

見せた子がいました。その子のよい動きを見て、手の平で

押し返すよい動きが広まりました。

　もうひとつ、思いのほか子どもたちから出てこなかった

のが台上前転です。この動きは前転することよりも、落ち

ていく先がわからないことが怖いんですね。「落ちる」と

いう動きは、まず出合わない非日常体験なのです。それで、

私が意図的に何人かの前でやってみせたんです。するとそ

れを見た子どもたちが真似をしはじめ、やがて自然と35人

全員に広がり、ストンと落ちる動きを楽しむことにつながっ

ていきました。この単元の終わり頃には、いろいろなステー

ジ（場）のとび箱で台上前転をする子もいましたから、恐怖

感よりも楽しいが勝る子も多くいました。

　あそびのように、子どもたちが主体的に運動に向き合え

るのは大事なことだと思います。これが「◯◯できなけれ

ばならない」ということになると、できなかった時に心が離

れていってしまいます。できるかどうか、知っているかどう

かも大切ですが、それ以前に“体を動かす楽しさ”と向き

合い、たくさん味わうことで深みが出てくるように思います。

2020年の学習指導要領の改訂で、主体的・対話的で深い学

びが導入されるなか、幼児期のあそび体験の重要性が注目さ

れています。そこで、楽しい運動感覚を味わうことを大切にし

た学びを実践している塚本晋平さんにお話をうかがいました。

 塚本晋平さんに聞く

子どもの主体性を育む
運動遊び

塚本 晋平 さん　
（つかもと しんぺい）

横浜国立大学教育学部附
属横浜小学校教諭。横浜
市立小学校教諭を経て
2016年同校に就任。子ど
もの主体的な活動を引き
出す学びのデザインに力を
注いでいる。

ストンと落ちる楽しさをもっと味わいたいという子ども
たちの提案により、3段に組まれたエアステップセット。

エアトラックで得た跳躍力
を使いながら、台上前転す
る子どもとやり方のコツを
教える子ども。

実際の授業の様子。子どもたちが試行錯誤を重ねた
最終の形に道具を配置。

OPINION 2
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サイバーホイール
運動をトレーニングではなく、楽しい
ものに変え、いつでも気軽に遊ぶこと
で、積極的に体を動かすことができま
す。なかの小さな玉の位置が常に下で
あることを示し、子どもがバランスをと
るサポートをしてくれます。

1.CW1000CB  
2. 直径160cm×幅140cm
3.ポリ塩化ビニール
4.3歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）

マルチファンクション
トンネル
Ｕ字型のくぼみの部分に乗
り、揺れる動きをダイナミッ
クに体験しながら、バラン
ス感覚を育めます。

1.MT231
2. 170×145×105cm
3.ポリ塩化ビニール
4.3歳頃～
5.ボーネルンド
6.日本（中国製）

ブロアー
サイバーホイールに数分で
空気を出し入れすることが
できます。

1.RB40SA
5.日立工機
6.日本（中国製）

サイバーホイール用
バンク
サイバーホイールの両サイ
ドに設置するバンク。適度
な傾斜が衝撃を吸収します。

1.FA07
2. 90×80×56c m
3.　 木工下地組+ウレタンフォー

ム巻/ビニールレザー
5.ボーネルンド
6.日本（日本製）

使用方法
1　 たたまれている状態（約100×100×50cm）から開きます。
2　 空気の吸入口から、ブロアーを使って空気を入れます。
3　マットの上に移動させ、必要に応じて衝突防止のバンクを使用してください。
※�利用の際はパンク防止のため、床やコンクリートの上ではなく、必ずきれいなマットの上でご利用ください。

商品特長
❶透明な素材
狭い空間のなかでも、
しっかりと進行方向や
周囲を見渡せるため閉
塞感がありません。安
心して体を動かすこと
ができます。

❸ 鈴の音
玉と一緒に入っている
鈴が聴覚を刺激し、色
と同様に音でも方向が
わかるようになってい
ます。

❷ 常に下の位置を
示すカラフルな玉

なかに入っているカラ
フルな玉が回転中も下
の位置を示し、バラン
スをとるサポートをしま
す。

❶

❷❸

第3章 ｜ 体遊びの遊具

動きを生み出す遊具
跳んだりはねたり転がったり。子どもには、安心感の

あるなかで思いきり体を動かすことができる場が必

要です。運動能力・バランス感覚・危険回避能力など

が身につき、やがて自分の体に対する自覚が目覚め

ます。トレーニングではなく、好奇心を刺激しながら

「楽しい！」と思えるあそびの体験は、自然とたくさん

の動きを生み出します。

回転遊具
日常では体験しにくい360°回転遊び。でんぐりが

えしや芝生の上で転がるようなあそびが現代では

減ってきています。回転運動は、全身の筋肉が鍛え

られるだけでなく、全身の血行がよくなり、脳の働

きも活発になります。体が揺れることでバランスを

とろうと脳が活性化し、全身のバランス感覚も養い

ます。

幼児期 学童期

チューブの中や
上で動いてみよう

チューブのなかに入って、ハイハイ
しながら進んだり、半円チューブの
上に座って揺れる動きを楽しもう。
大人がサポートすることで、動きも
ダイナミックに。

チューブを障害物にみたててセット
し、その上を目指してのぼろう。弾
力があるので、思いきりぶつかって
も押しても安心。

チューブのなかで手をつっぱって
体を支えながら、縦に横に回転し
てみよう。学童期になったら、前転
や後転にも挑戦。やわらかくて弾
力のあるチューブのなかで思いき
り体を動かそう。

チューブをみんなで斜めにして支
えたら、大きなすべり台のできあが
り。透明な筒の形状を上手に使っ
て、さまざまな体遊びを試そう。

回転しながら
進んでみよう

巨大な
チューブを乗り越えよう

透明ビッグ
スライダーで遊ぼう

動
き
を
生
み
出
す
遊
具

乗
用
遊
具

自
然
遊
び
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跳ぶ道具
教育現場はもちろん、体操やフィットネス、格闘技な

どさまざまな練習場や競技会場で使用されている安

全性の高いマットは、やわらかい感触ながら、負担を

かけずにダイナミックな動きができるため、安心して

思いきり体を動かすことができます。空気を入れ続け

る必要がないため、使う場所を選ばず、体を動かすす

べての場所におすすめのマットです。

エアフロア
あらゆる運動シーンで活
躍する、衝撃を吸収するフ
ロアマット。折りたたんで
運べ、移動もスムーズ。快
適に使うことができます。

1.ATF101
2.厚さ10cm、長さ3m/4m/

6m/8m/10m/12m/
15m、幅2.0m

3.本体表面材質：ＰＶＣ

エアトラック
弾力によって脚や関節に
与える衝撃が最小限とな
るマット。幅や厚さを使用
目的によって選べます。

1.ATF102/ATF103
2. 厚さ20cm/30cm、

長さ6m/8m/10m/12m/
15m、幅2.0m/2.8m

3.本体表面材質：ＰＶＣ

エアトラック・
トレーニングセット
サイズと機能の異なる5種類のパー
ツを組み合わせて使うセット。高い
ジャンプから着地したときの、体へ
の衝撃を和らげてくれます。

1.ATF155.SET
2.長いマット：3×1×0.1m 

短いマット：0.6×1×0.1m（2枚） 
厚さのあるマット：0.6×1×0.2m 
円錐形クッション：直径0.6×1.2m

3.本体表面材質：ＰＶＣ
※色はブルーとピンクから選べます

エアステップセット
単独で使用することはも
ちろん、エアトラック各種
製品と組み合わせ、多様
なエクササイズを可能に
します。

1.ATF152
2. 厚さ30cm、幅0.7m・1.0m・

1.4mの3個セット長さ、
幅2.0m/2.8m

3.本体表面材質：ＰＶＣ

の衝撃を和らげてくれます。 ※色はブルーとピンクから選べます

厚さ30cm、幅0.7m・1.0m・

5.エアトラックファクトリー　6.オランダ（中国製）

P97のブロアーをご利用いただけます

世界で認められた安全性
最高級の素材を使い、30年にわたる技術力を
活かしてつくられています。弾力が全身を支え、
硬い床の上でも関節をはじめ体に負担をかけ
ずに運動することができます。

どこでも好きな時に多様な場面で
空気を入れ続ける必要がなく、使用する場所
を選びません。別売りの高さを変えるステップ
や、縦や横につなげる面ファスナーで自由にサ
イズを変えられます。

軽くて移動・準備が簡単
大きなものでも5分程度空気を入れることで、
すぐに使える状態に。たたんで台車や数人で持
って運べるので、どんな場所でも使用すること
ができます。

ぐるんと回転してみよう

はずもう・走ろう

大型遊具にして
遊んでみよう

複雑な動きに挑戦

ほかの運動遊具と
組み合わせて遊ぼう

適度な硬さもありながら弾力がある
ので、安心して前後左右上下に回転
運動ができます。

弾力のあるマットの上で、思いきり
ジャンプやダッシュ。バランスを保つ
力や多様な姿勢の経験ができます。

小さめのステップを重ねて山をつくっ
てのぼる、傾斜をつけてすべり台のよ
うに使うなど、軽くて柔らかい素材
なので多彩なあそびが可能です。

トレーニングセットのクッ
ションを使って背面に伸び
たり、逆立ちをしたり。体幹
や体全体への意識を高めま
す。

勢いをつけて楽しむほかの
運動器具や遊具を組み合
わせて利用してみよう。や
わらかい感触が生み出す安
心感で、動きがもっとダイナ
ミックに。子どもたちのチャ
レンジを促します。
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跳ぶ道具 跳ぶ道具

※P106のクアドロと組み合わせて遊ぶこともできます。 ※ボールプールとして使用する際のボールは別売りです。P103の80mmボール3,000個（500個入り6セット分）をおすすめします。

100 101

エアトラック
（常時送風型）
空気の反発力を利用して、体
中のバネが躍動する大きなト
ランポリン。いつもより高く
跳べる、速く走れる、いろん
な動きに挑戦できる。地面と
は違う感覚が、より自由な動
きを生み出します。

1.PRAT-3112C/B
2. 310×1200cm　 

ふくらませた時の高さ：60cm
3. ポリエステル　4.3歳頃～
5.コールド
6.デンマーク（デンマーク製）
※別途、送風機、ステップ、スロー
プが必要になります。

エアキャッスル
（常時送風型）
四方をやわらかい壁に囲ま
れた空間なので、小さい子ど
もでも安心して飛び跳ねたり、
壁にぶつかって遊ぶことがで
きます。不安定な足場がバラ
ンス感覚を刺激して、全身の
筋肉が自然と躍動します。

1.PRAC-6×6/W
2.  600×600cm
3. ポリエステル
5.コールド
6.デンマーク（デンマーク製）
※ 天井高3m以上の場所での使
用を推奨します。

※別途送風機が必要になります。

エアトラック用
❶ステップ
❷スロープ
1. ❶KSJ01 

❷KSJ02
2. 45×60×75cm
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

送風機　カバー込み
単層2線式（100V）の送風
機。エアトラック、エアキャ
ッスル使用時に常に空気を
入れ続けて使用します。

1. KPEC-H04-M313+
FA100313

2. 75×64.5×57cm
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

エアトラックに上り下りする際に使用する、ステップとスロープです。

トラン
ポリン

ボールプール・
トランポリン本体
（ブロアー付）
常時送風することなく、片面
はトランポリンに、ひっくり返
すとボールプールになり、汎
用性に優れています。トラン
ポリンの反発力も優れていて、
大人でも思いきり跳ぶことが
できます。フレームとなる部
分とトランポリン面が一体と
なっているので、上るときや
着地時に足を挟みこむ心配
がなく、小さな子どもでも安
心して遊ぶことができます。

1.SU001
2.55×404×378cm
3. 表面：ポリエステル製ネット

側面：防水加工済みPVC
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）

エアトラックファクトリー社のエアトラック（P98）は、用

途に応じて厚さや長さを選べます。また、薄型で常時の

送風が必要ではないためさまざまな場所で利用でき、跳

躍する際は該当する部分だけたわむので、複数人で一度に

乗っても自分のペースでジャンプをすることができます。一

方、コールド社のエアトラックは常時送風型で仕様も1タ

イプのみですが、反発力が大きいため、トランポリンのよ

うにはずむ感覚を全身で楽しむことができます。

2種のエアトラックの違いCOLUMN

ボール
プール

※写真は2つずつ使用しています。
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ボールプールボールプール

21
6cm216cm

※ボールは別売りです。写真のボールはイメージです。
※ボールプールとして使用する場合、80mmボールが1,000個必要です。

※ボールは別売りです。写真のボールはイメージです。
※ボールプールとして使用する場合、80mmボールが500個必要です。

※ボールは別売りです。
※ボールプールとして使用する場合、80mmボールが1,000個必要です。

※ボールは別売りです。
※ボールプールとして使用する場合、80mmボールが750個必要です。※ボールは別売りです。※ボールは別売りです。

30cm

195cm

102 103

ボールプール
水の中に入った時のような全身運動を促し、さら

にボールが全身を刺激するので不思議な感覚を味

わえます。ボールをかき分けて移動する、転ばない

ようにバランスを取る、足の裏でボールを感じるな

ど、多様な動きが体験できます。空間にも彩りを与

え、子どもから大人まですべての人のあそび心を刺

激します。

ボールプール ポット
1.WE55041
2. 30×144×144cm
3. 　 表地：難燃性ビニール、

 本体：高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～
5. ウェスコ 
6.フランス（フランス製）

ボールプール
ラージパーク
1.WE55038
2. 30×216×216cm
3.　 表地：難燃性ビニール、

 本体：高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～
5. ウェスコ 
6.フランス（フランス製）

ラージコーナー
プール
1.WE873
2. 30×195×195cm
3.　 表地：難燃性ビニール、

 本体：高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）

80mmボール（入数500個）
❶ブルー（トウメイ）
❷ライトブルー
❸オレンジ
❹ブルー
❺グリーン（トウメイ）
❻イエロー
❼グリーン

ボール専門メーカーがつくる、施設のボール
プールにおすすめのプラスチックボールです。

1. ❶PB-PT8000002 ❷PB-PB8000007
❸PB-PO8000011 ❹PB-PB8000010
❺PB-PT8000007 ❻PB-PY8000014
❼PB-PG8000011 

2. 直径8cm
3. ポリエチレン
5.グローバルプレイボール
6. ハンガリー（ハンガリー製）

ボールプール
2カラー
1.WE856
2.  37×190×190cm
3.　 表地：難燃性ビニール、

 本体：高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～　5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）

1.WE49463
2. 144×144×組立時高さ118cm
3.　 合板、ボールプール部分：難燃性ビニール、

高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）
※ ボールプールとして使用する場合、
80mmボールが500個必要です。

ボールプール 
リラックスコーナー
コンパクトなボールプール
で、木製アーチの丸い部分
にぬいぐるみなど、お気に
入りの遊具をつるせます。

1.WE49462
2. 144×144×組立時高さ118cm
3.　 合板、ボールプール部分：難燃性ビニール、

高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～　5.ウェスコ　
6.フランス（フランス製）
※ ボールプールとして使用する場合、
80mmボールが500個必要です。

ボールプール 
リラックスキャビン
テントがついたボールプー
ルの囲われた空間は、ゆっ
たりと落ち着ける場所。メッ
シュタイプのテントは、入口
をファスナーで開閉できる
ため中が見えて安心です。

2. 30×144×144cm
3.表地：難燃性ビニール、

本体：高密度ウレタンフォーム
4.1歳半頃～
5. ウェスコ 
6.フランス（フランス製）

144cm

※写真のボールはイメージです。

キイロ
014

オレンジ
007

アオ
002

ミドリ
008

キイロ
014

オレンジ
007

アオ
002

ミドリ
008

オレンジ&
ライトオレンジ

168

ブルー&
ライトブルー

114

グリーン&
ライトグリーン

169

オレンジ&
ライトオレンジ

168

ブルー&
ライトブルー

114

グリーン&
ライトグリーン

169

※写真のボールはイメージです。

❻

❸

❹

❷❶

❺ ❼
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ブロックモジュールブロックモジュール

104 105

ブロックモジュール
体育用ソフトクッション専門メーカー、ウェスコ社が

長年のノウハウを活かしたブロックモジュールは、ナ

イロン糸で精巧に縫製され、抜群の耐久性を誇りま

す。安全のために、縫いしろは内側に巻き込み、ファ

スナーを使用していません。中身は適度な硬さと柔

らかさをもった高密度ウレタンを使用しています。

ブロックモジュール
マウンテンキット
1.WE30376
2.　 フロアスペース：

204×210cm、
直方体：120×30×30cm

3.表地：難燃性ビニール、本体：高密度ウレタンフォーム　4.3歳頃～
5.ウェスコ　6.フランス（フランス製）

ブロックモジュール
バランスキット
1.WE34347
2.　 フロアスペース：180×

120cm 
円柱全長：120cm
（直径30cm）

ブロックモジュール
リングキット
1.WE30375
2.　 フロアスペース：150×

120cm、リング直径：
120cm（内側60cm）

ブロックモジュール
ホイール
1.WE30366
2.　 ホイール直径：60cm
（内側30cm）、全長：
120cm

ブロックモジュール
アーチキット
1.WE34352
2. フロアスペース：270×
160cm 
半円アーチ：直径120cm

ブロックモジュール
サーパンタイン
1.WE39864
2.　 フロアスペース：330×

240cm

ブロックモジュール

フロアスペース：150×
120cm、リング直径：
120cm（内側60cm）

子どもが上っても変形せ
ずアクティブなあそびを
促す、体サイズのソフト
ブロック。自由に組み合
わせることができ、子ど
も同士で協力しながら
コースを組み替えられま
す。すべてのモジュール
キットには、運動心理の
セラピストや教育アドバ
イザーといった専門家に
よる使用例リーフレット
が付属されています。

組み合わせてアスレチック
コースをつくれます。
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システム遊具「スコジム」システム遊具「クアドロ」

クアドロは子ども自身が扱えることを基本

コンセプトにデザインされており、同封の器

具を使って自在に組み立てることができます。

ごっこ遊びの舞台になるお家から、体遊びを

するための「のぼり塔」、机やイス・棚などの

家具まで、屋内外問わずさまざまな用途に使

用でき、長年にわたって使えるシステム遊具で

す。

組み替えて楽しむシステム遊具HINT

106 107

システム遊具「クアドロ」
頑丈なポリプロピレンのチューブ管とコネクターで

自由に組み合わせられる「クアドロ」は、世界では

じめてつくられたシステム遊具です。よじ上ったり、

ぶら下がったりとアクティブに遊べ、子どもたちが

安全に体サイズでつくれる画期的な遊具として、現

在まで世界中で支持され続けています。

3. ポリエチレン、ポリプロピレン　4.3歳頃～　5.クアドロ　6.ドイツ（ドイツ製）　 5.ウェスコ

クアドロ　
ユニバーサル  
子どもたちのチャレンジを
受け止める十分な耐久性を
持ち、パネル4枚を合わせ
れば象が乗れるほどの強度
があります。自由に組み立
てたり、すべり台を組み合
わせることもできます。

1.QU14830
2.　 パッケージ：77×33×

60cm

クアドロ 
モジュラースライド
 
1.QU10010
2. 48×165×90cm

クアドロ 
スライドカーブ 
1.QU10020
2.　 全長190cm（すべる部分

は長さ180ｃｍ）×横幅
46cm

スコジムキット
❶41ピース
❷46ピース
❸49ピース
屋外でも使いやすいプラ
スチック素材のセット。

1. ❶ＷＥ41325　
 ❷ＷＥ41321　
 ❸ＷＥ41323

2. バッグサイズ：❶23×105×61cm
 ❷❸11×75×65cm

4.2～6歳頃
6.フランス（フランス製）

❶ マキシ
スコジムキット
❷マキシミックス
スコジムキット
屋内でコースをつくって楽
しめるセット。アクティブ
なあそびを実現しつつ、木
製パーツがお部屋のなかで
やわらかな雰囲気をつくり
出します。

1.❶WE50009　❷WE50014
2. ❶❷バッグサイズ：20×90

×55cm
3.合板、ポリスチレン他
4.2～6歳頃
6. ❶フランス（チェコ製）
 ❷フランス（フランス製）

具を使って自在に組み立てることができます。

システム遊具「スコジム」
スコジムは、自分でコースをつくって楽しむシステ

ム遊具です。さまざまなパーツで毎回異なるコース

を組み立て、バランスを取りながら乗る・渡る・飛

び越える・くぐるなど全身を使った体遊びを楽しめ

ます。

❶ ボード5種、コネクター 6個、ポール3本、携帯用バッグ1点

❶ ボード5枚、高さつけ
台（小）10個・（大）4個・（傾
斜付）2個、フープ（直径
60cm）2点、100cmバト
ン3本、他15点

❶

❷ 高さつけ台（小）3個・
（大）3個、30cmバトン4
本、70cmバトン8本、フー
プ（直径18cm・35cm・
60cm）各3点、他19点

❷

❸ 高さつけ台（小）2個・
（大）2個・（傾射付き）2
個、フープ（直径50cm・
60cm）各3点、70cmバ
トン8本、他29点

❸

❷  ボード6種、スティック1本、フープ（直径50cm）1点、高さつけ台（小）2点、 
携帯用バッグ1点、他1点
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マットマット

TRAXGELマット®の中身の構造と安全性
製品特長

安全性と感触のよさを確保するために、2層のゲル素材を使用しています。
表層部：シューズに使用されているやわらかいゲル「fuzeGEL（フューズゲル）」素材

深層部：頭部障害基準値（HIC）を確保するためのやや硬い「L-SpEVA（スピーバ）」素材

「fuzeGEL」は、発泡させた「GEL（ゲル）」を混ぜてクッション性を高めたスポンジ素材で、

アシックス社のランニングシューズ「fuzeX（フューズエックス）」の靴底に取り入れられて

いる素材です。

「L-SpEVA」は、トップ選手向けのマラソンシューズなどに取り入れられている、優れたクッ

ション性と反発性をあわせ持つ軽量ミッドソール材です。

表層部：やわらかいゲル

「fuzeGEL（フューズゲル）」素材やや硬い「L-SpEVA（スピーバ）」素材

衝撃にも強く、安心。
頭部障害基準値（HIC）においても、 

100cmの高さから落下した場合の安

全基準を確保。

体に負担がかかる体操や、高いところ

から落下する恐れがあるあそび場の床

面への使用にもおすすめです。

100cmで加速度が安全基準値のG-max200Ｇ未満、HIC値も1000以下であり、
安全基準を満たすことがわかりました。

衝撃加速度の計測
200

150

100

最
大
加
速
度（

G
-m

ax）

落下の高さ（cm）

50

25 50 75 100 125 150
0

落下高さの計測
1000

750
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体を思いきり動かすには、心も体も安心して預けることができる

環境が必要です。「TRAXGELマット®」はアシックスのランニング

シューズなどに使用される独自開発の衝撃緩衝材を採用した、ボー

ネルンドとアシックスの共同開発により生まれた新しい床マットで

す。子どものあそび場やスポーツの場所など、あらゆる場所を安心

で快適な運動をするスペースにします。

マット
子どもたちが安心して思いきり走り回れる空間を

実現できるマット。アクティブな環境だけでなく、

動きがまだ安定しない赤ちゃんの環境にも必要不

可欠な道具です。マットは、子どもたちの安全を確

保するだけではなく、ダイナミックな動きを促し、

挑戦できる環境をつくりだします。

TRAXGELマット® 
1.AJP002
2. 182×91cm（厚さ3.7cm)
3. fuzeGEL（フューズゲル）、L-SpEVA（スピーバ）、

ビニールレザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（ベトナム製・原反部分のみ）

※スペースや加工方法によって、価格が異なり
ます。

ウレタンマット 
長方形 各色 
❶ベース板有
1.FA060101
2. 180×90cm（厚さ4cm）
3.　 木工下地組+ウレタンフォー

ム巻、ビニールレザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

❷ベース板無
1.FA060102
3.　 ウレタンフォーム、ビニール

レザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

ウレタンマット 
正方形 各色 
❶ベース板有
1.FA060201
2. 90×90cm（厚さ4cm）
3.　 木工下地組+ウレタンフォー

ム巻、ビニールレザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

❷ベース板無
1.FA060202
3.　 ウレタンフォーム、ビニール

レザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

ウレタンマット 
サークル1/4 各色 
❶ベース板有
1.FA060301
2. 90×90cm（厚さ4cm）
3.　 木工下地組+ウレタンフォー

ム巻、ビニールレザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

❷ベース板無
1.FA060302
3.　 ウレタンフォーム、ビニール

レザー貼
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）

スクエアモザイクマット
❶ライトグリーン×ライトブルー
❷ライトグリーン×グリーン
裏面にすべり止めのついたマット。側面にはつな
げて使える面ファスナーつき。

1.WE39766　❶009　❷169
2. 144×96cm（大）　96×48cm（小）
4. 3歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）

ランディングマット 
1.WE34338
2. 200×100cm（厚さ4cm）
3. 難燃性ビニール（表地）、

高密度ウレタンフォーム
（本体）

4.2歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）

ボーネルンド・オリジナルマットは抗菌性のウレタン素材で、マット裏には床面と
密着するよう粘着テープがついており、1/4円の形などイメージに合わせたかたち
に作成することができます。安全面への配慮も徹底しています。置式用のベース
板入りと、移動が簡単なウレタンのみの2種類があります。

グレー 青 水色 緑 黄緑

 200×100cm（厚さ4cm）
 難燃性ビニール（表地）、
高密度ウレタンフォーム

フランス（フランス製）フランス（フランス製）

オレンジ
（007）

アカ
（011）

アオ
（002）

ミドリ
（008）

❷

❶

169009
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イマジネーション・プレイグラウンドイマジネーション・プレイグラウンド

HINT あそびのヒント

110 111110

イマジネーション・プレイグラウンド
昔の子どもたちが大好きだった「ガレキ遊び」はその

場にある材料を使い、即興的になんでもつくり上げて

しまう楽しい時間。安全かつとても頑丈なポリエチレ

ン・フォームを使い、全身でガレキ遊びを楽しめるこ

のブロックはアメリカでは屋内外のあそび場で「自由

なあそび場」の象徴的な存在になっています。

ぶ、「ガレキ遊び」の楽し
さを体験しよう。

ぶ、「ガレキ遊び」の楽し
さを体験しよう。

❶ ビッグ・ブロックセット
55ピース
❷ ビッグ・ブロックセット
105ピース 

子どもの体サイズほどの大きな
スケールのブロック。考えたこと
をダイナミックにかたちにする
ことができ、グループでも一緒
に楽しく遊べます。

1.❶IP042　❷IP046
3. 高密度ポリエチレンフォーム
4.3歳頃～
5.　 イマジネーション・

プレイグラウンド
6.アメリカ（アメリカ製）

ミディアムブロック
セット　100ピース 
ビッグ・ブロックの半分の大き
さで、教室などの室内でのあそ
びにもぴったり。ごっこ遊びや
ゲームなどにも応用して遊ぶこ
とができます。

1.IP061
3. 高密度ポリエチレンフォーム
4.3歳頃～
5.　 イマジネーション・

プレイグラウンド
6.アメリカ（アメリカ製）

ぶ、「ガレキ遊び」の楽し
さを体験しよう。

ぶ、「ガレキ遊び」の楽し
さを体験しよう。

ぶ、「ガレキ遊び」の楽し
さを体験しよう。
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安全なポリエチレンフォーム
適度な弾力があり安全なうえ、軽くて耐久性
も抜群。音が鳴りにくい素材なので、くずれ
ても安心です。

自立性・創造性を育てる
「その場にあるパーツを使いながら、自由に作
品をつくってよい」という環境が、自ら動いて
パーツを探して考える創造力を育てます。

異年令で一緒に遊ぶ
さまざまなかたちのブロックがたっぷりそろっ
ているので、幅広い年令の子どもたちが一緒に
遊ぶことができます。

異素材で遊ぶ
屋内はもちろん、屋外で水や砂と一緒に使うこ
とも可能。子どもたちの好奇心を刺激します。

形から構造を学ぶ
ぴったり合わないとまっすぐ立たないアーチ型パー
ツなど、試行錯誤しながら建築的な要素をあそび
のなかで体感することもできます。

全身を受け止める大きさと丈夫さ
乗り物をつくってまたがる、シーソーをつくっ
て揺れるなど作品を用いて遊ぶことができ、
想像の世界が広がります。
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しわくちゃボールしわくちゃボール

1976年に「重くて固くて痛い」革のボールの代替え品として、ドイツ国内の教育市場で

の販売を開始したボリー社のボールは、やわらかくて弾力性のあるつくり。変形しやすく

加工が難しいポリウレタンを使用し、密度に偏りが生まれがちな小さなかたまりではな

く、2mもの大きなブロックからカットや加工をくり返してボールをつくります。勤続20

年以上のベテランスタッフが加工を行い、実際に触って密度や重心に偏りがないかどう

かを確認。子どもたちが安全に体を動かせるよう、品質にこだわったボールをつくり続

けています。

ボリー社

112 113

しわくちゃボール
ぎゅっと握ると縮み、はなすとすぐに元に戻る不思議

なボール。ほどよい弾力があるので、くり返し握ること

で自然に握力が鍛えられます。中身がスポンジ素材で、

当たっても痛くなく、子どもの力に応じたスピードしか

出ないので、室内でのボール遊びや小さな子ども同士

のボール遊びにも最適です。

しわくちゃボール 
　（アカ／キイロ／アオ）
❶ 70mm
❷ 90mm
❸150mm
つかむ、落とす、投げる、追いかけると手遊
びから体遊びまで、成長に応じた発達を促し
ます。

1. ❶VO070GB-R/Y/B　❷VO090GB-R/Y/B
❸VO1500-R/Y/B

2. ❶直径7cm　❷直径9cm　❸直径15cm　
3. ポリウレタン　4.1歳頃～

ソフト　ソーサー
❶（アオ）　❷（ミドリ）　❸（オレンジ）
❹（アカ）　❺（キイロ）
スポンジ製で軽く、小さな子どもでも上手に飛ばす
ことができます。

1.　 ❶VO250/FBB
❷VO250/FBG　
❸VO250/FBO　
❹VO250/FBR　
❺VO250/FBY

2. 直径25cm　
3. ポリウレタン　
4.2歳頃～

サイコロ
300mm　❶アオ　❷ミドリ　❸アカ　❹キイロ
400mm　❺アオ　❻ミドリ　❼アカ　❽キイロ
500mm　❾アオ　●10アカ　●11キイロ
大きな面のサイコロは遠くからでも見やすく、集団のゲーム遊び
などにも最適です。
特殊加工の表面は、耐久性が高く、汚れがついても簡単に拭き取
ることができます。

1.　 ❶VO300/WBB　❷VO300/WBG　
❸VO300/WBR　❹VO300/WBY　
❺VO400/WBB　❻VO400/WBG　
❼VO400/WBR　❽VO400/WBY　
❾VO500/WBB　●10VO500/WBR　●11VO500/WBY

2. ❶❷❸❹30×30×30ｃｍ　❺❻❼❽40×40×40ｃｍ　
❾●10●1150×50×50ｃｍ

3. ポリウレタン　4.2歳頃～

スーパーボール
❶590mm アカ
❷420mm アカ
❸300mm アカ
全身運動やバランス運動
を促す、大きなウレタン素
材のボール。重量感があり、
ボールに座ってバランス遊
びも楽しめます。

1. ❶VO590/GB　❷VO420/GB
❸VO300/GB

2. ❶直径59ｃｍ　❷直径42ｃｍ
❸直径30ｃｍ

3. ポリウレタン　
4.2歳頃～

サッカーボール
❶アオ　❷ミドリ　
❸オレンジ　❹アカ　
❺ムラサキ　❻キイロ
バウンドするタイプのボール。サッカー
など、複数人で行うゲームやアクティ
ビティに大活躍します。

1.　 ❶VO180/GBFB　
❷VO180/GBFG
❸VO180/GBFO　
❹VO180/GBFR
❺VO180/GBFV　
❻VO180/GBFY

2. 直径18cm　
3. ポリウレタン
4.3歳頃～

アンバランスボール 
中におもりが入っているの
で、バウンドさせるとどこに
転がっていくかわからない
ボール。レクリエーションに
も使えます。

1.VO2106530GB
2. 直径21ｃｍ　
3. ポリウレタン

❶

❷

❸

バウンドするタイプのボール。サッカー
など、複数人で行うゲームやアクティ

5.ボリー　6.ドイツ（ドイツ製）

❶
❷

❸

動
き
を
生
み
出
す
遊
具

乗
用
遊
具

自
然
遊
び

PLAYSCAPE_2017_096-113_CS6.indd   112-113 2018/03/27   10:42



114 115

乗用遊具 乗用遊具

52cm 103cm

62cm 37cm

ワンパクスクーター
 
三輪車の次はスクーター
に挑戦！乗れるようになる
と、大きな達成感が得ら
れます。

1.WI46000
2. 47×100×76cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～6歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.8.7kg

わんぱく
Ｖ字スクーター 
三輪で安定感があり、二
輪スクーターに挑戦する
前にぴったりです。バラン
ス感覚と運動能力を助け
ます。

1.WI47500
2. 50×88×76cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.8.7kg

わんぱくタクシー 
運転手やお客さんになり
きって遊べます。ウィン
ザー社の乗り物は特殊ベ
アリングなので、複数の子
どもが乗って、1人の子ど
もがこぐ役でもスムーズ
に進むことができます。

1.WI46200
2. 58×98×62cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.16.7kg

ツインタクシー 
3人で乗ってタクシーの
ごっこ遊びをしたり、想像
の世界で遊んだりと、たく
さんのあそびが生まれます。

1.WI46800
2. 68×96×62cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.20.4kg

ワンパク三輪車
❶S ❷M  
子どもにとっての乗りやす
さを人間工学的に徹底的
に研究した設計で、ボルト
やナットもすべてが内部に
組み込まれた三輪車。車輪
には足が巻き込まれない
ようにホイールが施される
など、細部にわたって安全
性が追求されています。

1.❶WI45000　❷WI45100
2. ❶45×67×51cm　 

 ❷52×79×62cm
3. スチール、ポリプロピレン
4. ❶2～4歳頃　

 ❷3～ 6歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.❶9.0kg　❷11.5kg

❶ ❷

わんぱく二輪車  
ペダルなしの三輪車をマス
ターしたらチャレンジ！足、
腕、目、頭、全身を使ってバ
ランスをとって運転します。

1.WI47400
2. 45×82×65cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.10.5kg

わんぱく
ランナーS  
ペダルつきの二輪車に乗
る前の段階におすすめの
プッシュバイク式二輪車。
バランスをとって、足で地
面を蹴って進みましょう。

1.WI49000
2. 44×71×52cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.3歳頃～
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.7.4kg

第3章 ｜ 体遊びの遊具

乗用遊具
体のバランスがとれて、自分の動きをコントロールで

きるようになる頃に欠かせないのが乗用遊具。子ど

もにとって自分の力ではじめて操って動かす三輪車か

ら、仲間とごっこ遊びを楽しむ遊具や、自分のバラン

ス感覚に挑戦する乗り物まで。体はもちろん、心や頭

の成長を応援するウィンザー社の乗用遊具をご紹介

します。

ウィンザー社

80年にわたって、子どもの視点であそびに重点を置き、安全

性に徹底的にこだわって乗用遊具をつくり続けるデンマーク・

ウィンザー社。「からだを動かすことで学ぶ」をコンセプトに、

想像力、全身を動かす力、そしてコミュニケーション能力を刺

激し高めることができる三輪車を開発しています。シンプルで

美しく、安全性・耐久性に優れた高い品質性を誇り、世界中の

幼稚園や保育園で愛用されています。　

45cm 82cm

65cm 42cm
44cm 71cm

52cm 35cm

38cm

68cm 96cm

62cm

58cm 98cm

62cm 38cm

94cm

13cm

74cm

26cm

91cm

29cm

61cm

58cm

45cm 67cm

51cm 28cm

52cm 79cm

62cm 35cm

50cm 88cm

76cm

47cm 100cm

76cm

わんぱくトラック 
安定感も耐久性も抜群の
わんぱくトラックは、重い
荷物を積んでも楽々とこ
ぐことができます。子ども
たちの想像の世界を広げ
たり、荷物を乗せてバラン
スをとって運転したり、発
想次第でいろいろなあそ
びが広がります。

1.WI49300
2. 52×103×62cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.17.0kg

人で乗ってタクシーの
ごっこ遊びをしたり、想像
の世界で遊んだりと、たく
さんのあそびが生まれます。

スチール、ポリプロピレン

デンマーク(デンマーク製）

わんぱくカート 
手でこぎ、足で操縦する
ローカート。ぐんぐん進ん
でいくためには、リズムよ
くこがなければならず、全
身を使った乗り物遊びが
楽しめます。

1.WI49700
2. 61×91×58cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.4～8歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.17.3kg

スイングカート 
手でペダルを動かします。
腕や胸の筋肉をたっぷり
と使います。

1.WI46400
2. 74×94×26cm
3. スチール、ポリプロピレン
4. 3～8歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.10.7kg
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乗用遊具

ファンカート
スピードを仲間と競ったり、
テクニックを試したくなる
頃におすすめ。低い座面で
スピードを体感できるので、
気分はレーサー。左右のハ
ンドルでタイヤの向きを操
作して運転します。

1.WI49800
2. 55×70×48cm
3.スチール、ポリプロピレン
4.4～7歳頃
5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.11.4kg

ミニバイキング
二輪手押し車
小さな子どもでも安定し
て押しやすい二輪の手押
し車。砂場遊びにごっこ
遊びの要素が加わり、よ
り楽しくなります。

1.WI43620
2. 30×81×38cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.2～4歳頃　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.6.1kg

ペリカンデザイン三輪車
Ｖハンドルアカ 
デンマークの国旗の色「赤
･白」を表すシンプルな配
色、運転しやすいV字ハン
ドルは洗練された印象で
す。自転車と同じハンドル
の形なので、三輪車を卒
業する頃には、違和感なく
自転車に親しめます。

1.WI41400
2.全長：65cm、幅：43cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.1歳半頃～　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.5.3kg 、耐荷重：50kg

ペリカンデザイン三輪車
丸ハンドル黄 
車のハンドルのような個
性的なデザイン。ハンドル
の高さが低く、幅もコンパ
クトなので、手が自然とハ
ンドルの上に置かれるよ
うになっています。脇がし
まり、操縦がしやすいので、
はじめての乗り物遊びに
もおすすめです。

1.WI41545
2.全長：65cm、幅：43cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.1歳半頃～　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.5.2kg 、耐荷重：50kg

ペリカンデザイン三輪車
Ｖハンドルカラー
荷台付き 
ストッパーを外すと、荷台
を後部に傾けることがで
きるデザイン。砂場の道具
を入れて運んだり、自分で
荷物を乗せて運ぶことが
できます。

1.WI44447
2.全長：73cm、幅：44cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.　 2歳頃～　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.6.1kg 、耐荷重：50kg 
（荷台の耐荷重：15kg）

55cm 70cm

48cm 21cm

ワンパク
一輪手押し車
三輪車と同じ素材のフ
レームやタイヤは、耐久性・
安定感が優れています。バ
ランスをとりながら進む手
押し車は、平衡感覚も養
えます。

1.WI47700
2.39×82×44cm
3. スチール、ポリプロピレン
4.3～7歳頃　5.ウィンザー
6.デンマーク(デンマーク製）
7.8kg
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乗り物3種 人形3種入り

アクアプレイ
アクアワールド
ベランダやテラスなどのコ
ンパクトなスペースでも遊
びやすいサイズのセットで
す。

1.AQ1535
2.組み立て時：145×105cm
3. 　 ABS、ポリエチレン、ポリプ

ロピレン、スチール
4.2歳頃～
5.アクアプレイ
6. スウェーデン(ドイツ製）

アクアセールボート
アクアプレイ用のヨットで
す。水面に波を立てると、
ヨットはどんなふうに動く
かな？帆の向きは変える
こともできます。

1.AQ280
2.全長：11cm
3. ポリプロピレン
4.2歳頃～
5.アクアプレイ
6.　 スウェーデン

(フランス製）

アクアポンプ
Sサイズ
ポンプを上げ下げすると、
水が下から吸い上げられ
て、上のポンプ口から出て
きます。複数人でアクアプ
レイを遊ぶ時におすすめ
です。

1.AQ1133
2. 　 16×9×5cm
3.ポリエチレン
4.2歳頃～
5.アクアプレイ
6.　 スウェーデン

(ドイツ製）

アクアプレイ
ブリッジ＆ハーバー
コースが大きく、人形4体、
船2艘などパーツも充実し
ているため、グループで役
割分担しても楽しめるセッ
トです。

1.AQ1650
2.156×145cm（組立時）
3. 　 ABS、ポリエチレン、ポリエ

ステル、ポリプロピレン、ス
チール

4.2歳頃～
5.アクアプレイ
6. 　 スウェーデン

(ドイツ製）

アクアプレイの仕組み
第3章 ｜ からだ遊びの遊具

自然遊び
体づくりというと体力や運動能力に目が向きますが、

同じくらい大切なのが「感覚＝五感」です。体中であ

らゆる刺激をたくさん受けることが大切で、手触りや

匂いなど、体が受けた新しい刺激は、脳の感覚神経

や知性の成長にもつながります。砂・水・風などの自

然を感じるあそびは、心が解放され、生活リズムも整

い、心身の健やかな成長に欠かせません。

自然遊び

運河の国・スウェーデ
ンで開発されたアクア
プレイは、安全に人や
ものを運ぶ輸送手段
として生まれた「運河
の仕組み」をコンパク
トに再現した遊具です。
運河の水門のカナル
ロックシステムを自ら
の手で体験しながら、
水の不思議や性質を
学べます。友だちと役
割分担しながら、ごっ
こ遊びも楽しめます。

中面

COLUMN

高低差のある地形で水門を使い、運河の水位をコント
ロールして船を進める「カナルロック」。

パドルを動かして水流をつくる

水をくみ上げる クレーンで物資を運ぶ

動
き
を
生
み
出
す
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具
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砂遊び 砂遊び

スーパータフ・シャベル
❶アオ　❷アカ
❸キイロ
丈夫で軽く握りやすく、小
さな子どもでも上手に砂を
すくえるデザインです。柔
軟性のある特殊強化プラ
スチック製で耐久性、安全
性に優れています。

1. 　 ❶HP1132B　❷HP1132R
❸HP1132Y

2. 全長：23cm
3. ポリエチレン
4.2歳頃～

スーパータフ・バケツ
❶アオ　❷アカ
❸キイロ
間違えて踏んでもこわれに
くい柔らかい素材ででき
ています。持ち手はある程
度の太さがあり、どっさり
砂を入れて持ち上げても、
子どものやわらかい手に
食い込まない構造です。

1. 　 ❶HP1340B　❷HP1340R
❸HP1340Y

2.21.5×18×19.5cm
3. ポリエチレン　
4.2歳頃～

スーパータフ・
スコップL
❶アオ　❷アカ
❸キイロ
スコップは砂遊びのなか
では一番力がかかるもの。
軽くて丈夫でなくてはなり
ません。特殊強化プラス
チック製で耐久性、安全性
に優れているスコップです。

1. 　 ❶HP1154B　❷HP1154R
❸HP1154Y

2.全長：55cm　
3.ポリエチレン
4.2歳頃～

スナフルイ
❶アオ　❷アカ
❸キイロ
スーパータフ・バケツに
ぴったりとかぶせられるサ
イズの砂ふるい。やわらか
い素材でできているので、
間違えて踏んでも壊れにく
く、耐久性抜群です。

1. 　 ❶HP1550B　❷HP1550R
❸HP1550Y

2.直径：18cm
3. ポリエチレン
4.2歳頃～

クマデ　❶アオ　
❷アカ　❸キイロ
クマデを使って砂場をなら
したり、農作業のまねをし
たり、砂の上に模様を描い
たりと使い方はさまざま
です。特殊強化プラスチッ
ク製で耐久性、安全性に
優れているクマデです。

1. 　 ❶HP1170B　❷HP1170R
❸HP1170Y

2. 全長：42cm
3. ポリエチレン
4.2歳頃～

ジョーロ
❶アオ　❷アカ
まだ力の弱い子どもでも
扱いやすいよう、取っ手が
後ろではなく、上についた
ジョーロ。砂場や砂浜での
水遊びはもちろん、お花へ
の水あげにも使えます。注
ぎ口がとがっていないの
で、転んでも安心です。

1.❶HP1750B　❷HP1750R
2.16×17×11cm　
3. ポリエチレン
4.2歳頃～　

砂遊び
砂は、子どもの働きかけによって自在に形を変え

るため、子ども一人ひとりに合わせたあそびができ

ます。砂遊びをする子どもたちにとってスコップや

バケツは「おもちゃ」ではなく、砂や水を運ぶため

の「道具」です。機能性を考えたシンプルなデザイ

ンが、1人で、また多人数でのあそびの楽しさを広

げます。

砂型４個セット
砂遊びの魅力を広げる砂
型セット。細かい絵柄を上
手に出すためにはどうした
らいいか、くり返し挑戦し
ながら発見できます。

1.HP1246
2.全長：10～12cm
3. ポリエチレン
4.3歳頃～

100ピース
砂遊びセット
スコップやシャベル、ジョー
ロに砂型など、砂遊びが
楽しめる道具を１００点集
めたセット。

1.HP6964
2. パッケージ：38×58×

34.5cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～

ダンプカー
荷台を傾けたり、ふたを動
かす動作はシンプルな為、
小さな子どもでもくり返し
楽しく遊ぶことができま
す。荷台を大きく後ろに傾
けたり、ふたを開けて勢い
よく砂を降ろすことができ
ます。

1.HP2289
2.15×30×17cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～

ブルドーザー
男の子が大好きな「ブル
ドーザー」。プラスチック
製で軽く、シャベルは手動
で18cmまで持ち上がり
ます。砂で汚れても丸ごと
お水をかけて洗うことが
できます。

1.HP2129
2.16×30×15cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～

スタッキング
ビーカー
ビーカーの底には、シャ
ワーのようになる穴が開
いていたり、四角や三角の
型抜きができるようになっ
ていたりと、積み上げる以
外にも水遊びや砂遊びに
大活躍です。遊びながら
自然と、色・大きさ・数の
違いに触れることができ
ます。

1.HP5417
2. 　 組立時：高さ51cm、最大

直径：9cm
3. ポリエチレン　
4.1歳頃～

※色はアソートとなります。

サンドミル
トラック付き
ミニスコップ、荷台つきト
ラック、サンドミルなどの
砂遊びセット。すくった砂
や水を注ぐと水車がくる
くると回ります。上部のレ
バーをスライドさせると、
上から流した砂や水の落
ちる量を3段階に調整で
きます。

1.HP1635
2.14.5×17.3×30cm
3. ポリエチレン
4.2歳頃～

ダントーイ社

「スーパータフシリーズ」は雪国であるデンマーク生まれの遊具で、

マイナス35℃まで耐えられ、外で使用しても劣化しにくい仕様です。

シンプルながらも小さな子どもでも使いやすいデザインで、こわれ

にくく、万が一破損しても鋭利にとがらないよう高品質なやわらか

いプラスチックを使用しているので安心です。

5.ダントーイ　6.デンマーク(デンマーク製）

※全長39cmのSサイズもあります。
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レクリエーション遊具

ボブスレー79cm
（ブレーキ付き）
❶クロ
❷アカ
❸アオ
子ども1人がすっぽり収ま
る、安定した走りのソリ。
左右にブレーキがあり、ス
ピードの調節や方向転換
を操作することもできます。

1.❶HP6755BK　❷HP6755R
　 ❸HP6755B
2. 79×43.5cm
3.ポリエチレン　4.3歳頃～

ブーバブルーン 
カラフルドット
風船を布製のカバーに入
れることで、ボールのよう
に投げたりバウンドさせた
りすることができます。コ
ンパクトに持ち運びがで
き、当たっても痛くないの
でさまざまな年令でご利
用いただけます。
※市販の風船でもご利用
いただけますが、強度が
劣る場合がございます。

レクリエーション遊具
みんなで力を合わせて動きをつくり出すパラシュー

トや並べるだけであそびがはじまるフープなど、室

内外問わず複数人で一度に遊ぶプログラムにおす

すめの遊具。年令やシチュエーションによって、あ

そびが広がります。

フラットフープ
（6本組）  
❶直径35cm
❷ 直径50cm
フラフープとしてはもちろ
ん、床において輪から輪へ
と飛び移ったりなど、工夫
次第であそびが広がります。

1.❶WE308　❷WE309
2. ❶直径：35cm　 

 ❷直径：50cm
3.形状記憶プラスチック
4.3歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）

❶ パラシュート
ターゲット
（10ハンドル）
❷ パラシュート
スター（10ハンドル）
1. 　 ❶WE46990 

❷WE46991
2. ❶直径：3.5m　 

 ❷直径：1.6m
3.ポリエステル　
4.3歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）　

パラシュート 
❶12ハンドル
❷20ハンドル
1. 　 ❶WE46682　 

❷WE46683　
2. ❶直径：3.5m　 

 ❷直径：6m
3.ポリエステル
4.3歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（フランス製）　

スター（10ハンドル）

PL
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C 左

B6
23

59
D

❶

❸

❶

❷

1. 　 BC40871
2. 　 約20cm 

(膨らませた時の直径）　
3. コットン(カバー)、 

天然ゴム(風船)　
4.6ヶ月頃～
5.ブーバブルーン
6.イギリス（中国製） ❷

❶

❷

5.ダントーイ　6.デンマーク(デンマーク製）
7.耐荷重：50kg
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デジタル機器が生活の隅々にまで行き

わたるようになって、子どものあそびや

教育の現場も大きな変貌を遂げています。 

一方、体や感覚を使う「あそび体験」か

ら学んだ事柄は、社会や道具が変わっ

ても、身についた知恵として活かすこと

ができます。

ここでは、心と頭を強く、元気にする

遊具や教材を紹介します。

心と頭を育む 4第4章

122 EXAMPLE　

 コドモのあそびば L
リ モ

iMOL
リ モ

iMO もりた

  L
リ モ

iMOL
リ モ

iMO しずおか

 万座キッズプレイランド

 タリーズコーヒー with U 吹田グリーンプレイス店

126 心と頭を育む遊具

126  ごっこ遊び・想像遊び

13 4  教育遊具

150  組み立て遊び

156  アート＆クラフト

161  ゲーム・パズル

164 OPINION　三浦雄一郎さん （登山家、冒険家）
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規参入したスズキアリーナ森田は、後発店

の弱点を克服するために試行錯誤を重ね

ていました。他店との差別化を図るために、

FMの公開放送などさまざまなイベントを行

なったものの、どれも一過性の効果で終わっ

てしまう。そんなときにヒントになったのが、

横浜みなとみらいにある親子の室内あそび

場「キドキド」でした。当時、未就学児だっ

たわが子が夢中で遊ぶ姿を見た宮崎社長

は、スズキの顧客が女性やファミリー層であ

ることを改めて思い出し、子どもが遊べるス

ペースを設けることを思いついたそうです。

等身大の親の目線で
共感を呼ぶ店舗をつくる

　LiMOLiMOがつくられた背景には、社長

自身が子育て世代の等身大の視点をもって

いたことが関係しています。さまざまな子ど

も向けの施設を見て歩き、多くの人で賑わう

場とそうでない場をリサーチした結果、自社

にあそび場を導入するポイントを次の3つに

絞り込んだそうです。1）子どもがいつまでも

熱中して遊べること、2）幼児から小学生ま

店の価値を落とさず
来店ハードルを下げる

　静岡県内にある2つの「LiMOLiMO」は、

スズキアリーナのショールーム内にある子

どものあそび場です。2015年にオープンし

た浜松市の「LiMOLiMOもりた」に続き、

2017年5月に静岡市にオープンした2号店

「LiMOLiMOしずおか」も、ボーネルンドが

手掛けました。

　LiMOLiMOの特長は、ショールームの約

半分、それも一等地である窓際に設営され

ていること。さらに誰にでも無料開放し、来

店ポイントを貯めてプレゼントがもらえるス

マートフォンのアプリまで提供していること

です。そこまでのサービスを提供しながら、

あそび場を利用する方に対して車の購入を

おすすめする営業は一切していません。その

理由について、LiMOLiMOを運営する株式

会社HoQホールディングスの宮崎貴久社長は

「店の価値を落とさず、来店のハードルを徹

底的に下げたかったから」だといいます。

　同社でスズキ車を扱うようになったのは

2012年。スズキの城下町である浜松に新

で幅広い年令層に受け入れられるもの、3）

お母さんたちが憧れるブランド力。

　「ボーネルンドさんの商品は、子どもがひと

つの遊具に集中して遊ぶ時間が長いんです。

そしてキドキドで遊んでいる子の年令の幅も

広い。それで、お客様が継続的に店に足を運

んでくれることが望めると思いました」。

　LiMOLiMOの立地は、2店舗とも表が幹

線道路、裏が住宅街で、近隣の人が自転車

やベビーカーを押しながら歩いて来られる

場所に位置しています。さらに車での来店に

備えて、専用の駐車場を多数用意。店内には

LiMOLiMOのスペース以外にも授乳やおむ

つ替えに使える多目的スペースも設けていま

す。最近では、幼稚園の関係者や子ども関

係のNPOなどからの要望に応えイベント会

場として提供するなど、地域に寄り添った憩

いの場として進化し続けています。

閑散としていた店舗が一転
導入から2年で売上No.1に

　「あそび場が売上に直結するとは限らなく

ても、ある程度の確率で本業に結びついてい

る」という社長の言葉通り、LiMOLiMOの

オープンから2年、スズキアリーナ森田の売

上は1.5倍に向上。「それまでは図書館のよ

うな静けさだったこともある」店舗が、今では

全13店舗の中でトップレベルになっています。

　効果は売上だけではありません。来店客

が数十倍になったことで、社員のモチベー

ションもアップし離職率が低下。新しいサー

ビスを自発的に提案することも増え、活気に

あふれる店に様変わりしました。2号店オー

プンの折に、1号店の常連のお客様が浜松

から80キロ離れた静岡まで応援団として駆

けつけてくれるほど、お客様と強い絆が結ば

れています。2号店の出足もよく、オープンか

ら半年後には効果が期待できるとの予測で、

立地条件が合う物件が見つかった折には、3

号店出店も視野に入れているそうです。
ショールームの一等地にあそび場を

設け、地域の人たちに無料開放して

いるL
リ モ

iMOL
リ モ

iMO。子どもたちの賑

わいが、かつては閑散としていた店

舗に活気を与えるとともに、お客様

とお店との間に深い絆が生まれま

した。

カーディーラーの
ショールームを
子どものあそび場に
スズキ販売新静岡  スズキアリーナ森田内  

コドモのあそびば  L
リ モ

iMOL
リ モ

iMOもりた

スズキ販売新静岡  スズキアリーナ静岡南安倍内  

コドモのあそびば  L
リ モ

iMOL
リ モ

iMOしずおか

天井が高く開放的な空間が広がる2号店「LiMOLiMOしずおか」。1号店のニー
ズを反映してベビーコーナーや幼児向けのゾーンを広げたつくりに改善している。

株式会社HoQホールディングス
代表取締役社長 宮崎貴久さん　

EXAMPLE 8 

DATA : 

コドモのあそびば LiMOLiMOもりた
住所：静岡県浜松市中区西浅田1-4-1 
オープン：2015年5月　面積：約80㎡ 

コドモのあそびば LiMOLiMOしずおか
住所：静岡県静岡市駿河区西中原1-9-1
オープン：2017年5月　面積：約90㎡ 

ショールームの車を目の前にしながら、車のごっ
こ遊びが楽しめる（LiMOLiMOしずおか）。

ボールプールとクライミングウォールは海と山へ
のドライブをイメージ（LiMOLiMOしずおか）。

開店と同時に多くの親子が押し寄
せる1号店「LiMOLiMO もりた」。

LiMOLiMO
しずおか
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候を問わず、1年を通じて幅広い年令層の子

どもが遊べる環境を提案しました。

海や砂浜で遊ぶような体験を
アクティブなあそびで再現

　万座キッズプレイランドの面積は158㎡、

定員は子ども10人。開放感あふれるビーチ

のシーンをイメージした室内には、跳びはね

て遊ぶ大型トランポリン「エアトラック」や、

360°回転する「サイバーホイール」など、屋

外のアクティビティの代替になるような、体の

動きを最大限に引き出す35種類の遊具を配

置。万座の海に浮かんだり、砂浜を走ったり

しているような体験ができるあそび環境を整

え、海で遊べない子どもや、屋外で遊び足り

なかった子どもも満足できるようにしました。

　オープン以来、国内外を問わずお客様から

多くの反響を呼び、「キドキド」をよく利用さ

れている方からも「限られたスペースにすべ

ての遊具がそろっているので、十分に遊ばせ

られる」と満足の声をいただいています。

ゆったりくつろぎながらも親子の
コミュニケーションは円滑に

　キッズスペースを設けたのは、外からも入

り口からも見通しのよい、明るく開放的な一

等地。ファミリー向けの店舗であることを前

面にアピールしています。

　このキッズスペースの特長は、床を高めに

上げ、アメーバ状の曲線を描くことで、大人

がどこにでも腰かけられる縁側のようなつく

りにしたこと。限られたスペースに最大限の

席数を設けることが可能になりました。さら

に、子どもが遊ぶ床と同じ高さに座ることで、

親子のコミュニケーションが円滑になり、親

同士がテーブルを囲んで団らんしながら、子

どもにも目が行き届くので安心です。

　また、壁面や床のくぼみなど、いたるとこ

ろにあそび要素が盛り込まれているので、子

どもは何時間遊んでも飽きません。連日多く

の親子が訪れ、「子どもがあそびに夢中になっ

ている間に、つかの間のコーヒーブレイクが

楽しめた」というお客様の声も届いています。

子どものあそび場を充実させて
リゾートホテルの価値を上げる

　「ANAインターコンチネンタル万座ビーチ

リゾート」は、沖縄屈指の景勝地「万座毛」

を望む、岬全体を敷地にした広大なリゾート

ホテルです。紺碧の海に囲まれた大自然のな

か、子どもから大人まで体を存分に動かして

遊べる、さまざまなアクティビティがそろっ

ています。こうした好環境に加え、2016年5

月にオープンしたのが「万座キッズプレイラ

ンド」。沖縄県内のホテルで最大級の子ども

の室内あそび施設です。

　屋外レジャーは、天候のよし悪しに左右さ

れるものですが、それを補うホテル内の施設

は大人向けのものが中心で、子どもが楽しめ

る環境はあまり整っていません。こうした現

状をふまえ、ファミリー層の観光客の満足度

をより高めるため設置されたのが、万座キッ

ズプレイランドです。「マリンメニューをご利

用できないゲストに、楽しい思い出をつくっ

ていただきたい」との意向を受け、季節や天

ヤングファミリー層向けの
カフェの需要が拡大

　2016年6月、   「タリーズコーヒー with U 

吹田グリーンプレイス店」に、タリーズコー

ヒーとボーネルンドのコラボレーションによ

るキッズスペースが誕生しました。吹田グリー

ンプレイスは、JR吹田駅から徒歩約7分の

場所に新設された、オープンモール形式の

ショッピングセンターで、同店はその一角を

占めています。

　吹田市は住宅地として人気が高く、再開発

により相次いで大規模マンションが建設さ

れている地域です。特に30代の子育て世代

の人口が増加したため、親子で入店しやすい

カフェの需要が高まっています。こうした立

地に構えることになったのが、タリーズのファ

ミリー向けのコンセプトショップ「with U」で

す。「通常のキッズスペースよりもプレミアム

なものにしたい」とのご要望を受け、親子の

円滑なコミュニケーションが図れるキッズス

ペースを提案しました。

天候に恵まれず、楽しみにしていたア

クティビティを諦めざるを得ない。そ

んなときにも満足できるあそび場を、

リゾートホテルの室内に設けました。

たまにはカフェでくつろぎたい。でも、

子ども連れでは行きづらい。そんな悩

みを解消するために、親子それぞれの

目線に立った新発想の憩いの場を、タ

リーズコーヒー with U に設けました。

リゾートホテルに
季節・天候を
問わない
あそび場が
ANAインターコンチネンタル  
万座ビーチリゾート内  

万座キッズプレイランド

子どもは遊び
親はくつろぐ
新発想の
キッズスペース
タリーズコーヒー with U 
吹田グリーンプレイス店

DATA : 

住所：大阪府吹田市片山町2-3-11 
吹田グリーンプレイス内
オープン：2016年6月　面積：16㎡

限られたスペースを有効活用しながら
子どもが集中して遊べるアイテムを用意。

親子、子ども同士、親同士、それぞれのコミュ
ニケーションを円滑にする新発想の設計。

ビーチをコンセプトにした開放的なあそび場
には、体を大きく動かせる遊具を多数配置。

ボールプールの海なら、幼児を遊ばせても安心。
エアトラックのトランポリンで、砂浜
を思いきり走るようなあそびを体験。

DATA : 

住所：沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260
オープン：2016年5月　面積：158㎡

EXAMPLE 9

EXAMPLE 10

入り口から見通しがよく、開放
的な空間にあるキッズスペース。
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キッチン・ユニットセット
周囲の家具とも調和する、白木のシンプルなキッチ
ン。テーブル遊び、キッチン遊び、組み立て遊びなど、
ゾーンによってコーナーづくりをするときに活躍し
ます。

1.BK11901100   
2.120×102×32cm
3.ブナ
4.2歳頃～
5.ベカ
6.ドイツ（ドイツ製）

ボタニカル・キッチンセット
「ここは子どもたち専用のキッチンだ」ということ
が、一目瞭然にわかる、明るいカラーのキッチン
セット。抜群の耐久性で、大勢の子どもが同時に遊
ぶことができます。

1.BKA0246  
2. 　 キッチン　81×176×32cm

テーブル　直径100cm×高さ46cm
チェア　座面高さ26cm

3.ブナ　
4.2歳頃～
5.ベカ
6.ドイツ（ドイツ製）

第4章 ｜ 心と頭を育む遊具

ごっこ遊び・想像遊び
役割意識や生活での追体験を促す「ごっこ遊び・想

像遊び」は、体験した記憶をつなぎ合わせてイメージ

を膨らませ、年齢を重ねるごとにより多くの道具を使

いながら遊べるように発展します。役割分担や会話

を楽しみ、仲間と一緒に遊ぶことで社会性や協調性

を学べるよう、あそびの舞台を整えましょう。

ままごと遊び
機能と実用性を重視した本格的なキッチンは、食

事がどのようにしてつくられ、食卓に並ぶかを体験

しながら学べます。切ったりまぜたり、道具を使い

ながら料理をする追体験は、大人と同じことをして

いる喜びも感じられます。その一つひとつの作業

は手や脳などの身体的な発育も促し、生活上必要

な技術も身につけることができます。

食洗機 
1. WE50964
2. 31×30×30cm

コーナーユニット 
1. WE53421
2. 52×60×40cm

食器洗い機 
1. WE53416
2. 52×40×32cm

シンク 
1. WE53412
2. 52×40×32cm

コンロ 
1. WE53413
2. 52×40×32cm

冷蔵庫 
1. WE53418
2. 77×40×32cm

ユニットシンク 
1. WE53423
2. 52×80×32cm

キッチン 
1. WE50961
2. 40×30×30cm

シンク 
1. WE50962
2.40×30×30cm

キッチンセット 
1. WE45108
2.46×45×30cm

冷蔵庫 
1. WE50965
2. 31×30×30cm

洗濯セット 
1. WE45112
2. 46×55×30cm

ミニ・キッチンシリーズ

木製キッチンシリーズ

ごっこ遊びがはじまる、歩きは
じめの子どもにぴったりなサイ
ズのキッチンが新登場。限られ
た空間のなかでも組み合わせ
次第でシステムキッチンを実現
できます。

日常生活に登場するさまざまな
家具と、空間を活かしたレイア
ウトができる木製キッチン。子
どもの体にぴったりのサイズで、
ごっこ遊びの幅が広がります。

3. 　 ラッカー加工木材、
ステンシル

4. 2歳頃～
5. ウェスコ
6. 　 フランス（チェコ製）

3. 　 合板、MDF
4. 2歳頃～
5. ウェスコ
6. 　 フランス（リトアニア製）
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❶移動式マーケットワゴン 
❷移動式アイスクリームワゴン 
下の段に陳列ができる、お店屋さんごっこに
ぴったりのマーケット棚。横に黒板があるので
お絵かきができ、車輪がついているので移動
も簡単です。

1. ❶WE44778　❷WE44779
2. 　 75.5×38×71.5cm

テーブル高さ40cm
3. 布、木　
4. 2歳頃～
5. ウェスコ
6. フランス（チェコ製）

マーケットスタンド 
お店屋さんごっこが楽し
める、薄型のマーケット棚。
備えつけの天秤計りを
使って遊べば、まるで市場
でお買い物をしているか
のようにごっこ遊びを楽し
めます。

1.WE46940 
2. 　 116×38×84cm　

テーブル高さ48cm
3. 合板、MDF　
4. 2歳頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）

❶マーケットカウンター 
❷大きな屋根のマーケットカウンター 
たっぷりとした奥行きのあるマーケット棚。向か
い合ってやり取りをしながらごっこ遊びを楽しん
だり、下段の陳列棚の幅が広いため、食材遊具
の収納場所としても機能します。屋根つきタイプ
と屋根なしのカウンター仕様があります。

1.❶WE41627 　❷WE41726
2. ❶60×60×90cm　❷120×60×90cm　
3. ❶合板、MDF　❷合板、布　
4. 2歳頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）

❶ ビッグ・ 
ハンバーガーセット  
46ピース
❷ フードセット  
64ピース

布製の食材がたくさん入ったセット。
材料を組み合わせてハンバーガー
などの調理をまねしたり、お店屋さ
んごっこをして楽しめます。

1. ❶WE38431　❷WE50305
3. 布
4.0歳頃～
5.ウェスコ
6.フランス（タイ製）

おでかけ
バーベキューセット
バーベキューをイメージし
たセットで、まねっこ遊び
が楽しめます。耐久性のあ
るプラスチック素材なので、
外で思う存分使っても安心
です。

1.HP4600   
2. 24.5×30×9cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

フロスティデザート
セット
まるで本物のようにアイス
クリームをコーンにすくっ
て遊びます。子どもたちが
大好きなアイスクリーム屋
さんのまねっこ遊びが楽
しめます。

1.HP4830
2. パッケージ：6.5×48×

34cm
3. ポリエチレン
4.2歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

ボーネシェフ  
フルーツ＆ベジタブル
面ファスナー部分をザクッ
と切って遊べる、木製の野
菜と果物のセット。まな板
と包丁がついており、お料
理をするごっこ遊びが楽
しめます。

1.BLK103
2. パッケージ：25.8×25×

9cm
3. シナ、ブナ、ナイロン
4.2歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）

朝食・昼食・夕食セット
カゴいっぱいに入ったソフトプラ
スチック製の食べ物セット。まる
で本物のような見た目が「どんな
料理を作ろうかな？」と子どもの
想像力をかきたてます。

1. LNR9733
2. バスケット：10×21.5×17.5cm
3. ポリプロピレン、ポリエチレン、ビニー

ル、ABS樹脂他
4.3歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

❶

キャッシュレジスター 

ボタンを押すとチーンとい
う音とともにトレイが開き、
カードを通すとピッと音が
鳴ります。計算機能もつい
ているので小学校低学年
まで遊べます。買い物ごっ
この中で、コミュニケーショ
ン力や社会性を養えます。

1.LNR2629   
2. 15.5×28.5×25cm
3.ABS樹脂、紙、ポリスチレン
4.3歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）
※単3（1.5V）電池×1本使用

❷

実生活とあそびの世界を意識的に区別して理解できる

ようにという配慮から、ヨーロッパの保育施設には、先

生が使うキッチンと子どもが使える本物のキッチンがあ

り、その近くに遊ぶためのキッチンが用意されていると

ころが多くあります。大人が料理をする姿が身近にある

ことで、見る楽しさだけではなく、料理の匂いや音を五

感で感じ、食べ物に対する興味や感謝の気持ちにもつな

がります。

大人の模倣と表現の場COLUMN

ままごと遊び

❶

❷

❶ ❷
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なりきり遊び
身近な人物になりきることは、日常生活のなかで

の観察力が発揮されるあそびです。赤ちゃんにど

んな風に話しかけているかな？どんなお世話をし

ているのかな？子どもたちは見たこと、聞いたこと

をごっこ遊びという小さな社会で表現しています。

存分に表現しながら社会性や他者への思いやりな

どさまざまな感情を育んでいきます。　

ベビー・ステラ
おでかけベビーカー
ステラを乗せておでかけ
することができます。シー
トベルトは、両側をマジッ
クテープで留める構造で、
低年令でも操作が簡単で
す。

1.MAN117440   
2.パッケージ：27×72.5×11cm
3. 　 ポリプロピレン、スチール、

ポリエステル
4.2歳頃～
5.マンハッタントーイ
6.アメリカ（中国製）
7.本体：1.2kg
※人形は別売りです。

お世話人形 
ベビー・ステラ
やわらかい肌触りで、抱っこし
たときの重みは本物の赤ちゃん
のよう。洋服の着せ替えが小さ
な子どもでも簡単にできます。

1.MAN152425 
2.40×19×11cm
3. ポリエステル、磁石
4. 　1歳半頃～
5. マンハッタントーイ
6.アメリカ（中国製）
7. 人形：約250g

ベビー・ステラ
ミルクの時間
ミルクを飲ませたり、ごはん
を食べさせたり、子どもをお
世話をするうえで欠かせない
シチュエーションを体験でき
るセット。

1.MAN117390   
2.パッケージ：16×29×5cm
3. 　 コットン、ポリウレタン、

ポリエステル
4.2歳頃～
5.マンハッタントーイ
6.アメリカ（中国製）

キッチンプレイセット
柔軟性のあるプラスチック製で、割れにくく、
80℃までの耐熱性もある、耐久性に優れた
キッチンセット。調理器具から食器まで幅広
いセット内容があり、道具を使いながら指先
の巧緻性も養います。
※4人分＋調理器具のセットです

1.HP4256   
2. パッケージ：22×38.5×14.5cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～　5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）
7.1.4kg

グリーンガーデン
ブレックファーストセット
大人と同じものを使いたいという子どもの欲
求に応える、本物に近い色使いとデザインの
食器セット。日常に近い道具を使うことで想
像力を刺激します。

1.HP4204   
2. パッケージ：29×20×10cm
3. 　 ポリエチレン、ポリプロピレン、SBC樹脂
4.2歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

1.HP4240　 
2. パッケージ：33×42×51cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.1歳半頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）　
7.4.2kg（パッケージなし）

キッチンセンター
子どもの等身大で再現されたキッチンは、お
父さんやお母さんのお料理を真似するのに最
適な場所。シンプルなデザインはどんな空間
にもマッチします。お料理に必要な調理器具
はすべてセットされています。

ベビー・ステラ
ゆりかごベッド
ベッドの底がカーブしていて、
押すとゆらゆら揺れるベッド。

1. 　MAN153170
3. 　ポリエステル、木
4. 2歳頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
7. 1.6kg
※人形は別売りです。

ベビー・ステラ
お花のだっこひも
お世話をしながら遊べる子ど
もサイズのだっこひもです。

1. 　 MAN149240
2. 台紙サイズ：25.5×17.5cm
3. 　 EVA、ナイロン、ポリエステル
4. 2歳頃～
5. マンハッタントーイ
6. アメリカ（中国製）
※人形は別売りです。

マイドールハウス  
セット
家族の会話や日常生活を表現しながら、あ
そびのなかで役割意識や社会性を育みます。
開口部が多く、複数でも同時に遊びやすい
構造です。家具や6体の人形もセットです。

1.HY800710   
2. パッケージ：48×52.5×13.5cm
3. カエデ、シナ、ポリエステル、コットン、木
4.3歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）
7.約4.5kg

朝食セットスペシャル
6人用の食器がそろってい
るので、一度にたくさんの
子どもたちが遊べるおまま
ごとセットです。コミュニ
ケーションを通して心を育
みます。

1.HP6940   
2. 38×24×9.5cm　
3. ポリエチレン
4.2歳頃～　5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

ベビー・ステラ
ステラとおでかけセット
おむつやミルクなど赤ちゃんとのおでかけ
に必要な道具がそろったセットです。

1.MAN144610
2.バッグ本体：26.5×16×3cm
3. 　 ポリエステル、コットン
4.1歳半頃～
5.マンハッタントーイ
6.アメリカ（中国製）
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※画像はイメージです。商品に含まれていないパーツもございます。

ジオラマ遊びジオラマ遊び
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ジオラマ遊び
街で見かけた車や絵本で見た乗り物を、想像力を

膨らませながら動かせるミニチュア・カーは、いつ

の時代も子どもたちを魅了します。街を駆け抜ける

スーパーカーや、工事現場や農場で働く車など、本

物そっくりの車とその舞台があれば、空想の世界

と現実とを行き来しながら、夢中で楽しむことが

できるでしょう。

SIKU W
ジクワールド

ORLD シティ
9枚のプレートを結合し、信号機や標識、ガ
ソリンスタンドを設置して好きな道路のコー
スがつくれるキット。ドイツらしい緻密さが感
じられるつくりです。迫力満点の街並みで、空
想の世界が広がります。

1.SK5501   
2.パッケージ：38.5×28×12cm
3. 　 ABS樹脂、ポリカーボネート、

ポリスチレン、亜鉛ダイキャスト
4.3歳頃～　5.ジク
6.ドイツ（中国製）　7.2.6kg

はたらく車セット
街で働く車がそれぞれ10
台ずつセットになっています。
※車種はお任せください

1.SK-BLDSETPL1
3. 　 ABS樹脂、ポリカーボネート、

ポリスチレン、亜鉛ダイキャスト
4.3歳頃～　5.ジク　
6.ドイツ（中国製）

農場ではたらく車セット
農場で働く車がそれぞれ10
台ずつセットになっています。
※車種はお任せください

1.SK-BLDSETPL2
3. 　 ABS樹脂、ポリカーボネート、

ポリスチレン、
亜鉛ダイキャスト

4.3歳頃～
5.ジク
6.ドイツ（中国製）

マイリトルタウン　
ガレージ
本格的なミニチュア・カー
遊びをスタートするまでの
間にぴったりの車遊びセッ
トです。安心して遊べる丸
みのあるデザインで、金属
製の車軸が無いので錆び
る心配がなく、まるごと洗
えて衛生的です。スピード
を出して坂を下る、扉を開
けて出し入れをする、駐車
場に何台も車を並べるなど、
何度もくり返すのが楽しい
頃の欲求に応えます。

ボーネエクスプレスのジオラマをつくっ
て遊べるテーブルもございます。
（詳しくはP42をご覧ください）

ボーネエクスプレス 
ビッグブリッジ・ 
タウン
ダイナミックな吊り橋が魅
力的な木製列車のセット。
ヨーロッパの街を、特急列
車が走ります。

1. BX759692
2. パッケージ：50×34.7×

12cm
3. 木、ポリエチレン、スチール、

ポリプロピレン他
4. 3歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7. 約3.3kg

ボーネエクスプレス 
マイ・リトルビレッジ
農村を走る蒸気機関車と
レールのセット。のんびり草
を食べる動物たちの間から、
まるで汽笛が聞こえてきそう
です。

1. BX959693
2. パッケージ：36×26×12cm
3. 木、ABS樹脂、スチール、ポ

リプロピレン他
4. 3歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（中国製）
7. 約2kg

1.HP7530
2. パッケージ：36.5×29×

13cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.1歳頃～
5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

SIKU W
ジクワールド

ORLD  
パーキングタワー
最上階のスロープからミニカーを押すと、一
気にグルッと地上階まで降りてくるパーキン
グタワーです。手巻き式のエレベーターや踏
切など、細かな仕掛けもたくさんあり、ジオ
ラマ遊びを楽しく体験できます。

1.SK5505　
2.タワー完成時：約51×70cm
3. 　 ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリ

スチレン、亜鉛ダイキャスト
4.3歳頃～　5.ジク　
6.ドイツ（中国製）

ジャイアント・ 
レールパズル
自分の好きなように自由に
コースを組み換えることが
できるパズルです。積み木
や人形の見立て遊びがはじ
まる頃におすすめです。

1. OC289
2. パッケージ：30.5×26×

9cm
3.  紙
4.3歳頃～
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

 パッケージ：36×26×12cm

ジク

ジクは1921年に創業した老舗ブランドで、ドイツ流の質実剛健の

精神のもと、徹底した品質管理で製品を生み出し続けています。そ

の細部にわたる精巧なつくりや機能で、子どもの想像遊びから大人

のコレクションまで幅広く支持されています。 街で活躍する消防車

やパワーショベルなどの働く車はもちろん、車メーカーとのライセン

ス契約を結び、メルセデスベンツやBMWのドイツ車をはじめ、多

様な車種の名車をそろえています。現在は約500種類もの製品を取

り扱い、世界60ヶ国以上へ輸出しています。ドイツ本国では、都会

や農村とさまざまな環境で暮らす子どもたちのために、それぞれ身

近な暮らしを再現し文化を学べるよう「シティ」と「ファーマー」とい

う2つのシリーズを開発しました。また、乗り物遊びをダイナミック

に広げ、あそびの背景となる街のジオラマも製造しています。
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オリジナル積み木ができるまで
白山山麓近くの、良質な広葉樹が育つ岐阜県郡上市にあ
る工房でつくられています。古くから木炭づくりやろくろ加
工が盛んだった地域の職人の手を通して、一つひとつ丁寧
につくられています。

❶素材と大きさ
木目が美しく適度な重さがあるブナを
使い、子どもが手のひらで握りやすい
大きさ。1.5cm刻みのサイズの積み木
となら、合わせて遊ぶことができます。

ボーネルンド・オリジナル積み木の特長
子どものあそびの基本となるものだからこそ、「正確で良質
なものを」とオリジナルにこだわりました。

木箱に入っているため、「はめこみ遊び」のパズルのように
お片付けも楽しみながら行えます。

❷かたち
三角を2つ合わせると、面と面がぴった
り合い、きれいな四角になる丁寧な面
取り。正確なかたちの積み木で、かた
ち・数・量の概念を学ぶことができます。

❹造形
無地でシンプルな積み木は子どものい
ろいろな発想をかたちにすることがで
きます。自由に組み合わせ、経験的に
かたちの認識ができるようになります。

❸重ねる
形にゆがみがない正確な形で適度な
重さがあるので、積み重ねたときに安
定感があります。高く積みたい、という
子どもの欲求にも存分に応えることが
できる積み木です。

木取り・切断
積み木の面が斜めになら
ないよう、正確さを要する
この行程は30年以上つく
り続けている熟練工が担
当します。

研磨
安全なのはもちろん、心
地よい手触りや美しい発
色に仕上げるために、ひ
とつの行程の間に手作業
で行います。

面取り
かたちや大きさがさまざ
まなピースによって、適し
た方法に改良し、均一で
無駄のない面取りを実現
しています。

積み木 積み木

カラーの積み木の
塗装

塗装や研磨など、6つの
行程を経て、美しい発色
に仕上げます。渋みのあ
る独特な色は、長年の研
究で生まれました。

良質なブナ材を使用した、適度な重さがあ
り積みやすい積み木。木目が透き通る美し
い着色を施したカラー積み木と、シンプルで
見立て遊びがしやすい白木タイプがあります。

「色や模様がぴったり合う
ことが、遊ぶ子どもの感
性には大切」という思いか
ら、スイスの工房でかたち
と色づけの正確さにこだ
わってつくられたキューブ
パズルです。
模様がぴったりと合わさ
ることで、遊ぶ子どもの感
性や創造性を刺激します。

子どもは発達段階に応じて

あそびの欲求が異なるた

め、その時々の欲求に応え

られるかたち・重さ・量を

選んで遊べることが大切で

す。積み木は赤ちゃんのあ

そび道具のように思われて

いますが、実際は積む・色

別に並べる練習をする頃か

ら、かたち合わせやごっこ

遊び、玉転がしのコースを

つくる道具として遊ぶ頃ま

で遊び方もさまざま。年令

の異なる子どもたちが遊ぶ

環境になくてはならない遊

具です。

 
1. ❶BZID001　❷BZID002
2. 31.5×45×7cm
3. ブナ
4. 1歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本(日本製）
7. 積み木・箱：5kg

サイズ対照図

オリジナル積み木 S
小さめなサイズなので、より細かいピース
を使った作品づくりや指先を使った組み
立て遊びにおすすめです。3cm角なので、
4.5cm角のＭサイズと一緒に使いやすい
仕様です。

1. BZID003
2. 27.5×27.5×4.5cm
3. ブナ
4. 1歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7. 積み木・箱：2kg

第4章 ｜ 心と頭を育む遊具

教育遊具
あらゆることを、五感を使って学ぶ子どもたち。発達

段階や好み、今いちばん何に興味を持っているかは、

子どもによってさまざまで、同じことを学ぶ場合でも

一人ひとり学びの入り口は異なります。色・かたち・数・

言葉を、楽しく体験しながら学べるように工夫された

優れた道具が、遊びながら知への好奇心を刺激します。

積み木
積む、くずす、並べる…さまざまな立体を組み合わ

せながら遊ぶ積み木は、子どもの成長にそって遊

び方も自由に変化する、まさに「あそびの基本」と

なる遊具です。正確なかたち、最小限におさえた面

取り、美しい色彩にこだわっています。「本物の積

み木」で遊ぶ経験が、将来の数学的な概念や造形

的な概念の基礎を育みます。

積み木の遊び方HINT

オリジナル積み木3種には、発達に合わ
せた積み木の遊び方を掲載した「積み
木のほん」がついています。

キュービックパズル 
モザイクホワイト 
16ピース
 
1.AF3201　
2. 　 パッケージ：12.8×12.8cm
3.カエデ　4.2歳頃～
5.アトリエフィッシャー
6.スイス（スイス製）　 キュービックパズル 

モザイクホワイト 
36ピース
1.AF3203　
2. パッケージ：17.6×17.6cm
3.カエデ　
4.2歳頃～
5.アトリエフィッシャー
6.スイス（スイス製）　

オリジナル積み木
❶カラー　❷M

❶

❷
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音遊び 音遊び

おさかなシロフォンができるまで

ファースト・
ミュージックセット
赤ちゃんの手の大きさに
ぴったりなサイズの5種類
の楽器が入ったセットです。
お友だちや家族みんなで
楽しめる「はじめてのリズ
ム遊び」にぴったりです。

1. RPMS9008
2. 　 パッケージ：24×23×

7.5cm
3. 　 ABS樹脂、スチール、

ポリスチレン
4. 1歳頃～　5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※

オーシャンドラム
表面の透明シート部分を
手で叩くとなかのビーズが
振動し、太鼓のように音を
鳴らして遊べます。カラフ
ルなビーズの動きが視覚
的にも楽しく、ゆっくり動
かすとやさしい波のような
音がします。

1. RP485
2. 　 直径18ｃｍ
3. 　 ABS樹脂、ポリスチレン
4. 1歳頃～　5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※

ベビードラム
本物のドラムと同じ素材
で音やつくりは本格派。子
どもが安心して使えるよう
に、バチの先の形が工夫
されているなど、音へのこ
だわりだけでなく、安全性
に配慮したデザインです。

1. RP807
2. パッケージ：21.5×11×

18cm
3. ABS樹脂　
4. 1歳頃～
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※
※色は選べません。

タンバリン
軽く動かすと、にぎやか
な音が響くタンバリン。シ
ンバル部分はカバーされ、
小さな子どもが直接その
部分を口に入れられない
ようにデザインされていま
す。

1. RP608B
2. 直径16.5cm
3. ABS樹脂、スチール
4. 2歳頃～
5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※
※色は選べません。

ミニレインボー
メーカー
振り方によって、波の音、
雨の音、風の音と、さま
ざまな音が再現できます。
不思議な音色やカラフル
なビーズの流れに、みんな
が夢中。転がして追いかけ
るなど年令ごとにあそび
が広がります。

1. RP200
2. パッケージ：21×直径5cm
3. ABS樹脂、ポリエチレン
4. 6ヶ月頃～　5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまた

は中国製）※

ミュージカルスツール
❶30cm　❷38cm
側面を手のひらで叩くことによりリズム遊
びが楽しめるスツール。複数個使って、グ
ループでセッションをしても楽しむことも
できます。

1. ❶WE50185　❷WE41962
2. ❶30×26×26cm　❷38×26×26cm
3. 木
4. ❶2歳頃～　❷4歳頃～
5. ウェスコ
6. フランス（フランス製）
7. ❶2.6kg　❷2.9kg
※色を選べます。

ベビーシロフォン
（オレンジ）

音階はわらべ歌に使用さ
れるペンタチューンの5音
（レ、ミ、ソ、ラ、シ）で、ど
こを叩いてもメロディー
が奏でられます。※バチは
1本になります。

1. BZ8010
2. 28×18×3cm
3. 　 鍵盤以外：ホワイトウッド、

鍵盤：ブラジリアンカリン
4. 6ヶ月頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）

パレットシロフォン
絵の具を混ぜるパレット
のようなかたちのこのシロ
フォンは、床に置いて子ど
もが座って叩くのにちょう
どよいように、とデザイン
されました。その音色は、
自然が育んだナチュラル
で透明感のある響きです。

1. BZ9000
2. 61.5×31.5×6cm
3. 　 鍵盤以外：ホワイトウッド、

鍵盤：アフリカン・パドック
4. 3歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）

おさかなシロフォン
❶キイロ   ❷アオ
専門家の手で調律された、美しい音色を
奏でる本格派の木琴です。鍵盤が大きいの
で叩きやすく、1オクターブの音階がある
ので、知っている曲を奏でて遊べます。

1. BZ8000Y、BZ8000B
2. 48×24×7cm　
3. 鍵盤以外：ホワイトウッド、

鍵盤：アフリカン・パドック
4. 1歳半頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7. 900g　

❶

❷

シロフォン（鉄琴）
澄んだ音が美しいカラフ
ルな鉄琴。自然にバチを
手にとり音遊びがはじま
ります。鉄琴が剥き出しに
なっておらず、丸いフォル
ムをしたやさしいデザイン。

1. RP5008
2. 28×3.5×14cm
3. ABS樹脂、ポリスチレン、鉄
4. 1歳頃～　5. ハリリット
6. イスラエル（イスラエルまたは中

国製）※

音遊び
はじめて出合う楽器、はじめての音階。それは正確

で美しいものであるべき。聴く力を養う時期だか

らこそ、子どもの楽器には音のくるいが少ない、本

物と同じ木材や近い製法でつくられたものを選ぶ

ことが大切です。

の楽器が入ったセットです。
お友だちや家族みんなで
楽しめる「はじめてのリズ
ム遊び」にぴったりです。

 イスラエル（イスラエルまた

※ハリリット社製品は工場移転にともない、入荷時期により製造国が異なります。
　（製造国のご指定は受けかねますので、ご了承ください。）
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おさかなシロフォンは群馬県にある楽器専門

の工房で、木材選びから成型、面取り、着色、

組み立て、調律など13もの工程をすべて人の

手を介してつくられています。鍵盤の材料は

良質なものを選び、専門の調律師が音階だけ

ではなく音色まで丁寧に確認。はじめて出合

う「音」を、美しく共鳴できる豊かな心を育む

きっかけに、との思いのもと心を込めてつく

り続けています。
❶�ちょっとした節や木目が音色に反
映されるため、プロの目で木は選
別される。

❷�ムラが出ないようまんべんなく着
色するのも熟練の技術。

❸�オリジナル商品である証は、しっか
りと焼きゴテで刻印される。

ホワイト
（001）

ピンク
（003）

オレンジ
（007）

ブルー
（002）

グリーン
（008）

21 3

※シロフォンの鍵盤の材質は変わる場合がございます。
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パズル
パズル遊びで大切なのは、子どもの「できた！」と

いう達成感です。はじめから難しいパズルを選ば

ずに、大きなピースや、生活に密着した題材をモ

チーフにしたもの、色やかたちがはっきりしている

ものからはじめましょう。徐々にステップアップす

ることで、達成感を感じながら集中力や認知力が

育まれていきます。

中を見てみよう！2層パズル 
6種セット
2層になった乗り物をモチーフにした木製
ジグソーパズル。上面には乗り物の外観が、
下面にはその内部の構造が描かれています。
ピースの少ない6種のパズルのセット。

1. RL2203509
2. 各21×30cm
3. カバ合板
4.3歳頃～
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

乗り物パズル　
10種セット
10種類の乗り物が描かれ
た木製パズル。役割の違
う乗り物を学びながら、1
人でも、グループでもパズ
ルを楽しめます。車体の
一部と色をヒントに完成
させましょう。

1. RL2203035
2. 各12×18cm
3. カバ合板
4.2歳半頃～
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

パズル「美しい森」
❶春～夏
❷秋～冬
森を舞台に春夏秋冬を描
いた木製パズル。青々とし
た自然の森で冬眠から目
覚める動物や、美しく紅
葉した森で木の実を食べ
るリスなど、動物の生態も
学べます。

1. 　 ❶RL2203179　
❷RL2203177

2. 37.5×37.5cm
3. ブナ、カバの木、合板
4.4歳頃～
5. ロルフ
6. オランダ（オランダ製）

❶

❷

中を見てみよう！2層パズル
❶電車　❷飛行機　
❸フェリー
2層になった乗り物をモチーフにした木製
ジグソーパズル。上面には乗り物の外観が、
下面にはその内部の構造が描かれています。
パズルと同時に乗り物の構造を学べます。

1. 　 ❶RL2204005　 ❷RL2204006　
❸RL2204007

2. 28×40cm　3. カバ合板
4.4歳頃～
5. ロルフ　
6. オランダ（オランダ製）

❶魚つりパズル（さお1本付き）
❷ 魚つりパズル用
つりざお

マグネットのついた「さお」で魚をつりあげ
ていきます。魚が全部つれたら、青色の下
地のカタチをヒントにパズルを完成させま
しょう。あそびを通して集中力を養い、色彩
やかたちの認識力を高めます。さおは追加
用に別売りもあります。

1. ❶HY704610　❷HY704611
2. ❶パッケージ：37×37×3.5cm

❷38cm
3. ❶シナ、スチール、マグネット

❷マグネット、木　4.4歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル　6. 日本（中国製）　

❶六角形パズル「かえる」
❷六角形パズル「カラードット」
六角形のピースに大きなつまみがついたパ
ズル。隣り合うピースで絵柄が完成するよ
うに並べます。どのピースから並べても完
成するので、失敗なく遊べます。

1. ❶RL2203532　❷RL2203533
2. 28×28cm
3. カバ合板
4. 2歳半頃～
5.ロルフ
6.オランダ（オランダ製） 

ファースト
シェイプパズル
丸、三角、四角などのシン
プルな形の下には模様や
絵柄が隠れているので
「何が出るかな？」と会話
も生まれます。はめたり、
つまんだりしやすく、くり
返し遊びたくなるパズル
です。

1.HY711890 
2.29×20.5cm
3.シナ
4.2歳頃～　
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製） 

ファーストパズル 
てんとう虫
ピースを持ち上げると数
字が隠れているピックアッ
プパズル。てんとう虫の
大きさ、ドットなどの数を
「数量」「大きさ」「文字」
で理解するきっかけとなり
ます。

1.HY711900 
2.29×9cm
3.シナ
4.2歳頃～　
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製） 

ピックアップパズル 
動物園
ライオン、キリンやゾウな
ど親しみのある動物をモ
チーフにしたパズル。ピー
スをつまみ上げると、下に
は動物のシルエットが隠れ
ています。

1.HY711920
2.29×20.5cm
3.シナ
4.2歳頃～　
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製） 

ピックアップパズル 
バラエティ
子どもたちの生活に親し
みのあるものをピックアッ
プパズルに。丸いかたち
は、少しずつ大きさの違
いがあるので、まわりの絵
柄をヒントにしてはめて遊
びます。

1.HY711910
2.29×20.5cm
3.シナ
4.2歳頃～　
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製） 

❶

❷

❶ ❷

❶

❷

❸
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オーチャードトイのパズル

イギリス・オーチャードトイ社は、イギリスの国家カリキュラム「読み

書き」「数」「色の認識」「社会性」に基づき、パズルやゲームの商

品開発を行っています。低年令向けのパズルは分厚く、紙製ながら

も小さな子どもたちがあそび場でくり返し遊んでもへたれない

丈夫さ。発達に応じて難易度が選べるパズルや、床面いっぱいに広

げて複数人で楽しむフロアーパズルなど、教育現場で子どもたちが

楽しく学べる遊具を生み出しています。

ひも通し
小さなピースを扱える年令になったら、高い集中

力を維持しながら、指先を使って遊ぶ「ひも通し」

にチャレンジ。遊び進めていくうちに、色やかたち、

数に触れるため、それらに対する関心も高くなりま

す。シンプルなピースは、色・かたち分け遊びやゲー

ムなどにも遊び方が広がります。

２ピースパズル・
ジャングルアニマル
１歳前後の子どもにも親
しみのあるシンプルな絵柄
とカラフルな色合いで、は
じめてのパズルにぴったり。
再生紙を使っており、十分
な厚みがあって丈夫です。

1.OCJP05   
2. 　 パッケージ：19.5×14×

9cm
3.紙
4.1歳半頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

リバーシブルパズル・
リトルバス
両面がパズルになっている
リバーシブルパズル。ピー
ス数は少ないですが、両面
に絵柄があるので難易度
は高くなります。色や絵柄
をヒントにどちらの面か考
えながら挑戦できます。

1.OC301
2. パッケージ：19.5×14×5cｍ
3.紙　
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

マッチ＆カウント
数字と絵柄を組み合わせ
る1から20までのナンバー
パズル。一つひとつ違った
イラストが描かれているの
で、「１匹」「12羽」「19個」
など、単位の違いを学ぶ
きっかけにもなります。

1.OC219
2. パッケージ：19×14×8cm
3.紙
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

ジャイアント・
ロードパズル・タウン
巨大な街を15ピースでつく
ることができるジグソーパ
ズル。各ピースにはたくさん
の人物や建物、お店屋さん
が描かれており、ミニカーな
どを組み合わせるとごっこ
遊びの世界が広がります。

1.OC288
2. 完成時：85.5×69.5cm
3.紙 
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

ワールドマップ
パズル
150ピースの世界地図パ
ズル。生息する動物や歴史
的建造物などが描かれて
います。同じ大きさのポス
ターも入っているので合わ
せて楽しむことができます。

1.OC280
2. 　 パッケージ：26×30.5×

9cm
3.紙
4.5歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

ファーストステップ
パズル　どうぶつ
ピース数の異なるパズルが
４つ入っており、ピース数
が増えるとピースのサイズ
も小さくなります。小さい
ピースは、１ピースに描か
れている絵も細かくなるの
で全体像を想像する力や
記憶力、観察力が育まれ
ます。

1.OC220
2. 完成サイズ：21×15cm
3.紙　4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

透明ジャイアント 
ビーズS
はじめてひも通しをする子
どもにもつまみやすい大き
めのビーズ。ひも通しとし
てだけでなく、数、色分け、
大きさの認識遊びでも活
躍します。

1.JE4240
2.  パッケージ：直径13cm
3.ポリスチレン　
4.3歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

動物のひもとおし
❶S　❷Ｍ
ひとつのピースに２つの穴が開
いているので、ひもを２方向へ
通すことができます。ペンで動
物のかたちを写せば、塗り絵
や切り絵遊びに発展もできま
す。内容量の異なるＳとＭの2
タイプがあります。

1.❶JE989961S　❷JE989960M
2. パッケージ：直径13cm
3.ブナ　4.3歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

ジャイアントビーズL
さまざまな色・かたちの
ビーズがたっぷり入った
セット。分類遊びやままご
との材料にも使えます。

1.JE04252
2. パッケージ：直径20ｃｍ
3.ポリスチレン　4.3歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）
7.1.4kg

スーパーひもとおし
セット
ビーズが半透明なのでひ
ものなかを通っていく様子
が見え、はじめてのひも通
しにおすすめです。付属の
サイコロで分類遊びも楽
しめます。

1. JE04220
2. パッケージ：42×30cm
3.ポリスチレン
4.3歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

ビーズゲーム
180個のビーズを色・かた
ちで分類したり、棒さし・
ひも通しをして遊べます。
カードと同じように通して
いくことで、目と手の協応
運動を促します。

1.JE905030
2. 5.5×33.5×32cm
3.ポリスチレン　4.3歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）
7.2.9kg

2.
3.
4.
5.
6.

動物のひもとおし

ひとつのピースに２つの穴が開
いているので、ひもを２方向へ
通すことができます。ペンで動
物のかたちを写せば、塗り絵
や切り絵遊びに発展もできま
す。内容量の異なるＳとＭの2

❶JE989961S　❷JE989960M
パッケージ：直径13cm

❶

❷
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色・かたち
子どもたちは、身近なものをよく観察し実際に触れ

てみることをくり返して、抽象的な色やかたちを認

識する力を養います。だからこそ、そこで使う道具

には、できるだけ具体的で違いを体感できるもの

が必要です。自分の手で操作することで、遊びなが

ら図形構成力や巧緻性、自由な構成力と想像力を

広げましょう。

シェープス&カラーズ
ライトな質感と鮮やかな
色、細かく異なるピースの
かたちが特長の遊具。問
題カードに描かれたピース
を探して順番に差していく
ことで、色・かたちや数の
認識、グループ分け、順番
の理解、数と量の一致、指
先遊びを促します。

1.NA310065   
2.パッケージ：28×28×6cm
3.ポリプロピレン、紙
4.4歳頃～
5.ナターン
6.フランス（中国製）

カタチを当てよう！
背中にスケッチ
問題カードに描かれた絵柄を相手の背中
に指で描いて、その絵を当てるコミュニ
ケーション・ゲームです。「どんな大きさで」、
「どれくらいの速さで」「どのような順番で」
描けば相手に伝わりやすくなるだろう、と
考えながら指で描くことで、かたちに親し
んだり相手のことを想像するコミュニケー
ションの力が身につきます。

1.RL2996002
2.パッケージ：25×25×6cm
3.紙　
4.4歳頃～
5.ロルフ　6.オランダ（オランダ製）

線でお絵かき！
ピクチャー・ライン・アート
シンプルな「線」のピースを使って、模写
のように好きな絵や文字を表現する遊具
です。幾何学的なパーツを重ねたり並べた
りして問題カードの絵柄を完成させたり、
パーツを使って絵を描くようにイメージを
かたちにすることで、まだなかなかイメー
ジ通りにお絵かきができない年令でも表
現する楽しさを体験できます。

1.RL2996001
2.パッケージ：25×25×6cm
3.ポリエチレン、紙
4.3歳頃～
5.ロルフ
6.オランダ（オランダ製）

カラーズ・イン・サークル
「円」という限られたかたちのなかで、まっ
すぐな線・曲がった線・多様な色を使って
問題カードに描かれた模様や絵柄を再現
するあそびです。色をヒントにピースのかた
ちや角度を変えながら遊ぶことで、図形構
成力を育みます。モザイク画のように自由
な表現遊びを楽しむこともできます。 

1.RL2996000
2.パッケージ：25×25×6cm
3.ポリスチレン、紙
4.5歳頃～　5.ロルフ
6.オランダ（オランダ製）

マッチング・ペアーズ
小さな子どもにとって難しい、複数の絵を
見比べて違いを認識することや記憶する
ことを、フタを開けて見つけるあそびの要
素が加わることで、楽しく色やかたちを見
分ける認知力、物の位置関係を覚える記
憶力を育みます。カードの図柄はイラスト
と写真の全8種。また動物の木製ブロック
もついているので、多様なあそびに広がり
ます。

1.NA310071   
2. パッケージ：28×28×7cm
3.紙、ポリスチレン、木　4.3歳頃～
5.ナターン　6.フランス（中国製）　

ビルド・アップ・
キューブ
問題カードに描かれてい
る立体を、ブロックを使っ
て３次元の立体に再現し
ます。遊びながら２次元か
ら３次元に転換する発想
力や、立体を多角的に見
る空間認知力を養います。

1.NA310072
2. パッケージ：28×28×6cm
3.紙、木、ABS樹脂
4.3歳頃～
5.ナターン
6.フランス（中国製）

オランダの小学校の遊具の秘密COLUMN

マグネティック
マイティーマインド
磁石がついたカラフルな幾
何学図形のピースを、問題
カードのシルエットに合わ
せて配置。徐々に難問へと
ステップアップできます。

1.LLP40102  
2. 　 パッケージ：14×22.5×

6.5cm
3. 　 ABS樹脂、HIPS（耐衝撃性

ポリスチレン）、マグネット
4.3～8歳頃
5. 　 レジャーラーニング

プロダクト
6.アメリカ（中国製）
7.700g  

ラーニング
ブロックス 360°
問題カードと同じになるよ
う、指定されたブロックを
使って組み立てます。上・
左右・表裏、どの面から見
るのかを考え、再現する
ことをくり返すことで空間
認知力を育みます。

1.LNR9284
2. パッケージ：21.5×30×5cm
3.ABS樹脂、紙
4.5歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

オランダでは1985年に幼稚園が小学校

（basisschool）に統合されてから、小学校1

年生のクラスには、早ければ3歳から入学でき

ます。2年生からは教科書を中心とした学習で

すが、6歳までは、教育遊具を使用しながらの

「あそび」を通した学びが中心です。この期間

は文字や数の概念など、認知的な成長を徐々

に遂げる時期です。同じ教室で異なる発達

段階・認知レベルの子どもたちがともに遊び、

学び合えるよう、教室にある教育遊具は極力

文字による説明がありません。先生の力量で、

年令ごとの学びを促すように指導をします。こ

れは日本の幼稚園、ひいては家庭学習におい

ても効果のあることです。なぜならば、同じ子

どもでも、4歳の時の遊び方、学び方と、6歳

の時とは教育遊具の使い方も異なるからです。

「長く使い続けられる理由」は、そんなオラン

ダならではの教室の在り方にあります。
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子どもの学びとあそびCOLUMN

数遊び
まずは「大きい・小さい」や「重い・軽い」などの

簡単な比較から。やがてそれが数字で表せること

を学びます。そのプロセスを子どもの理解度に合

わせてゆっくりと、着実に進めてくれるのが世界の

教育現場で採用されている遊具。自分の手を使っ

て実感した経験が、将来の算数への興味を自然に

生み出してくれます。

子どもの学びのプロセスには、まだ解明され

ていない謎がたくさんあります。ただひとつ

確実なことは、「からだを通して理解する」と

いうことです。大人はすでに抽象的にものを

捉えることができますが、子どもは実体験を

伴わないと、その意味が理解できません。目

で見て、手で触れたものを疑わず、「こうした

らどうだろう？」という試行錯誤を生み出し、

さらに新しい発見と学びへと進みます。その

手助けをするのがあそび道具の役割です。特

に数と数字はわかりやすく伝えることが難し

い概念のひとつ。「サン」という音としての言

葉、「3」という記号としての数字、「リンゴが

3つ」という具体的なものの数など、いくつ

もの段階を経て理解をします。「多い少ない」、

「長い短い」を比べて量を知る、1つずつピー

スを動かして数えるなど、遊具で体験するあ

そびを通して、捉えにくい「数」は確実な理

解へとつながります。

ラーニングクロック
長針（青）を動かすと連動
して短針（赤）が動く仕組
みの時計です。大きな文
字盤で見やすく、時間と分
の関係を理解しやすいつ
くりです。

1.LNR2095
2. 13×13cm
3.ABS樹脂
4.3歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

ピエロの
びっくりはかり
数が大きいほど重たくな
るおもりを使い、「どっち
が大きい？」から、「９と
つり合うためには？」など、
「重さ」と「足し算・引き算」
を楽しく学べます。

1.IV178259
2. 17×23×4.5cm
3. 　 ポリスチレン、ポリプロピレン
4.4歳頃～
5.インビクタ
6.イギリス（中国製）

フラッシュカード 
❶たし算　❷引き算 
❸かけ算　❹わり算
大人の方が、数字や数式（答え）を声で伝
えながら、カードを見せる「フラッシュカー
ド」です。表と裏に問題があり、表の問題
の答えが裏の右下に小さく出ているので、
出題者は、テンポよくカードを扱いながら
問題を出すことができます。たし算や引き
算には、量を示す絵も描かれており、数え
て計算ができるようにもなっています。（問
題カード46枚入り）

1. 　 ❶EBO-FLADD2❷EBO-FLSUB2
❸EBO-FMULT2❹EBO-FLDIV2

2.カードの大きさ：14.5×10cｍ
3.紙　5.イ―ブー　6.アメリカ（中国製）

ラップアップ　 
❶たし算　❷引き算 
❸かけ算　❹わり算
左側の数字と、真中の数字を足す／引く／
かける／わった答えを、右側から探し、ひ
もを引っ掛け、答え合わせ。裏返して巻い
たひもが答えの線に重なっていれば正解
です。算数の計算を楽しくゲーム感覚で行
えると同時に、両手を使うので手の刺激に
もなります。

1. WU-K❶101❷102❸103❹104
2.15×5×2.5cm　3.ポリスチレン
4.5歳頃～　5.ラーニング・ラップアップス
6.アメリカ（中国製）　

アバカス 
❶5連L-20
❷5連L-10　❸5連S-10
仕切り板の向こう側にビーズを動かせるの
で、数の大小や増減を目で見て納得できま
す。小さな子どもでも指でつまみやすいつ
くりです。
❶「1～100」までの数を学べます。❷「1
～50」までの数を学べます。❸コンパクト
で、持ち運びにも便利なサイズです。

1.❶JE18301　❷JE18303　❸JE18304
2. 　 ❶29×22×9cm　❷18×21×9cm　

❸6×15×11cm
3. ポリスチレン、木、スチール　4.2歳頃～　
5.ジェグロ　6.オランダ（オランダ製）　
7.❶1kg　❷740g　❸235g

リングタワー
サイコロで出た色・数の
リングを棒に差すことに
より、指先遊びをしながら
「色」や「数」、「量」に親し
むことができます。

1.JE05100
2. パッケージ：17.7×17.7×

3.1cm
3.木
4.4歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

ニューマグネット
ナンバーゲーム
色分けをしながら棒にビー
ズを通して遊んだり、棒に
差したビーズの高さの違い
を見て量の概念を学べま
す。セットのサイコロを使っ
て、ゲーム感覚で数に親し
めます。

1.JE11111
2. 34×23×2.5cm
3.木、ポリスチレン
4.5歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

カラーステップ
5色の木製ブロックを使っ
て、算数の基礎となる量の
概念、たし算や引き算の
仕組みを、目と手を通して
学ぶことができます。

1.JE05200
2. 22×22cm
3.ブナ、ポリスチレン
4.4歳頃～
5.ジェグロ
6.オランダ（オランダ製）

❶ ❷ ❸

左の列の数字（上から下
の順番）に真ん中に書か
れた計算をして、右の列
から答えの数字を探して
ひもをかけます。

2
4

12
11
6
5
7
9

11
5

4

12
2
6
3
1１

×
１
×
１
×

↓START

2×1=2
12×1=12

裏を見て答え合わせをし
ます。答えが合っていれ
ば、本体に書かれた線と
ひもが重なっています。

❹

❹

❸

❸

❷

❶

❶

❷

２．

１．
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言葉
文字や単語に親しむことから、考えたことを表現す

る「お話づくり」、相手に自分の考えを正確に伝え、

相手の気持ちを受けとめる「コミュニケーション」、

外国語の学習まで、言葉に触れるあそびを通して

語彙力や表現力が育まれます。

テルミー・ザ・ピクチャー
「相手に風景を伝える人」「風景をつくる
人」に分かれ、 見本カードから1枚好きな
ものを選びます。「相手に風景を伝える人」
は、自分が見ているカードの風景を言葉に
して相手に伝え、「風景をつくる人」は相手
の言葉をよく聞きながら、聞いた通りにマ
グネットシートの上にピースを配置します。
対話をしながらゲームを進めることで、相
手にわかりやすく伝える力や情報を正しく
理解する力を育みます。

1. NA310073
2. パッケージ：28×35×6cm
3. 紙、ポリプロピレン、磁石
4. 4歳頃～　5. ナターン　
6. フランス（中国製）

ピクチャータワー
アルファベット
くり返し積んだり重ねた
りして楽しめる紙製ボック
スに、動物やアルファベッ
トが描かれており、遊びな
がら自然と言葉に親しめ
ます。数字も描かれている
ので、順番に並べることで
数も学べます。

1. EBO-TTALP2
2. 　 パッケージ：15×15×15cm
3. 紙　4. 2歳頃～
5.イーブー
6. アメリカ（中国製）

言葉ボードの上に書かれ
ているアルファベットと同
じ文字カードを置いて、綴
りと発音を学習できる
セット。言葉ボードの裏側
は空欄になっているので、
単語を覚えた後に自分で
スペルをつくるゲームにレ
ベルアップできます。

1. OC004
2. 　  パッケージ：14×19.5×

8.8cm
3. 紙　4. 4歳頃～
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

アルファベット
フラッシュカード

ものの英語名とイラスト、
頭文字のアルファベットが
描かれたカードが２６枚
入っているセット。1文字
ずつ覚えることから、発音、
頭文字からはじまる単語
を覚えることまで、段階的
に使うことができます。

1. OC024
2. パッケージ：19×14×5cm
3. 紙
4. 3歳頃～
5. オーチャードトイ
6. イギリス（イギリス製）

英語で学ぼう
「ライム ソーティングハウス」
家のかたちをしたボックスに、屋根に描か
れている単語と同じ「韻をふむ」単語カー
ドを50枚のなかから探して入れるゲーム。
語彙や発音を知るきっかけになります。

1. LSJJ157
2. パッケージ：34.5×9×20.5cm
3. 紙
4. 4歳頃～
5. レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

英語で学ぼう
「ストーリーづくり」
「WHO?（誰が）」「WHAT?
（何を）」「WHERE?（どこ
で）」のボックスから出て
きたカードを使って、文章
を組み立てるゲーム。英語
で相手に伝わりやすいよ
うに話す練習です。

1. LSLL904
2. 　 パッケージ：40×10×

16.5cm
3. 紙、ポリエステル、PVC
4. 4歳頃～
5. レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

英語で学ぼう
「アルファベットを
書こう」
アルファベットを書く時
の特有の手の動かし方に、
運筆を通して慣れ親しみ、
上手に書く準備ができる
キット。

1. LSRR525
2. 21.5×29cm 
3. 紙　
4. 3歳頃～
5. レイクショア
6.アメリカ（アメリカ製）

かなつみき
「あいうえお」のほかに、「ゃゅょ」などの小
さい文字や、カタカナ、濁点、半濁点まで
入っている積み木セット。付属のかなあそ
びの本や木製プレートを使い、描かれた絵
と文字をみて文字集めをしたり、言葉づく
りを楽しめます。

1. BZ101
2. 木箱：23.5×43.5×8.7cm
4. 1歳頃～
5. ボーネルンド・オリジナル
6. 日本（日本製）
7. 約2.4kg（積み木・木箱も含む）

テルミー・ア・ストーリー 
❶学校へ行こう！
❷森の動物たち
さまざまな絵が描かれたカードを表向き
に並べ、好きなカードを1枚選びます。カー
ドに描かれている絵を説明したり、その続
きの展開のカードを選び、複数のカードを
つなげて物語をつくってみましょう。カード
には言葉が書かれておらず、決まったあら
すじはありません。言葉をつなげていくこ
とで、語彙力や表現力を育みます。

1. ❶EBO-TSSCH　❷EBO-TSVIL2
2. 　 パッケージ：13×10.5×2.5cm、カードサイズ：

12×9.5cm
3. 紙　4. 3歳頃～　5.イーブー　
6. アメリカ（中国製）

❶

❷

ものの英語名とイラスト、

ずつ覚えることから、発音、

言葉で伝えるあそび

言葉・想像力・擬音などを使い、出来事や物語を実際に声に

出して他の人に聞かせる「ストーリーテリング」は、エンターテ

インメントや教育の一環として、また文化継承のためにたくさ

んの国で行われています。低年齢の頃から、想像力を働かせ

ながら論理的に話すあそびや、相手と言葉のやりとりをして進

めるコミュニケーション遊びを取り入れることで、言葉を覚え

る力・単語と単語をつなげて文章やお話をつくる技術・物の

名前を覚える力など、言葉に関する力を養うことができます。

COLUMN

アルファベットで
あそぼう マッチ＆スペル
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S
ス テ ム

TEMシリーズ　
実験！動きとちから
のしくみ
車や道路パーツ、振り子の
ボールなどを使い、「動き」
と「力」の仕組みを体感しな
がら学べるセットです。坂
道の傾斜や振り子の振り幅
などの実験を通して、日常
生活でも使われている物理
学の法則を学べます。

1.LNR2822
2. 35×25.5×7.5cm
3.ABS樹脂、紙
4. 5歳頃～
5. ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

ジャンボ虫めがね 
各色
子どもの手に持ちやすい
設計で、倍率4.5倍の大
きな虫めがねです。スタン
ドがついているので、ス
ケッチなどハンズフリーで
観察する際の道具として
も活躍します。

1.LNR2775
2. 20×11.5×2.2cm
3.ＡＢＳ樹脂　4. 3歳頃～　
5.ラーニング・リソーシーズ　
6.アメリカ（中国製）
カラー：赤・オレンジ・緑・黄・
青・紫（色は選べません）

のぞいてみよう！ 
マイ・ファースト顕微鏡セット
小さな子どもでも扱いや
すい、倍率30倍のLEDラ
イトつき顕微鏡です。目が
当たる部分は柔らかいゴ
ムでできており、レンズを
上下に動かしてピントの
調節ができ、はじめての観
察体験にぴったりです。

1.EDJS003
2. パッケージ：26×32×12cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン、

PVC他
4.3歳頃～　5.エデュトーイ
6.香港（中国製）　7. 700g

顕微鏡セット
高倍率のレンズ、プレパラ
ートからピンセットまで、
観察に必要なものがセッ
トになった顕微鏡。暗いと
ころでも光源ランプで鮮
やかに対象物を観察する
ことができます。

1.EDMS083
2. 32×28×12cm
3.本体：金属
4.8歳頃～
5.エデュトーイ
6.香港（中国製）
7. 1.7kg

はかってみよう！ 
マイ・ファースト計量セット
液体を入れてものの「重さ
を測る」体験をしたり、容
量の異なるビーカーとはか
りを使って「量のたし算」
を体感できるセットです。

1.EDJS002
2. パッケージ：26×32×

12cm
3. ABS樹脂、ポリプロピレン、

PVC他
4.3歳頃～　5.エデュトーイ
6.香港（中国製）　7. 500ｇ
※正確な重さを測ること
はできません。

❶人体パズル　女の子
❷人体パズル　男の子
5層のパズルは上から洋服・
はだか・筋肉・内臓・骨、と体
の内部がわかる仕組み。自分
と違う性別や自分のからだや
健康の大切さを学ぶために作
られた教育遊具です。

1.❶BE17128　❷BE17129
2. 28×14×2cm　
3.木　4. 4歳頃～
5.ベルダック
6.ドイツ(中国製）　

LED ライトアップ地球儀
各地に住む動物や歴史的
建造物が描かれた、学び
のきっかけに最適な地球
儀。土台にあるボタンを押
すとライトが点き、海の部
分に魚が浮かび上がりま
す。※単三電池4本（別売）
が必要です※国名などの
表記は英語です

1.EDG2855
2. 球体：直径28cm、パッケー

ジ：30.5×30.5×30.5ｃｍ
3.ABS樹脂、塩化ビニルセット
4.4歳頃～　5.エデュトーイ
6.香港（中国製）　7. 1.5kg

S
ス テ ム

TEMシリーズ　
実験！浮力のふしぎ
水に入るときの角度や物
の乗せ方は浮き沈みにど
う関係するのか？など、潜
水艦やいかだ、重さの違
うボールを使って、ものが
水に「浮く」「沈む」とい
う概念を実験を通して学
べるセットです。

1.LNR2827
2. 35×25.5×7.5cm
3.ABS樹脂、紙、ポリウレタン
4. 5歳頃～
5. ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

S
ス テ ム

TEMシリーズ　
実験！磁石のふしぎ
磁石の大きさと磁力の強
さの関係や反発を利用し
てものを動かせることなど、
問題や実験を通して磁石
や磁力の仕組みを体感し
ながら学べるセットです。

1.LNR2833
2. 35×25.5×7.5cm
3.ABS樹脂、紙
4. 5歳頃～
5. 　 ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

S
ス テ ム

TEMシリーズ　
実験！はこぶ道具の
しくみ
重いものを小さな力で運
ぶために、古代に発明さ
れた滑車やネジなど6種
類の「単一機械」。その仕
組みを10種類の問題と実
験を通して、試行錯誤しな
がら体感できるセットです。

1.LNR2824
2. 35×25.5×7.5cm
3.ABS樹脂、紙
4. 5歳頃～
5. ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

ＳＴＥＭ（ステム）
文部科学省も提唱している「アクティブラーニン

グ」を、楽しく実験しながら体感できる教育遊具シ

リーズです。机に向かって学ぶだけでなく、子ども

たちが実生活で直面するさまざまな問題を解決す

る力を身につけられるよう促します。

サイエンス
科学への興味は、自然や人間への興味に他なりま

せん。ものや現象に目を向けて、そこに面白さを発

見する力を育てるためには、まずは身近に感じるこ

とが大切です。「人間の体はどうなっているの？」「も

のの中身はどうなっているの？」そんな子どもたち

の旺盛な知的興味、欲求を刺激し応えられる道具

が子どもの科学の芽を育みます。

ＳＴＥＭ（ステム）とはCOLUMN

ＳＴＥＭとは、アメリカが発祥の教育分野で

す。かつて、技術・科学分野の優秀な人材に

より産業が栄え、世界のリーダーとして活躍

をしていたアメリカですが、近年は「理系」

と呼ばれる分野を専攻して就業する人材が

減少しています。そこで、未来の産業を支え

る人材を育てる教育として

S➡Science（科学）

T➡Technology（科学技術）

E➡Engineering（工学）

M➡Mathematics（数学）

の4つの科目を統合し、関連性を持たせて

学ぶ「ＳＴＥＭ」という分野が誕生しました。

学校教育にも取り入れられ、「どうしてこう

なるの？」「実際にやってみて、こんなことが

さらにわかった」など、ものの仕組みや成り

立ちを体験を通して学ぶことで、科学的思

考や問題解決の力を育てます。
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マグネットブロック マグネットブロック

マグ・フォーマー 
算数セット87ピース
図形の構成や立体の成り
立ちなど、遊びながら算
数の理解が深まるセット。

1.MF711002J
2. パッケージ：46.3×6.8×

35cm 
7.2.3kg

マグ・フォーマー
（12ピース）
❶正三角形　❷正方形　
❸ひし形　❹台形　
❺五角形　
❻二等辺三角形　
❼六角形　❽長方形　
必要なパーツごとに購入できるセッ
トが登場。よく使うピースや、つくり
たい作品に合わせて補充できます。

1. 　 ❶MF713010J　❷MF713011J　
❸MF713012J　❹MF713013J　
❺MF713014J　❻MF713018J　
❼MF713015J　❽MF713019J

2. 　 パッケージ:
　 　 ❶6.8×8.3×7.1cm

❷6.9×8.3×7.1cm
❸6.8×8.2×10.2cm
❹13.5×8.3×7.1cm
❺13.5×8.2×11.8cm
❻6.9×8.3×12.3cm
❼13.6×8.2×11.7cm
❽6.9×8.2×13.6cm

マグ・フォーマー
プレスクールセット 
180ピース
シリーズ最大のセット。20
種以上のパーツとさまざま
なアクセサリーを使ってブ
ロック遊びはもちろん、算
数の理解もさらに深まりま
す。

1.MF712004J　
2. パッケージ：50.2×21.8×

35.6cm　
7.7.3kg

　 

❶

❺

❻ ❼ ❽

❷

❸

❹

第4章 ｜ 心と頭を育む遊具

組み立て遊び
つくりたいものを決めてイメージに合った色・形のブ

ロックを選び、つけ外しをくり返しながら完成を目指

す組み立て遊び。様々な角度から見たり、記憶をたど

り類似性を見出したり。想像力や発想力を存分に刺

激しながら、指先の巧緻性を養うことができます。遊

ぶたびに異なる作品に出合え、ブロックでつくる自分

だけの世界が膨らみます。

マグネットブロック
カチッとくっつく感覚が磁力の不思議を体感でき、

好奇心を刺激するブロックです。つけ外しが簡単な

ので小さい子どもから楽しむことができ、磁力の

性質を活かして平面から立体へスピーディーに組

み立てられます。遊びながら数学的センスや空間把

握力、科学的思考など、未来に向けて身につけた

い力を育みます。

磁石ならではのスピーディーな組み立てが可能。インスピ

レーションが浮かんだ瞬間に、ピースがカチッとつながり

ます。

3歳から小学生まで、発達に合わせて遊び方もステップ

アップし、作品も複雑になります。

読むより、書くより、まず遊ぶ。幼少期からブロック遊び

を通して図形に慣れ親しむことで、知らず知らずのうちに

数学的センスが磨かれていきます。

数学センスを育む図形あそび
「マグ・フォーマー」

COLUMN

2005年の発売開始以来、世界中
の人々に愛用されています。

日本を含むアジアをはじめ、ヨー
ロッパ、アメリカなどにも広がって
います。

世界でも厳しいと言われる欧州の
安全基準（CE）やアメリカの安全基
準（ASTM）もクリアしています。

世界65ヶ国で
人気沸騰中！

世界水準の
安全テストをクリアsince 2005

マグ・フォーマー
クリエイティブセット
90ピース
基本的な形のすべてとカーブを描
くもの全13種の形があり、バリ
エーション豊かに遊べます。

1.MF703004J
2. パッケージ：58×7×

33cm
7.2.1kg

マグ・フォーマー
ベーシックセット
62ピース
正三角形・正方形・五角形のセッ
ト。基本の形だけで複雑で大きな
立体物にまで発展。

1.MF701007J
2.パッケージ：30.5×5.1×32.4cm
7.1.1kg
2.

マグ・フォーマー
ベーシックセット
30ピース
正三角形と正方形のみの、遊びや
すいセット。磁力を操り簡単な造
形遊びが楽しめます。

1.MF701005J
2.パッケージ：28.9×5.1×24.4cm
7.600g   

3.ABS樹脂、磁石　4.3歳頃～　5.ジムワールド　6.韓国（中国製）

かたちの認識や
かたち合わせ

空間
認知力を
育みます
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ネジ遊び さまざまなブロック

ネジ遊び
ドライバーなどの本物そっくりの工具を使って、

ごっこ遊びをしながら組み立て遊びができるネジ

遊び。ネジを留めたりはずしたりするには、「押さ

える」「回す」など右手と左手で異なる指先の動き

が必要となり、巧緻性にもつながります。ネジ留め

の練習から、立体的なかたちをつくるまでステップ

アップしながら遊べます。

組み立て前

さまざまなブロック
うまくかみ合うように歯車を組み合わせて回すギ

ア遊びや、くぼみを活かして立体をつくる棒状ブ

ロック、回転・伸縮自在な関節をモチーフにしたブ

ロックなど、年令やつくりたいものに応じて選べる

ブロック各種をそろえました。想像力を働かせなが

ら、あそびを通して物事の仕組みを学ぶことがで

きます。

テクニコ 
ベーシックキット
ネジ式の組み立て遊具の
なかでもパーツが大きめ
なので、小さな子どもから
挑戦できます。ボッシュシ
リーズとも互換性があり、
組み合わせるとダイナミッ
クに遊べます。

1.TC8531   
2.29×40×13.5cm
3. ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～
5.テクニコ
6.ドイツ（ドイツ製）

ヘキサカス
輪切りにしても切り口が
六角形になるブロック。す
べてが6つの辺と頂点を
もつ正六角形で、異なるサ
イズや角度ではめたり重
ねたりして組み合わせるこ
とができます。

1.PPT19000   
2. 20.5×18×16.5cm
3. ポリスチレン　4.2歳頃～
5.ポピュラープレイシングス
6.アメリカ（中国製）

OCTONS
（オクトンズ）
縦・横・斜めに入った切
れ込み同士を組み合わせ
て繋げる、八角形のブロッ
ク。光を通す透過性の特
長を活かし、完成した作
品に光を当てる、異なる
色を2枚重ねるなど、色を
使ったあそびも楽しむこ
とができます。

1.GT1004837　
2.1ピース：5.5×5.5cm
3. ABS樹脂　4.4歳頃～　
5.ガルト　6.イギリス（中国製）
7.約500g

カラフルギア
カラフルな色使いが特長
的なブロックとギアのセッ
トです。ギアを上手く噛み
合わせ、すべてのギアを動
かす方法の発見や、回転
するギアの模様の楽しさ
を体験できます。

1.QR2341   
2.31×29×9cm
3. ポリエチレン
4.3歳頃～
5.ケルチェッティ
6.イタリア（イタリア製）
7.約1kg

ビルダーキット 
テクノツールボックス
ネジと工具が、持ち運びできるケー
スに入った、組み立て遊びのキットで
す。工具を実際に使って、平面にも立
体にも組み立て遊びができます。ワッ
シャーやナットの役割や、スパナで固
定してドライバーを動かすなど、日常
生活でも使うことの多い工具の使い
方も覚えることができます。

1.QR6140   
2.パッケージ：17×31.5×23cm
3. ポリエステル、ポリエチレン
4.5歳頃～
5.ケルチェッティ
6.イタリア（イタリア製）

ベーシック・
エクスペリメントセット
生活に身近な接合道具「ネジ」と工具を使っ
て、精巧な作品をつくることができる組み
立て遊具です。精密な図面を読み取り、工
具を使いこなして、手順に沿って組み立て
る工程は、まさに本格的なものづくり体験
の入口となります。取り外しもできるので、
たっぷりと時間をかけて、試行錯誤を重ね
られます。

1.ET00006   
2. 25.4×15.2×30.5cm
3. スチール、プラスチック
4.8歳頃～
5.アイテック
6.ドイツ（ドイツ製）

ボッシュ 
ミニワークセンター
ドイツの自動車部品・電
動工具メーカー「BOSCH」
デザインのリアルな工具
ステーション。お父さんの
大工道具を使う前に、本
物そっくりのあそび道具
でたっぷり練習です。
※単4電池×2本別売り。

1.KL8686   
2. 　 組み立て時：76×44×

32cm
3. 　 ポリエチレン、

ポリプロピレン
4.3歳頃～
5.クライン
6.ドイツ（中国製）

ZOOB（ズーブ）
❶125ピース　❷250ピース
5種類の独特なかたちのパーツ同士をつな
げ、組み合わせによってさまざまな動きを
楽しめる組み立て遊具です。人間の関節の
動きを元に設計されているので、完成した
作品を回転・伸縮・スピンさせるなど、自
在にパーツを動かして楽しめます。

1.❶IF11125　❷IF11250
3. ABS樹脂
4.6歳頃～
5.ズーブ
6.アメリカ（中国製）

18mm

32mm 18mm 8mm

8mm

32mm 18mm 8mm

なかでもパーツが大きめ
なので、小さな子どもから
挑戦できます。ボッシュシ
リーズとも互換性があり、
組み合わせるとダイナミッ

 ポリエチレン、ポリプロピレン

❶
❷

32mm

32mm 18mm 8mm

※繋げる時には少し力が必要です。不用意にひねったり、無理な力を
加えると割れる場合があります。

32mm

32mm 18mm 8mm

マグビルダー
20ピース　
ピースが大きく、磁石が内
蔵されているので、まだ
手や指の力が弱い小さな
頃から楽しめます。積み木
遊びの次のステップとして、
本格的な組み立て遊びに
チャレンジできます。

1.PPT18301   
2.パッケージ：22×28×6cm
3. ABS樹脂、ポリアセタール
4. 2歳頃～
5.ポピュラープレイシングス
6.アメリカ（中国製）
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クーゲルバーン クーゲルバーン

クーゲルバーン
ドイツではクーゲルバーン、日本では玉転がしと呼

ばれ、昔から親しまれているあそびです。落とした

玉が上から下へ転がっていくシンプルなつくりであ

る一方、ゴールを目指して試行錯誤しながら組み立

てていくあそびは、子どもから大人まで、好奇心を

刺激します。

カデン・カデン社

ドイツ東部のエルツ地方の小さな村、ノイハウゼンにあるカデン・

カデン社は、大学でプロダクトデザインを教える父・ゲルト氏と、木

工職人の息子が営む工房です。ドイツの伝統的な木工技術を反映

しながら、数学的均衡のとれた美しいデザインのクーゲルバーンを

開発・制作しています。木のぬくもりが感じられる自然素材を使い、

シンプルながらもくり返し遊びたくなるデザインの遊具は、子ども

たちに上質で豊かな時間を届けます。

クーゲルバーン 
クラシック　ラージ
直線とカーブのコースの
キューブを組み合わせなが
らボールの通り道をつくる、
基本セットです。

1.KK46/01
2. パッケージ：40×40×11cm
3.ブナ
4.3歳頃～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7.9kg

クアドリラ・ツイスト＆ 
レールセット
スパイラルレールやシーソーが入った、組み
立て式クーゲルバーンのセット。直線レール
がたくさん入っているので、交差するコース
や大きなコースをつくって楽しめます。

1.QDE6009AB05
2. パッケージ：34×53.5×13.5cm
3.ポリプロピレン、木、ガラス　4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル　6.日本（中国製）
7.4.8kg

クーゲルバーン 
クライン トリヒター 
カーブセット
曲線を描くコースを走り抜け
たり、ソーサー部分で回転す
るなど、さまざまなボールの
表情が楽しめる基本セット
です。

1.KK80/03/1T
2. パッケージ：28×29×6.5cm
3.ブナ　4.3歳頃～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7. 1.6kg（木箱を含む）

クーゲルバーン・ 
チャイム
ボールが通るたびに音を響
かせる鉄琴は、順番を考え
てメロディをつくっても楽し
めます。

1.KK80/04P   
2. 木箱収納時：28×14×22cm 
3.ブナ
4.3歳頃～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7.4kg

クアドリラ・
スピードウェイセット
ツイスト＆レールセットなど
他のセットと合わせること
で、コースがさらに充実する
拡張セット。よく使うブロッ
クとレールを増やすことで、
コースが多様に変化します。

1.QDE6010AB05J
2. パッケージ：22.5×52×

8.5cm
3.木、ポリプロピレン
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）
7.1.6kg

クアドリラ・
ベーシックセット
色によって穴の開き方や仕
掛けが異なるブロックを使
いながら、組み立てるクー
ゲルバーン。コースを組み替
えるごとにビー玉がどんな
動きを見せるのか、好奇心
やあそび心を刺激します。

1.QDE6005AB05
2. パッケージ：34×43.5×

8cm
3.ポリプロピレン、木、ガラス
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）　7.2.3kg

クーゲルバーン 
トリヒター　ラージ
ボールがうず巻き状に回
転しながら留まるソーサー
部分パーツを含むセット。
ボールの動きに表情が生
まれます。

1.KK46/03
2. パッケージ：40×40×11cm
3.ブナ
4.3歳頃～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7.9kg   

クーゲルバーン 
チャイム　ラージ
ボールが通るたびに音が
響く、鉄琴入りのセットで
す。玉転がしと音遊びが両
方楽しめます。

1.KK46/04
2. パッケージ：40×40×11cm
3.ブナ
4.3歳頃～
5.カデン・カデン
6.ドイツ（ドイツ製）
7.9kg   

合わせて遊べるラージサイズ3種 合わせて遊べるスモールサイズ2種　

4.6cm

4.6cm

4.6cm

2.6cm

2.6cm

ツイスト＆レールセットなど
他のセットと合わせること
で、コースがさらに充実する
拡張セット。よく使うブロッ
クとレールを増やすことで、
コースが多様に変化します。

〈組み立て例〉

ベーシックセット＋
ミュージック
拡張セット

クアドリラ 
ビー玉キャッチャー
つくったコースの出口に設
置することで、ビー玉が飛び
出さないようにするキャッ
チャーです。

1.QDE6030BB05
2.  パッケージ：18×15×8cm
3. ABS樹脂
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）

クアドリラ・
ミュージック
拡張セット
ツイスト＆レールセットなど
他のセットと合わせること
で、コースがさらに充実する
拡張セット。ビー玉が通るた
びに、音階の異なる鉄琴が
音色を奏でます。

1.QDE8253AJ
2. パッケージ：22.5×52×

8.5cm
3. 木、ポリプロピレン、スチール
4.4歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（中国製）　7.1.2kg
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「かんてんネンドStudio」とは
第4章 ｜ 心と頭を育む遊具

アート＆クラフト
構成遊び、造形遊び、工作遊び、ビーズ遊び。自由に

思いを表現していく楽しさ。そこに適した「素材」が

あれば、どんなものをつくろうかと、どんどんインス

ピレーションがわいてきます。自分の手や指を動かし

ながら遊ぶことで、巧緻性を育て、脳を刺激する、幼

児期に必要不可欠なあそびです。

❶白

❺緑 ❻オレンジ ❼ピンク

❷赤

❸黄 ❹青

かんてんネンド
Studio 4色セット
1.NS001
2.直径12×高さ6.5cm
3. 　 寒天、セルロース、にがり、

無機塩、食品色素
4.2歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）
7.60g×4

かんてんネンド
Studio 8色セット
1.NS002
2.パッケージ：11×28×7cm
3. 　 寒天、セルロース、にがり、

無機塩、食品色素
4.2歳頃～
5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）
7.900g（各色80g）

かんてんネンドStudio
単色
1. ❶NS011　❷012　❸013　❹014　❺015

❻016　❼017
2.直径6.5×高さ5.5cm
3. 寒天、セルロース、にがり、無機塩、食品色素
4.2歳頃～　5.ボーネルンド・オリジナル
6.日本（日本製）　7.80g

スティッキーモザイク
せかいの動物たち
ステッカーを貼ってモザイ
ク画を完成させます。台紙
の裏面には、それぞれの
動物の生態や生息地につ
いての情報が書かれてお
り、図鑑として活用できま
す。

1.OR73343
2. 　 パッケージ：32.5×27×

5cm
3.EVA、紙　4.5歳頃～
5.オーブ・ファクトリー
6.カナダ（中国製）

プラッシュクラフト・クッション
❶うさぎ　❷ハート
クッション本体に書かれた番号の切れ込み
に、対応する色の布片を付属のプッシュペ
ンで押し込んで、かわいらしいクッションを
つくることができます。色とりどりの布を専
用のペンでパンチしていくだけで、あっと
いう間にグラデーションが美しい、ゴージャ
スなアート作品が完成します。

1.❶OR77242　❷OR73411
2. 　 ❶25.2×25.2×7.8cm　

❷25.5×25.5×7.5cm
3.ポリエステル、ポリプロピレン
4.5歳頃～　5.オーブ・ファクトリー
6.カナダ（中国製）　

スティッキーモザイク 
プリンセスの
ものがたり
番号にそって指定のステッ
カーを貼っていき、モザイ
ク画を完成させます。つ
くった後は、リングに通し
て絵本や紙芝居のように
して楽しむことができます。

1.OR73886
2. 　 パッケージ：32.5×27×

5cm
3.EVA、紙
4.5歳頃～
5.オーブ・ファクトリー
6.カナダ（中国製）

ジュエリー・ 
クレヨン
宝石のようなかたちの、握っ
て使うクレヨンです。蛍光
色を含んでいたり、細い部
分で線を、広い面の部分で
大きなスペースをぬるなど、
バリエーション豊かな色や
線、描き方でお絵かきが楽
しめます。

1.ＭＭＤ6596
2. 23.3×14.3×4.5cm
3. 　  ワックス
4. 　  3歳頃～
5.キッド・メイド・モダン
6.アメリカ（中国製）
7. 　  約400g

アート＆クラフト 
ＢＯＸ
素材・質感・色合いの異な
る材料が詰まった、クラフ
ト素材のセット。ビーズや
モール、フェルト、糸など
好きな素材を組み合わせ、
工作がもっと楽しくなりま
す。

1.ＭＭＤ6909
2. 25.6×42×10.5cm
3. 　  木・フェルト・アクリル・金属他
4. 　  6歳頃～
5.キッド・メイド・モダン
6.アメリカ（中国製）
7. 　  2.5Kg

ファンタカラー600
頭に浮かぶイメージを、ボ
ードにペグを差して描く表
現遊び。さまざまな色と4
種のサイズのぺグを使って
細かい描写も楽しめます。
3枚のボードをつなげたり、
単体にしたりと人数に合
わせて遊べます。

1.QR880
2. 33×40×6.7cm
3. 　 ポリエチレン、ポリプロピレン
4.4歳頃～
5.ケルチェッティ
6.イタリア（イタリア製）

COLUMN

ベーキングセット（ねんど型）
❶波型カッターと型3個
❷型4個
❸めんぼうと型2個
ネンド遊びに便利なめん棒やカッター、型
のセット。道具を取り入れることで、さらに
指先を使って遊べます。※型の形は選べま
せん。写真と異なる場合がございます。

1.❶HP4770A　❷HP4770B　❸HP4770C
2. 　 ❶パッケージサイズ：27×14cm　

❷波型カッター全長：14.5cm
❸めんぼう全長：23cm

3.ポリエチレン、ポリプロピレン
4.2歳頃～　5.ダントーイ
6.デンマーク（デンマーク製）

❷❷

❶❶

❸

紀元前2600年頃から世界各地で行われていた装飾技法の

「モザイク」。数字が書いてある台紙にステッカーを貼る「ス

ティッキー・モザイク」や、布を押し込んで作品をつくる「プラッ

シュクラフト」は、モザイク技法を表現する遊具です。与えら

れた指示を理解して、物事を進めていく練習は、集中力を高

めることにもつながります。

モザイク遊びの体験遊具COLUMN

「寒天」が原料のかんてんネンドは、保湿性が高く、やわらかく、

くっつきにくいので自分のペースで思い通りの造形が楽しめま

す。手やテーブルにもつきにくく、好きな場所で存分に造形遊

びができ、イメージを立体で表現する楽しさを教えてくれます。

天然素材を主原料にしている安全なネンドでのびがよく、はじ

めてのネンド遊びにおすすめ。絵具のように色を混ぜて新色を

つくることもできるので、色遊びをしながら作品づくりを楽し

めます。

❶
❷

アート＆クラフト
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1

好きなボードにビーズ
を並べて絵柄をつくる

2

アイロンペーパーをの
せて、アイロンをかける

3

10秒くらい冷まして、
ボードからビーズをは
ずすと作品のできあが
り！

ハマビーズの遊び方アイロンビーズ（Sビーズ）
ビーズをボードに並べて好きな絵柄をつくり、アイロ

ンの熱でビーズが溶けてくっつくアイロンビーズ。デ

ザインをかたちづくる楽しさを味わいながら、指先

の巧緻性も高めます。世界ではじめてアイロンビーズ

を開発したデンマークのマルタハニング社は、作品

の完成度が高まるよう、正確なピースの大きさにこ

だわり、50年にわたりビーズをつくり続けています。

ハマビーズ基本セット
（インスピレーションブック付き）
原色、パステル色など使いやすい色
のビーズに、はじめて作品をつくる
時に安心なＳサイズのボードの基本
形4枚が付いているセット。

1.MH2081JAP
2. パッケージ：高さ20cm、直径11.5cm
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※セット内容：ビーズ約10,000ピース・
Sボード4枚(正方形・ハート・星・丸型
各1枚)・アイロンペーパー3枚・テキスト
ブック付

❶Sビーズバケツセット（30000ピース）
❷Sビーズバケツセット（10000ピース）
大きな作品づくりやたくさんの作品をつくる
時に便利なバケツに入ったビーズのセット。

1.❶MH208-00　❷MH202-00
2. ❶19×27×14cm　❷13×19×11.5cm
3. 　 ポリエチレン

ハマビーズ 色分けできる!
12種の基本ビーズボックス

1.MH2095
2. 31.5×24×5.7cm
3. 　 ポリエチレン

※セット内容：ビーズ×9600、アイロン
シート×1

ハマビーズ　グループパック
さまざまな動物や基本の型のボードが入った、
集団遊び用のセット。同梱されているアルファ
ベットパターンを見て自分のイニシャルをつ
くったり、完成した作品を動かしながら物語
の世界を再現して遊べます。

1.MH3094　2.25×37.5×8.5cm
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン他　

※セット内容：ビーズ21,000ピース、スタンド20個、
ボード21枚＜つながる正方形2枚、四角（小）・丸型
（小）・六角形（小）・六角形（大）・ハート（小）・プリ
ンセス・ウマ・イヌ・ネコ・テディベア・ちょうちょう・
フラワー・イルカ・カバ・ティーンエイジガール・クル
マ・ネズミ・タツノオトシゴ・トラック各1枚＞、「ハマ
ビーズ用　テキストブック12」1冊、アイロンペーパー、
アルファベット作成用見本シート1枚付

大小さまざまなかたちが15種入っ
た、ボードのセット。つくりたい作
品に合わせてぴったりのボードが
選べます。

1.MH380
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※セット内容：ボード75枚＜丸（大）・ハー
ト（大）・つながる正方形・ウサギ・プリ
ンセス・星（大）・六角形（大）・ウマ・イヌ・
ネコ・テディベア・ちょうちょう・フラワー・
イルカ・リス　各5枚ずつ＞

Sビーズスモールギフトボックス
❶くるまと恐竜
❷ねずみときつね
❸こうまとぞう
❹いぬとオウム
それぞれのセットに２種のボードと2000個のビーズ、
アイロンペーパーが入っています。クリスマス会や催事
のプチギフトにぴったり。

1. ❶MH3502　❷MH3503　 
❸MH3504　❹MH3506

2.パッケージ：12×17×6cm
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※ 共通セット内容：Sビーズ×2000個、デザインシート×1、
アイロンシート×1枚、日本語説明書

※セット別同梱ボード内容（各1枚）：❶恐竜・くるま　❷ねずみ・
きつね　❸ぞう・うま　❹いぬ・鳥

❶ ❷

❸ ❹❶
❷

ボードに並べてアイロンをかけるだけ。
簡単に作品をつくって楽しめます。

ハマビーズは色遊びや作品をつくる工程を楽しめるのはもち

ろんですが、つくった後も楽しめるあそび道具です。

こいのぼりやクリスマスオーナメントなど行事にちなんだモ

チーフをつくって壁にかざり、季節感を演出する、作品を立た

せて動物園や水族館などのミニチュア模型をつくる、複数個

つくり絵合わせパズルにする、爪楊枝をさしてコマとして遊ぶ、

など活用方法はいろいろ。

教育現場の教室や放課後の活動、イベントなどでぜひご活用

ください。

ハマビーズの活用方法COLUMN

4.4歳頃～　5.マルタハニング　6.デンマーク(デンマーク製）

Sビーズボード・ 
ディスプレイセット（75枚セット）
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Ｌビーズ スターターキット
大きめのビーズがたっぷり入っ
たバケツのセット。ビーズを置
いて絵柄をつくる練習を何度
もくり返したり、ひも通しとし
て遊んだり、指先あそびの幅
が広がります。

1.MH8803　
2.パッケージ：19×26×13cm
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※セット内容：ビーズ3000ピース、
ボード3枚〈四角形（大）、丸、ピエ
ロ〉、説明書、デザインシート1枚（3
種類）、アイロンペーパー、スタンド
6個

Ｌビーズ ビーズタブ  
❶蛍光カラー
❷ベーシックカラー
色のタイプ別に2300ピースが入っ
たビーズの瓶。

1.❶MH8582　❷MH8586
2. パッケージ：25×12×12ｃｍ
3. 　 ポリエチレン

Lビーズ ミックスカラーボックス
❶基本カラー
❷パステルカラー
❸蛍光カラー
子ども1人でも出し入れをしやすい、蓋付きの透明ボトル。
なかにはそれぞれの色の鮮やかなビーズがぎっしりと入っ
ています。

1. ❶MH8570　❷MH8571　
❸MH8572

2.パッケージ：9.5×12.5×12.5cm
3. 　 ポリエチレン

Lビーズ ボード・
ディスプレイセット
（38枚セット）
アイロンをかけずにモザイク遊びの
ようにも使える、大きめのビーズ用
のボード。

1.MH8240
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※セット内容：四角形（大）4枚、ぞう・い
ぬ・あひる・テディベア・くるま・ハート・
女の子・男の子・くじら・かめ・船・恐竜・
ひこうき・トラック・ちょうちょう・ピエロ・
丸型　各2枚

Lビーズ ブリスターパック
❶ちょうちょう　❷恐竜
❸ひこうき　❹プリンセス
ビーズ・ボード・アイロンペーパーと作品づく
りに必要なものがすべて入っています。下絵に
合わせて絵をつくることができるので、はじめ
てのお試しセットとしてもおすすめです。

1. ❶MH8908　❷MH8909　 
❸MH8918　❹MH8928

2.パッケージ：29×19.5×3cm
3. 　 ポリエチレン、ポリスチレン

※セット内容：ビーズ約250ピース、各セットボード1
枚、アイロンペーパー、スタンド2個

❶ ❷ ❸ ❹

❶ ❷ ❸

❶

❷

アイロンビーズ（Lビーズ）
ハマビーズには、前ページで紹介している直径0.5cm

のSビーズの他に1cmの「ハマビーズ・ジュニア（L

ビーズ）」があります。小さなビーズで細かい絵柄の

表現をするSビーズとは異なり、3歳からはじめられ

るLビーズは、小さな子どもでもひも通しやモザイク

画づくりなどの指先遊びが楽しめます。

4.3歳頃～　5.マルタハニング　6.デンマーク(デンマーク製）

アイロンビーズ（Lビーズ）
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第4章 ｜ 心と頭を育む遊具

ゲーム・パズル
シンプルなデザインと明快なポリシーをもった、頭と

手を使うアナログゲームは思考力や社会性を養いま

す。単に勝ち負けを競うものではなく、勝負を通じて

集中力、判断力を身につけたり、ルールや順番を守る

などの社会性も育みます。そして、自分１人でやり遂

げるパズルゲームなど、ゲームは子どもたちの達成感

や自信も育みます。

モンスターをさがせ！
出てくるカードと色もしく
は形が同じモンスターがあ
れば、カードを出すことが
でき、最初にカードがなく
なった人が勝ちです。文字
を使わずに遊べるので小
さい子どもも楽しめます。

1.OC190
2. 　 パッケージ：20.3×14.2×

4cm
3.紙　
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

ショッピングリスト
裏返しにした品物カード
で神経衰弱をしながら、
買い物リストと同じ品物
を探し、一番早くカートを
いっぱいにした人が勝ち
です。楽しく遊びながら、
英単語にも親しめます。

1.OC191
2. 　 パッケージ：14.3×20.3×

4cm
3.紙　4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

イタズラおさるの
バナナ争奪ゲーム
ルーレットを回して止まっ
たマスの指示に従いながら、
バナナを集めるゲームです。
慎重に集めるか、なくなる
リスクを承知でどんどん進
むか、作戦を立てながら遊
びましょう。

1.OC068
2. 　 パッケージ：22.5×26×

5cm
3.紙　4.4歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

マッチングゲーム
 Pizza, Pizza!
ルーレットであたった色や
形のカードを集め、ピッツァ
のかたちが完成したら「あ
がり」です。相手のカード
を取ったり、あがりまでを
計算して狙いを定めたりと、
先を読む力が試されます。

1.OC060
2. 　 パッケージ：22.5×26×

5cm
3.紙、ポリプロピレン
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

三匹のこぶたゲーム
童話「三匹のこぶた」をモ
チーフにしたすごろくです。
サイコロを振り、止まった
マスに従い、ワラ・木・レ
ンガのそれぞれのお家を
完成させ、ゴールの赤いレ
ンガの家を目指しましょう。

1.OC193
2. 　 パッケージ：19×25×8.5cｍ
3.紙、PE
4.3歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

タイム・ゲーム
1日のスケジュールが時刻
とともに描かれているボー
ドに、同じ時刻の絵のカー
ドを集めながら、時計の読
み方や1日の生活の過ごし
方について学ぶゲームです。

1.OCFL15
2. 　  パッケージ：20×14.5×

4cm
3.紙　
4.5歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）

バス・ストップゲーム
ルーレットで出た数の分だけ
バスに乗客を乗せたり降ろし
ながらすすみ、一番多く乗客
を乗せてゴールしたバスが勝
ち。あそびを通して量や数の
増減を学ぶことができます。

1.OC192
2. 　 パッケージ：22.5×25.5×

5cm
3.紙、ポリプロピレン
4.4歳頃～
5.オーチャードトイ
6.イギリス（イギリス製）
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箱詰め
パズル

クレイジー・
キャンプ・パズル
キャンプ場のにぎやかな
光景をモチーフにした、異
なる形のピースを上手につ
なぎ合わせて１枚のボー
ドにおさめる頭脳パズル
です。問題は全部で36問
ついています。

1.PPT70211
2. 14×22×1.5cm
3.ABS樹脂
4.8歳頃～
5.ポピュラープレイシングス
6.アメリカ（中国製）

1.LNR3410
2. 　 パッケージ：22×25.5×

6.5cm
4.8歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

対戦型戦略ゲーム
「スパイを追い詰めろ」
ピースで相手の通り道をブロック
し、どこにも進めないように封じ
込めることができれば勝ちです。 
集中力や判断力、先をよむ力を育
てます。

1.LNR9279
2. 　 パッケージ：21.5×21.5×

6cｍ
4.6歳頃～
5.ラーニング・リソーシーズ
6.アメリカ（中国製）

1.HQ493
2. 　 パッケージ：14×9.2×5cm
4.8歳頃～
5.ヘルベティーク
6.スイス（ポーランド製）

1.RT22
2. 直径15cm
3.ABS樹脂
4.9歳頃～
5.リーセントトイズ
6.オランダ（中国製）

1.HQ691
2. 　 パッケージ：14×9.2×5cm
4.6歳頃～
5.ヘルベティーク
6.スイス（ポーランド製）

アイトラックス
「瞬間視対戦ゲーム」
２つのキューブを1本でつなぐ通
り道を見つけ、手持ちのキューブと
バーで一番早く再現できた人の勝
ちです。正解を見つけ出すために、
集中力と瞬間視の力が試されます。

シックススティックス
4本～6本の赤いバーを使い、バー
の移動回数「2回」以内でつくる図
形の数を競うゲームです。左右どち
らかの軸を固定したまま回転する
「ピボット」の活用がポイントです。

数字ロジックパズル
「アイコゾク」
正20面体の数字ロジックパズル。
12カ所の頂点に１から１２の数字
を取り付け、その数字を取り囲む
三角ピースの黒点の数の合計が、
その数字と合うようにすべての面
を完成させるパズル。

カラーフォックス
順番にカードを出し、同じマッチの
色があれば隣り合うように並べま
す。マッチ棒が1本完成すると、ポ
イント（木製の棒）がもらえ、もっ
とも多くのポイントを集めた人が
勝利です。

12マスの交通整理
スライドパズル
「ガソリンスタンドへ
急げ！」
車、給油機、サービスス
テーションをスライドさせ、
本体裏側の図柄と同じ配
置になるように動かすパ
ズルです。いつでもどこか
らでもスタートできます。

1.PPT70501
2. 16.5×12.7cm
3.ABS樹脂
4.8歳頃～
5.ポピュラープレイシングス
6.アメリカ（中国製）

交互に、ブロックピースでブロックさ
れていない橋を通ってスパイピース
を移動し、ブロックピースを好きな場
所にひとつ置きます。

交互に移動し相手のスパイピースを
追い詰めて、どこにも移動できない
ようにすれば勝ちです。

1 2

P162     LNR3410

ゲームカードに描かれた無数の道の
中から、2つのキューブを1本でつな
ぐ正解の道を見つけます。

正解の道を見つけたら、手持ちの
キューブとバーを使って一番早く再
現した人の勝ち。

1

P163     HQ493

2

上下左右いずれかで、色がつながる
カードを並べれば、その色のカラース
ティックをゲット！

色の合わないカードを置くことは、で
きません！もっとも多くのカラース
ティックを集めた人が勝利です。

1

P163     HQ691

2

P163     HQ493
自分が持っているカードのいずれか
の中から、毎回「2回」までの移動で
変形させてできるものを選びます。

カードに描かれたかたちを作ること
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2. 　 ボード直径：18cm、チーズの

ブロック：一辺が3.5cm
3.ABS樹脂
4.8歳頃～
5.ポピュラープレイシングス
6.アメリカ（中国製）
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おとなも夢中の
パズルゲーム
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黄色の数字ピースを、12個ある頂点
の好きな位置にランダムにはめます。

三角ピースのドットが、黄色ピースの数字
と合うように並べ、12個すべての頂点と三
角ピースのドット数の合計が合えばクリア！
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キッズキャンプの活動を通して、現代の
子どもたちに、どのようなことを伝えた
いと思っていらっしゃいますか？

　父親がスキー界の草分けでしたので、僕は子どもの頃か

ら、冬はスキー、夏は山歩きや海遊びをしながら育ちまし

た。大人になって思い返すと、自然の中で遊んだ体験が一

番おもしろかった。その楽しさを子どもたちに伝えたいと

思ってきました。もうひとつは、チャレンジ精神。勉強する

ときも、将来仕事をするときも、チャレンジ精神があるか

ないかで、そのスケールがまったく変わります。

　子どもたちにとって山を登るということは、すべて未知の

体験です。ちょっとしたスリル、危険というものを感じなが

ら、そこへ飛び込んで、切り抜ける。すると、自然の厳しさの

なかで、子どもの我慢強さというものが生まれてくる。それ

がチャレンジ精神を養う一番の原点になると思っています。

　運動能力をつけるには山の中を走るのが一番いいんです。

山道を走るのは非常に危ないんですけどね（笑）。細い道を

走ると、木も草もどんどん通り過ぎていく。その楽しさは

たまりません。自分の足元の感覚、全知全能を使って走る。

これはグラウンドを走るのとは意味が違います。それに近

いことを、キッズキャンプのなかで

あそびとしてずっと続けています。

　今の子どもたちは、家にいると

ゲームばかりピコピコやっている

でしょう。そこから離れるには、子

どもたちをみんな自然に返して、

山を歩き回り、走り回るのが一番

です。そういうことが、我々の子ど

もの頃よりももっと必要な時代で、

教育の大きなバックグラウンドに

なると思いますね。

Q1 自然を体験する前と後では、子どもた
ちにどのような変化が見られますか？

子どもにとって自然体験は、どのような
意味をもつとお考えでしょうか。

　わずか1週間のキャンプでも、行く前と行った後では違い

ますね。山を歩くと、辛いこと、苦しいこともいっぱいあり

ますから、僕たちはあれをやり遂げたんだ、という自信が

態度に現れてきます。キャンプ生活は、人間の暮らしの原

点に近いものですから、最初のうちは、水洗トイレでないこ

とを嫌がる子もいたりします。今までに経験したことのな

い生活スタイルのなかで過ごすので、最後の方になると、み

んなたくましくなっていくんですね。親から見ると、短期間

でずいぶん成長したという感じがするでしょう。

　最近は、衛生に気を使いすぎる家庭が増えていますが、

それがかえって人間のもつ免疫力を落としてしまうんです。

自然の中には細菌類がいますし、山を歩いたり岩に座っ

たりすれば、どんなに気をつけても汚れます。キャンプは

免疫力を高める、つまり丈夫な体をつくるという意味でも、

非常に大きな意味をもっているんです。

　自然という大きなスケールのなかに子どもたちが飛び

込んで、その多様な変化を感じながら遊び回るというこ

とは、子どもたちの体育と脳育の両面の発育につながる

と思っています。学校の勉強やスマホの情報に比べて、自

然から得る情報量は、ひと桁もふた桁も違うんです。ほ

んのちょっと山道を歩いただけでも、気温、匂い、木の

葉が揺れた、あそこに虫がいる、雲が流れた、と無数の

自然の変化、情報を体で経験できます。それが子どもた

ちの感覚・感性を大きく育ててくれると思っています。ど

うしても人間のつくった機械では、その範囲を超えられない。

自然は、それをもうひとつ飛び越えた想像力につながって

いきます。自然のあそびというものは、われわれが想像する

以上に、そういった要素がある気がします。

　たとえば、マイクロソフトのビル・ゲイツも、子どもの頃

からずっと今でも、スキーをしたり、山登りをしたり、海に

潜ったり、あらゆる自然のあそびを徹底してやっているんで

すね。普通の人が思いつかない、次の時代をリードするよ

うな想像力をもつ人は、子どもの頃から冒険的なことをくり

返し、それを楽しみながら、最後は命がけでチャレンジする、

というところまでやっているわけです。そういう自然の中で

遊んだ体験の深さが、勉強したレベルのもうひとつ先にあ

る何かを見いだせる要素になっているのだと思います。

Q2 Q3

三浦さんご自身も、80才で史上最高令
でのエベレスト登頂を成し遂げるなど、
つねに挑戦されていますが、その原動
力は何ですか。

　僕は50代のときに、自分のやりたいことはすべてやった

と思って、一度はリタイアしたんです。世界中を飛び回って、

エベレストに登ってパラシュートで降りたりして、やれやれ

これで僕の人生は終わったと思った。その途端にどんどん

体力も気力も落ちていきました。原因は飲み過ぎ、食べ過ぎ、

運動不足。ついには生活習慣病になってしまいました。す

ると、それが悪循環になって、自分の行動範囲や考え方ま

でが狭くなる。いよいよ心臓発作を起こしたり、糖尿病に

なったりした段階になって、このまま死んでもつまらないな、

と思うようになったんです。

　こうなった大元の原因は、生活習慣だけでなく、目標を

失っていたことだと気づきました。それで、できるかできな

いかはわからないけども、もう一度エベレストに登ってみよ

うと思ったんです。そこから、人生がまた新しくリセットさ

れました。すると、もうひとつ先が見えてくる。ひとつの山

に登ったら、もうひとつの山がある。今度はあそこに行こう、

というかたちで、どんどん次の目標につながっていくんです。

　今、僕は85才なのですが、来年はヒマラヤ山脈の8,201m

のチョ・オユーという山に登って、そこからスキーで滑降しよ

うと思っています。心臓に持病があるので、外界ではよくて

も、空気の薄い厳しいところに耐えられるのかという問題

はあります。それでも、できるかできないかギリギリのとこ

ろに目標を定める。もしだめだった場合は、どうしたらでき

るのかを考え直す。人はいろいろな経験を重ねてくると、今

の年代でできる限界がわかるようになりますから、僕はあ

る意味、人類の限界のその上を目指しながら、山をひとつず

つ越えていこうとしています。

Q4

OPINION 3

世界的な冒険家、三浦雄一郎さんは、その冒険スピリットを

子どもたちに伝えるために、キッズキャンプを実施。自然遊び

の体験が、子どもにどんな力を与え、その成長にどう影響する

のか、ご自身の体験とともに語っていただきました。 

 三浦雄一郎さんに聞く

自然の力が子どもの
体と脳を育む

三浦 雄一郎 　
（みうら ゆういちろう）

1932年10月生まれ。プロスキーヤー、登山家、冒険
家。富士山直滑降、エベレスト大滑降など、数多くの
偉業を達成。80才7カ月で3回目のエベレスト登頂
に成功し、史上最高令のエベレスト登頂者となる。

近年開催されたキッズ・スキーキャンプの様子。

2013年5月23日、史上最高令のエベレスト登頂を果たした三浦さん。

第1回アラスカ少年少女キャンプ（1978年頃）

キリマンジャロに登頂した三浦家の家族写真（1981年）
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ボーネルンドはあそび道具の提供、あそび環境の創造からメンテナンスまで、
「あそび」について総合的に取り組んでいる世界で唯一の企業です。
その活動を支える、3つの主な取り組みをご紹介します。

ボーネルンドの事業内容

あそび環境の研究・開発

あそび場の開発・運営

世界のあそび道具の販売

3

創業以来40年にわたり、あそび環境の研究、企画開発か

らデザイン、メンテナンスまで、トータルに手がけています。

施設の種別や目的に応じて付加価値をつけて提案を行い、

これまで日本全国の幼稚園や保育園、公園や商業施設な

ど、35,000カ所以上にのぼるあそび環境を実現してきま

した。室内環境の他、公園や園庭・校庭などの屋外遊び

場も手掛け、新たな場所に日々あそび場をつくっています。

あそび場の実績は今号でも多数紹介しています。詳しくは

カタログ内EXAMPLE掲載記事をご覧ください。

ボーネルンドが独自に開発した親子の室内あそび場は全

国20カ所以上展開している「キドキド」に加え、公園の中

の新しいあそび場「プレイヴィル」、乳幼児向けのあそび場

「トット・ガーデン」が新たに誕生しました。世界各国の最

新の遊具や五感を刺激する仕掛けで楽しめるのはもちろ

ん、常駐のプレイリーダーやプレイサポーターがあそびの

ヒントを提供して成長を応援。あそび場づくりや大型遊

具購入の参考に、場内もご見学いただけます。（予約制）

北海道から九州まで、全国のボーネルンドショップでは、

インストラクターによるあそび道具販売のほか、子育てや

あそび、教育に関する情報発信を行っています。また雑貨

店、ベビー用品店、電気量販店、書店などへの卸売りを通

じ、より身近な場所でご購入いただけるようお客様との対

話の機会を増やしています。フラッグシップショップやあ

そびのせかい各店舗では、あそび環境づくりのご相談も

承ります。

他、店舗情報はボーネルンドウェブサイト内
ショップページをご覧ください。

あそび場をご利用されるお子様の年令など、状況
に応じて最適なあそび道具をご提案します。

キドキド
こころ・頭・からだの全部を使い、家では体験できないスケール
で思いきり遊べる室内あそび場です。天候に関係なくいつでも遊
べる場内では、体遊びやごっこ遊び、組み立て遊びなど、赤ちゃん
から小学生まで年令に応じたあそびが楽しめます。

プレイヴィル
屋外遊びゾーンと屋内あそび場が融合した、公園の中の新しいあ
そび場。草花や砂、水を使った自然遊びが体験できます。アート
の部屋では絵の具などのクラフト材料を使った自由な表現遊び
を楽しめ、ワークショップも開催しています。

トット・ガーデン
未就学児までが楽しめる場内は、乳児と幼児とで遊ぶゾーンが分
かれており、親子でゆったりと遊べる空間です。授乳室など赤ちゃ
んとのお出かけに嬉しい設備もあり、子育て中の大人も来るたび
にほっとできるあそび場です。

子どもの意欲を引き出し、年令に応じたあそびを楽しめる屋外遊具もご提案し
ています。

体遊び、組み立て遊びなどあそびの種類によって分かれたゾーンで、おすすめの
あそび方をプレイリーダーがご提案します。

四季折々の自然の表情が楽しめる、屋外遊びゾーン。自然と触れながら、自由
に遊ぶことができます。

場内には、月齢ごとに楽しめる遊具や仕掛けが盛りだくさん。一緒に遊びなが
ら、大人もリフレッシュできる空間です。

世界各国100社以上のメーカーから厳選した遊具が並び、実際に手にとりな
がらお選びいただけます。

ベビー向けの生活道具やギフト向け遊具がそろう「Hearten-up�Gif t�
Store」や頭脳を使う世界の遊具を集めた「ブレイニーストア」など、コンセプト
の異なる店舗も展開しています。

1

2
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創業以来、これからの子どもたちにどのような「あそび」が必要なのかを
日々考え、私たちは歩み続けてきました。未来を担う子どもたちの健やかな
成長を、大人や社会が真剣に考えなければならないという社会的使命のも
と、その時代に必要な「あそび」を提案し続けます。

ボーネルンドのあゆみ

1977

01

● ボーネルンドグループ創業

1979 ● 屋外用木製遊具の輸入販売業として 
株式会社コンパンプレイスケープ設立

1981 ● 株式会社ボーネルンドを設立、分社化

1982 ●「あそび」に関するボーネルンド情報誌発行

1986 ● ボーネルンドショップ直営1号店 
大阪心斎橋にオープン

1989 ● ボーネルンドショップ原宿店（東京・渋谷） 
オープン

1995 ●コンパン遊具総合保守保障システム 
「株式会社コンパスサービス」設立

1997 ●「あそびの価値と環境デザイン展」東京にて開催 
3日間で3万人、500園来場

1999

02

●ユニバーサル・プレイシングの開発に着手

2000 ●ユニバーサル・プレイシングの本発刊

2001 ● ボーネルンド本店　旗艦店として 
原宿（東京・渋谷）にオープン

2002

03

● 北九州市「あそびのせかい」企画・運営 
（世界最大の室内型あそび場） 
2004.3までに60万人来場

2004

04

● ボーネルンド25周年記念写真集 
「地球は子どもの遊び場だ～ EARTH at PLAY」 
（世界文化社）を発行。

● 親子の室内あそび場「キドキド」と 
ボーネルンドショップからなる 
「ボーネルンドあそびのせかい」1号店を 
横浜みなとみらいにオープン

2005 ● あそび場をつくるプロ、 
教育者のためのマガジンカタログ 
「PLAYSCAPE-ボーネルンド世界のあそび環境の本」
発行

2007 ● 行政による子育て支援施設 
「前橋プラザ元気21」をオープン

2008

05

● 小学校校庭にあそび場を初プロデュース 
東京都・立教女学院小学校

2011

06

●東日本大震災の被災地支援を実施、 
郡山市施設「ペップキッズこおりやま」を 
プロデュース 
P92

2012 ● 新業態 
「頭を鍛える世界のあそび ブレイニーストア」を 
阪急うめだ本店にオープン

2013 ● 西日本の旗艦店 
「 ボーネルンドあそびのせかい 
グランフロント大阪店」オープン

●東日本の旗艦店 
「 ボーネルンドあそびのせかい 
マークイズみなとみらい店」オープン

2014 ● 発達障がい児向け施設を初プロデュース 
放課後等デイサービス・児童発達支援事業「クルール」
P27

2015 ● ギフト向け新業態 
「Hearten-up Gift Store」を 
ルミネ立川にオープン

● 公園の新たな可能性を示す新業態 
「ボーネルンド プレイヴィル」を 
大阪・天王寺公園にオープン

● 乳幼児と保護者のためのあそび場 
「ボーネルンド トット・ガーデン」1号店を 
埼玉・レイクタウンアウトレットにオープン

2016

07

● 商業施設内のワンフロア全体を 
初プロデュース「枚方-SITE」 
P24

● 子育てウェルカムステーション 
「H

ハグッド
UGOOD T

タカイシ
AKAISHI」をプロデュース

● 子育て支援施設指定管理者として 
管理・運営スタート 
P62

2017

19
7
7 01

デンマークの大型遊具メーカー・
コンパン社との出合い

創業当時、子どもの権利や
あそびの大切さが根づい
た豊かなあそび環境があ
るヨーロッパの国々に比べ、
日本では鉄製の遊具が並ぶ
画一的な公園があそび場と
され、安全性についての考
え方も遅れていました。
この時出合ったデンマーク・コンパン社の遊具は、かつて子ども
たちが自然の中で体験していた「多様なあそび」ができるよう願っ
てつくられた遊具であり、ヨーロッパでは公園以外にもさまざま
な場所に「プレイスケープ（あそびの景）」として広がっていました。
このことに感銘を受け、「遊具や玩具の開発にもっと子どもの成
長のためという視点を持ち、あそびを通じて子どもの健やかな成
長を応援したい」という願いから、子どもが思いきり遊べる環境
づくりの研究をスタートしました。

19
9

9 02 少子高齢社会を見据えて

少子高齢化が進むなか、高齢者・障が
い者に対し、元気でいきいき暮らすた
めのサポートをするヨーロッパの考え
に着目しました。そしてこの年、ユニ
バーサル・プレイシング（シルバー遊具）
商品の開発をスタート。対象年令「0 ～
99才」というあそび道具は、後の「頭
を鍛える世界のあそび」をテーマにした
「ブレイニーストア」の誕生にもつながっ
ています。

ユニバーサル・プレイシングの本

2
0
0
4 04

ショップと室内あそび場を
組み合わせ、子育てをサポート

委託事業だった北九州市「あそ
びのせかい」の成功を受け、日
本の子どもたちの「時間、仲間、
空間」不足の解消を目標に、ボー
ネルンドショップと屋内あそび場
「キドキド」からなる施設を横浜
みなとみらいにオープンしまし
た。あそび場であるだけでなく、インストラクターやプレイリー
ダーの存在によって保護者の子育てのサポーターとしても役立て
る場となり、店舗は全国へ広がっていきました。

みなとみらいのあそびのせかい1号店

2
0
0
8 05 教育現場への研究応用で実績

立教女学院小学校の校庭リニュー
アルに伴い、「体を動かすあそびと
コミュニケーションを促す校庭」
を提案し、プロデュース。成長段
階や体力に応じた体の動きを引き
出すことを目指したあそび場では、
「異年齢交流が盛んに行われる」
「休み時間に充分体を動かすので授業中の集中力が増した」などの反
響がありました。現在、ボーネルンドのあそび場は全国の小学校にも
広がっています。

立教女学院小学校

2
011 06 東日本大震災と子どものケア

震災後、被災地の子どもたちは
屋外の行動が制限され、あそび
のための「時間、仲間、空間」が
激減。原発事故の影響を気にせ
ずに遊べる環境づくりが急務と
なりました。海外メーカーと協力
し、被災地の避難所や幼稚園・
保育園を巡りながら遊具の寄贈を実施。行政や医師会と連携し、
期間限定の室内あそび場設置やプレイリーダー派遣を行い、あそ
びを届けました。福島県郡山市では、地元の大手企業の全面協力
のもと「ペップキッズこおりやま」をオープン。現在もあそびを通
じて子どもたちの成長を支援し続けています。

2
0
0
2 03 大型屋内あそび場施設の黎明期

子どもの運動能力やコミュ
ニケーション能力の低下か
ら、あそび環境の大切さを
強く感じていた頃、北九州
市の依頼により屋内あそび
場の企画運営を実施。1年
以上かけて世界各地のあそ
び環境を調査し、7,000㎡
という世界最大級の室内あ
そび場をつくりました。運動遊びのほか、砂場やままごと遊び、考
える遊びなど多様なあそびを盛り込んだ会場には、オープン期間
３カ月間で想定を大きく上回る36万人が来場し、会期は1年8カ
月に延長されました。

北九州市のあそびのせかい

2
016 07

子育て支援施設指定管理者として
管理・運営をスタート

室内あそび場事業やあそび場
開発のノウハウを活かし、プロ
デュースした子育て支援施設
「H

ハ グ ッ ド

UGOOD T
タ カ イ シ

AKAISHI」の 指
定管理者としてあそび場の管理、
運営をスタート。ボーネルンドの
あそび環境づくりは「子育て世
代を呼び込み、地域活性化につながる」と自治体から注目を集め、
実績は全国へと広がっています。今後も全国の行政と協業し、あ
そび場を核とした子育て世代にやさしい環境づくりを進めます。

H
ハ グ ッ ド

UGOOD�T
タ カ イ シ

AKAISHI
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地球儀
積み木

テーブル

手押し車
ドールハウス

時計
ぬいぐるみ

布絵本

布製遊具（ベビー向け）

ネジ遊び

ねんど遊び

乗り物（屋外向け）

パーテーション

ハイチェア

パカポコ
パズル（紙製）

パズル（木製）

タイニートット・アクティビティコースキット
タイニートット・ベンドキット
タイニートット・リトルトンネルキット
タイニートット・ビッグウェーブキット
タイニートット・プラットフォームキット
タイニートット・ビッグコーナーキット
LED�ライトアップ地球儀
オリジナル積み木�Ｍ
オリジナル積み木�S
オリジナル積み木�カラー
システムテーブル�アーチ�（白木）�
システムテーブル�台形�（白木）�
システムテーブル�長方形�（白木）�
システムテーブル�半円�（白木）
コーヒーテーブル�
サイドテーブル�
ベビーウォーカー
マイドールハウスセット
壁掛け時計�不思議の国のアリス
sweety�ラージサイズ�いぬ
sweety�ラージサイズ�かえる
sweety�ラージサイズ�カンガルーのおやこ
sweety�ラージサイズ�ぞう
ファーストパペットブック
手あそび絵本�ボールはどこへ？
かえるのラトル
きりんのラトル
ぞうのラトル
どこでも手あそび�カンガルーのおやこ
アニマル・トレイン
アニマルボーリング
お花のいない・いない・ばぁあそび
どこでも手あそび�さかなのおやこ
赤ちゃんブロック
テクニコベーシックキット
ビルダーキットテクノツールボックス
ベーシック・エクスペリメントセット
ボッシュ�ミニワークセンター
かんてんネンドStudio�4色セット
かんてんネンドStudio�8色セット
かんてんネンドStudio�単色�
ベーキングセット（ねんど型）�各種
ボビーカー�クラシック
わんぱくランナーS�
ワンパク三輪車M
ワンパク三輪車S
わんぱく二輪車�
スイングカート
ツインタクシー�
わんぱくV字スクーター
わんぱくカート
ワンパクスクーター�
わんぱくタクシー�
わんぱくトラック�
ファンカート
ペリカンデザイン三輪車�Ｖハンドルアカ
ペリカンデザイン三輪車�Ｖハンドルカラー�荷台付き
ペリカンデザイン三輪車�丸ハンドル黄
バリアキット・ファンタジー�スクエア・エリア
バリアキット・ファンタジー�レクタングラーエリア
バリアキット・ファンタジー�コーナー・オープン
バリアキット・ファンタジー�コーナー・グリーン
イグルー･アームチェア
イグルーチェア用クッション
イグルー落下防止バー
イグルー落下防止バー�(トレー付き）
キッドヒットナチュラル
キッドヒット用クッション�
パカポコ�各色
2ピースパズル・ジャングルアニマル
ジャイアント・ロードパズル・タウン
ファーストステップパズル�どうぶつ
マッチ＆カウント
リバーシブルパズル・リトルバス
ワールドマップ�パズル
キュービックパズル�モザイクホワイト�各種
乗り物パズル�10種セット
パズル�「美しい森」（秋～冬）
パズル�「美しい森」（春～夏）
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収納ケース

収納棚

食材

食器

寝具

身長計

STEM（ステム）シリーズ

ZOOB（ズーブ）シリーズ

スコジム

砂遊び道具

スライドパネル

ソファ

ソフトソーサー
そり

タートルキディバス

リルー・ボックスセット�（フタ・キャスター付き）
ルナ・ボックスセット�（フタ・キャスター付き）
カメレオン・アイランドセット
カメレオン・ジャイアントウォールセット
カメレオン・ダブルボックス��（足つき）
リルー・ボックス
ベカ・カップボード
ハウス･ストレージユニット
おでかけバーベキューセット
朝食・昼食・夕食セット
ビッグ･ハンバーガーセット�46ピース
フードセット�64ピース
フロスティデザートセット
ボーネシェフ�フルーツ＆ベジタブル
お出かけミルクコンテナ
スナックプレート�
ベビーマグ�
ベビー用ソフトスプーン（2個入り）�各色��
ランチプレート��
キッチンプレイセット
グリーンガーデンブレックファーストセット
朝食セットスペシャル
新生児スリーパー
ベビーまくら�15°
ベビーまくら�プティ・パンダ�Air＋
身長計�ゾウ・キリン・ツリー
身長計�ピンクのお花
身長計�海の中
STEMシリーズ�実験！はこぶ道具のしくみ
STEMシリーズ�実験！磁石のふしぎ
STEMシリーズ�実験！動きとちからのしくみ
STEMシリーズ�実験！浮力のふしぎ
ZOOB（ズーブ）125ピース
ZOOB（ズーブ）250ピース
スコジムキット�41ピース
スコジムキット�46ピース
スコジムキット�49ピース
マキシスコジムキット
マキシミックススコジムキット
ミニバイキング二輪手押し車
ワンパク一輪手押し車
クマデ�各色
スーパータフ･バケツ�各色
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スナフルイ�各色
１００ピース砂遊びセット
サンドミル�トラック付き
スタッキングビーカー
砂型４個セット�
スライドパネル�イルカとオットセイ
スライドパネル�かにのおうち
スライドパネル�みつばちとくま
スライドパネル�もりのかくれんぼ
ラージチェア・スクウェア
ローチェア・コーナー
ローチェア・スクウェア
ローチェア・長方形
ローチェア・バックレスト
ローチェア・ラウンド
大人用ベンチシート
クラブシリーズ・ソファ�コーナーキット��
クラブシリーズ・ソファ�ベンチシートキット�
クラブシリーズ・ソファ�ラージコーナーキット
クラブシリーズ・ソファ�ラージソファキット�
カブリオ・アームチェア
カブリオ・フットレスト
カブリオ・ラウンジセット
ネイチャー・アイランドシート
ネイチャー・スモールコーナーセット
ネイチャー・ベンチ
ネイチャー・ベンチ（背もたれ付き）
イージークリーン�カウチ�アオ
イージークリーン�チェア�アカ
ソフト�ソーサー各色
ボブスレー�79cm��(ブレーキ付き）各色
キャノピー（2人用屋根）
タートルキディバス（6人乗り）
レインカバー
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アバカス

イス

色遊び

インテリア

インフォメーションボード

ウィマー・ファーガソン

ウレタンベンチ

ウレタンマット

エア系遊具

エプロン
大型ブロック

大型遊具

おきあがりこぼし

お世話人形

オルゴール
カーペット

数遊び

かたち遊び

木のアバカス�10連�
アバカス�5連L-10
アバカス�5連S-10
アバカス�5連L-20
アームチェア�「トビー」(白木）
チェア�「トビー」(白木）・（カラータイプ）
カラーズ・イン・サークル
OCTONS（オクトンズ）
オブジェ「トーテム」
カタコトトレイン（ナチュラル）4連
カラコロツリーL
カラコロツリーS
バヨのノアの方舟
ひつじのスタッキング・ゲーム
インフォメーションボード�太陽と雲
インフォメーションボード�ハウス
ウィマー・ファーガソン�モビール
ウィマー・ファーガソン�ハンギングトーイ
ウィマー・ファーガソン�プレイマット
ウィマー・ファーガソン�アクティビティブック
ウィマー・ファーガソン�ソフトブロック
ウレタンベンチ�ウェーブ
ウレタンベンチ�台形�
ウレタンベンチ�ブッシュ
ウレタンベンチ�波
ウレタンマット�サークル1/4�各色
ウレタンマット�正方形��各色
ウレタンマット�長方形��各色
TRAXGELマット®
サイバーホイール
サイバーホイール用バンク
ブロアー
マルチファンクショントンネル
エアステップセット
エアトラック
エアトラック・トレーニングセット
エアフロア
エアトラック(常時送風型）
エアトラック用ステップ
エアトラック用スロープ
送風機�カバー込み
エアキャッスル（常時送風型）
お食事用エプロン�各色
ビッグ・ブロックセット�105ピース
ビッグ・ブロックセット�55ピース
ミディアムブロックセット�100ピース
アクティビティー･ジープ
アクティビティー･ジープ用クッション
キャプテンシップ
タウンカー
マジックマン
小鳥のおきあがりこぼし（青/ナチュラル）
お世話人形�ベビー・ステラ
ベビー・ステラ�おでかけベビーカー
ベビー・ステラ�ステラとおでかけセット
ベビー・ステラ�お花のだっこひも
ベビー・ステラ�ミルクの時間
ベビー・ステラ�ゆりかごベッド
ベビーオルゴール�くま/ひつじ
オーバル�カーペット�
クラスルーム�カーペット
3Ｄプレイカーペット・ビッグシティ�
3Ｄプレイカーペット・マイタウン
アルファベット�アクティビティカーペット�
リーディング�アクテビティカーペット�
カラーステップ
ニューマグネットナンバーゲーム
リングタワー
ピエロのびっくりはかり
フラッシュカード�各種
ラーニングクロック
ラップアップ�各種
シェープス&カラーズ
ビルド・アップ・キューブ
マグネティック�マイティーマインド
マッチング･ペアーズ
ラーニングブロックス�360°
カタチを当てよう！背中にスケッチ
線でお絵かき！ピクチャー・ライン・アート

75
144
144
144
39
39
143
153
60
60
60
60
60
60
50
50
66
70
70
70
70
58
58
58
58
108
108
108
109
96
97
97
97
98
98
98
98
100
100
100
100
101
87
110
110
110
41
41
41
41
69
72
131
131
131
131
131
131
66
44
44
45
45
45
45
144
144
144
145
145
145
145
142
142
142
142
142
143
143

き

く

け

こ

さ

し

観察道具・実験道具

楽器

汽車あそび

キッチン

ギア遊び
クアドロ

クーゲルバーン

ゲーム

工作・手芸

言葉遊び

サイコロ

魚つりパズル

シーソー

ヘキサカス
顕微鏡セット
ジャンボ虫めがね�各色
のぞいてみよう！マイ・ファースト顕微鏡セット
測ってみよう！マイ・ファースト計量セット
オーシャンドラム
シロフォン（鉄琴）
タンバリン
ファースト・ミュージックセット
ベビードラム
ミニレインボーメーカー
ミュージカルスツール�
ジャイアント・レールパズル
ボーネエクスプレス�ビッグブリッジ・タウン
ボーネエクスプレス�マイ・リトルビレッジ
キッチン・ユニットセット
ボタニカル・キッチンセット
ミニ・キッチン
ミニ・キッチンセット
ミニ・シンク
ミニ・食洗機
ミニ・洗濯セット
ミニ・冷蔵庫
木製キッチン・コーナーユニット
木製キッチン・コンロ
木製キッチン・食器洗い機
木製キッチン・シンク
木製キッチン・ユニットシンク
木製キッチン・冷蔵庫
キッチンセンター
カラフルギア
クアドロ�スライドカーブ
クアドロ�モジュラースライド
クアドロ�ユニバーサル
クーゲルバーン�トドラー�各種
クーゲルバーン�ビーン
クーゲルバーン�ミュージック
はじめてのボール転がし
バヨのマーブルラン�3タワー
クアドリラ�ビー玉キャッチャー
クアドリラ・スピードウェイセット
クアドリラ・ツイスト&レールセット
クアドリラ・ベーシックセット
クアドリラ・ミュージック拡張セット
クーゲルバーン�クライン�トリヒター�カーブセット
クーゲルバーン�クラシック�ラージ
クーゲルバーン�チャイム�ラージ
クーゲルバーン�トリヒター�ラージ
クーゲルバーン・チャイム
イタズラおさるのバナナ争奪ゲーム
ショッピングリスト
タイム･ゲーム
バス・ストップゲーム
マッチングゲーム�Pizza,�Pizza!
モンスターをさがせ！
三匹のこぶたゲーム
アイトラックス「瞬間視対戦ゲーム」
カラーフォックス
シックススティックス
対戦型戦略ゲーム「スパイを追い詰めろ」
アート＆クラフトＢＯＸ
ジュエリー・クレヨン
プラッシュクラフト・クッション�うさぎ
プラッシュクラフト・クッション�ハート
かなつみき
テルミー・ア・ストーリー�
テルミー・ザ・ピクチャー
アルファベットであそぼう�マッチ＆スペル
アルファベットフラッシュカード
ピクチャータワー�アルファベット
英語で学ぼう「アルファベットを書こう」
英語で学ぼう「ストーリーづくり」
英語で学ぼう「ライム�ソーティングハウス」
サイコロ�300mm�各色
サイコロ�400mm�各色
サイコロ�500mm�各色
魚つりパズル
魚つりパズル用つりざお
ゆらゆらシーソー�ワニ

153
149
149
149
149
137
137
137
137
137
137
137
133
133
133
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
130
153
106
106
106
43
43
43
75
75
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
161
161
161
161
161
161
161
163
163
163
163
157
157
157
157
146
146
146
147
147
147
147
147
147
113
113
113
138
138
77

商品名インデックス

アイテム アイテム アイテム アイテムページ ページ ページ ページ

INDEX

170 171



ひ

ふ

へ

ほ

ま

み

パズルゲーム

ハマビーズ（アイロンビーズ）

パラシュート

ピックアップパズル

ひも通し

ブーバブルーン
プッシュトーイ

プラスチック遊具（車）

プラスチック遊具（ベビー向け）

フラットフープ
プルトーイ

プレイウォール

プレイテーブル

プレイハウス

ブロックモジュール

プロテクター

ベッド

ボール

ボールプール

ボブルス

本棚

マーケット

マグ・フォーマー

マグビルダー
マット（あそび環境向け）

マット（ベビー向け）

マルチリラックス
水遊び

中を見てみよう！�2層パズル�6種セット
人体パズル�女の子
人体パズル�男の子
12マスの交通整理スライドパズル「ガソリンスタンドへ急げ！」
クレイジー・キャンプ・パズル
みんなで笑って、はいチーズ！
数字ロジックパズル�「アイコゾク」
Sビーズバケツセット
ハマビーズ�グループパック
ハマビーズ�色分けできる!12種の基本ビーズボックス
ハマビーズ基本セット（インスピレーションブック付き）
Sビーズボード･ディスプレイセット（75枚セット）
Sビーズスモールギフトボックス�各種
Ｌビーズ�スターターキット
Ｌビーズ�ビーズタブ�各種
Lビーズ�ブリスターパック�各種
Lビーズ�ボード･ディスプレイセット（38枚セット）
Lビーズ�ミックスカラーボックス�各種
パラシュート（12ハンドル/8ハンドル）
パラシュート�スター（10ハンドル）
パラシュート�ターゲット（10ハンドル）
ピックアップパズル�バラエティ
ピックアップパズル�動物園
ファースト�シェイプパズル
ファーストパズル�てんとう虫
六角形パズル「かえる」
六角形パズル「カラードット」
ジャイアントビーズL
スーパーひもとおしセット
ビーズゲーム
透明ジャイアントビーズS
動物のひもとおし��Ｍ
動物のひもとおし��S
ブーバブルーン�カラフルドット
プッシュトーイ�カラフルラトル
プッシュトーイ�ダック
プッシュトーイ�レインボーフラワー
ダンプカー
ブルドーザー
マイリトルタウン�ガレージ
テディベア・チェーン
4色の音あそびドーナッツ
エッグシェーカー�各色
ベビーマラカス�各色
アクティビティーケース
ツイン・ラトル
テディ・ゴーラウンド
テディ・トリプル・ティーザー
ひまわりラトル
ベビーカー
ベビーミラー
ハンプティダンプティローラー
ピョコピョコ
ベビーカメラ
ロック・アップ・ガレージ
ロックブロック
ベビーブロック�デイジーボックス
フラットフープ（6本組）�各種
マックス
うさぎのプルトーイ
カラフルプルトーイ
ウォールゲーム�ドミノチャイム
ウォールゲーム�ドミノホイール
ウォールプレイ�ウェーブ
ウォールプレイ�グリーンジグザグ
ウォールプレイ�ジグザグステップ
ウォールプレイ・アバカス
ウォールプレイ・ウォーター
ウォールプレイ・カーズ
ウォールプレイ・ギア
ウォールプレイ・ソフトトイ
ウォールプレイ・ドライバー
ウォールプレイ・フィッシュ
ウォールプレイ・ミラー
ピース入れ�波・城壁・ブッシュ
プレイウォール�石の塔
プレイウォール�木とお家
プレイウォール�シップ
キッズコーナー

プレイ・カウンター�A・B・C・D・E
ジオラマテーブル
足つきウォーター&サンドテーブル�56�cm/45ｃｍ
プレイハウス�トドラーキャッスル�New
プレイハウス�ベビーキャッスル
プレイハウス�センターツリー
プレイハウス�ドラゴンキャッスル
プレイハウス�マーケット
プレイハウス�ブラウンパレス
プレイハウス�マリーナ
ハウス・シングル
ハウス・ダブル�（キャンバス･ルーフ付き）
リーディング・ロック
ブロックモジュール�マウンテンキット
ブロックモジュール�アーチキット
ブロックモジュール�サーパンタイン
ブロックモジュール�ホイール
ブロックモジュール�リングキット
ブロックモジュール�バランスキット
コーナープロテクター・カラー
コーナープロテクター・ペンシル
ソフト・ウォールマット
コクーンベッド�マットレスパック
スタッキング・ベッド
スタッキングベッド用キャスター（4個セット）
しわくちゃボール�
アンバランスボール
サッカーボール�各色
スーパーボール�各種
ボールプール・トランポリン
ボールプール�リラックスキャビン
ボールプール�リラックスコーナー
80mmボール�各色（入数500個）
ボールプール�２カラー
ボールプール�ポット
ボールプール�ラージパーク
ラージコーナー�プール
ボブルス�ドーナッツ�
ボブルス�アリクイ（4個セット�）
ボブルス�イモムシ�
ボブルス�サカナ�
ボブルス�ゾウ�
ボブルス�チキン�
ボブルス�ワニ�
本棚�スライド
本棚�キャスターつき
マキシライブラリーコンテナ
ライブラリーキット･スモール
ライブラリーコンテナ
移動式アイスクリームワゴン
移動式マーケットワゴン
大きな屋根のマーケットカウンター
キャッシュレジスター
マーケットカウンター
マーケットスタンド
マグ・フォーマー�プレスクールセット180ピース
マグ・フォーマー�算数セット87ピース
マグ・フォーマー�ベーシックセット30ピース
マグ・フォーマー�ベーシックセット62ピース
マグ・フォーマークリエイティブセット90ピース
マグ・フォーマー正三角形12ピース
マグ・フォーマー正方形12ピース
マグ・フォーマーひし形12ピース
マグ・フォーマー台形12ピース
マグ・フォーマー五角形12ピース
マグ・フォーマー二等辺三角形12ピース
マグ・フォーマー六角形12ピース
マグ・フォーマー長方形12ピース
〈マグビルダー〉20ピース
オアシス･マット
ストレージ･マキシマット
ベビーシート・キット�ネスト
ベビーシート・キット�リング
スクエアモザイクマット�各色
ランディングマット
プレイネスト・ファーム
ボートのプレイジム
マルチリラックス�（ブラウン/エトワール）
フィッシュ・ホイール

139
149
149
162
162
162
162
158
158
158
158
159
159
160
160
160
160
160
120
120
120
138
138
138
138
139
139
141
141
141
141
141
141
120
76
76
76
119
119
133
66
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
75
120
69
72
75
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
49
49
40

40
42
52
31
31
32
32
32
33
33
51
51
54
104
105
105
105
105
105
50
50
50
85
85
85
112
113
113
113
101
102
102
103
103
103
103
103
79
79
79
79
79
79
79
36
36
54
54
54
128
128
128
128
128
128
151
150
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
151
153
82
82
82
82
108
108
66
66
84
69
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34
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74
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4
2
3
1
4
4
4
1
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3
1
1
4
2
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4
4
4
1
4
4
1
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アイテック
アクアプレイ
アトリエフィッシャー
アンビ・トーイ
イーブー

イヴィ
イマジネーション・プレイグラウンド
インビクタ
ウィンザー

ウェスコ

エアトラックファクトリー
エデュトーイ
オーチャードトイ
オーブ・ファクトリー
カデン・カデン

ガルト

キッド・メイド・モダン
キャンディード
クアドロ
クライン
グローバルプレイボール
ケルチェッティ

ゴイター
コールド
サーモベビー
ジェグロ
シギキッド

ジク
ジムワールド
ジョイトーイ

ズーブ
ダントーイ

テクニコ
ナターン

バヨ

ハリリット

ビッグ
ブーバブルーン
ベカ

ベルダック
ヘルベティーク
ボーネルンド・オリジナル

ポピュラープレイシングス
ボブルス
ボリー
ホルツクライグ＆スピール
マジックウッド
マルタハニング
マンハッタントーイ

ラーニング・ラップアップス
ラーニング・リソーシーズ
リーセントトイズ
レイクショア

レジャーラーニングプロダクト
ロアゾバトー
ロルフ
日立工機

ドイツ
スウェーデン
スイス
イギリス
アメリカ

トルコ
アメリカ
イギリス
デンマーク

フランス

オランダ
香港
イギリス
カナダ
ドイツ

イギリス

アメリカ
フランス
ドイツ
ドイツ
ハンガリー
イタリア

ドイツ
デンマーク
フランス
オランダ
ドイツ

ドイツ
韓国
オランダ

アメリカ
デンマーク

ドイツ
フランス

ポーランド

イスラエル

ドイツ
イギリス
ドイツ

ドイツ
スイス
日本

アメリカ
デンマーク
ドイツ
ドイツ
ポーランド
デンマーク
アメリカ

アメリカ
アメリカ
オランダ
アメリカ

アメリカ
フランス
オランダ
日本

152
117
135
68-69
60
145-147
45
110
145
88
114-116
41、47、50-57
80-83、85-86
102-105、107-108、120
127-129、137
98
149
133、140、147、161
157
43
155
66、70
153
157
84
106
152
103
75
152-153、157
76、86
100-101
87
141、144
42
66-67、71、87
132-133
150-151
40
74
153
77
118-120
129-130、133、156
152
41
142、146
60
72-73、75-76
67
137
77
120
31-40
126
149
163
42、46、48-50、58
96-97、100-101、108-109
129-130、133、135-136、138、146、154、156
153、162
79
112-113
47
60
158-160
66-67、70
131、145
145
128-129、142、145、148-149、163
162
44-45、58
147
142
59
139、143
97

メーカー（ブランド）名インデックス

アイテム メーカー(ブランド） 国 章ページ ページ

ミニチュア・カー

木製遊具（車）

木製遊具（ベビー向け）

木馬

モザイク遊び

木琴

モビール

モビール（ベビー向け）
リガールシステム

ルーピング

ルドキット

アクアセールボート
アクアプレイ�アクアワールド
アクアプレイ�ブリッジ＆ハーバー
アクアポンプ�Sサイズ
ジョーロ��各色
SIKU�WORLD�シティ
SIKU�WORLD�パーキングタワー
はたらく車セット
農場ではたらく車セット
車をはこぶトラック
ビーズカー（ナチュラル）
木のクルマ�(ナチュラル)
木のバス（イエロー）
木のビートル�各色
木の救急車
木の消防車
ウォバル
スクイッシュ
うさぎのプッシュトーイ（白）
プッシュトーイ�森のようせい（パープル）
プッシュトーイ�森のようせい（ピンク）
木のダックスフント
パステルカラーのスタッキング
スイング木馬
ロッキングホース
スティッキーモザイク�せかいの動物たち
スティッキーモザイク�プリンセスのものがたり
ファンタカラー600
おさかなシロフォン�各種
パレットシロフォン
ベビーシロフォン（オレンジ）
つむじ風のモビール�各種
フェアリーテール・サークル�各種�
空に浮かぶ風船�「Dream」
ミュージカルモビール�パラシュートベア
リガールシステム�アテネ�赤
ベカ・リガール�ダブルタワー
リガールシステム�プラハ�青
リガールシステム�リスボン�青
リガールシステム�ローマ�赤
ベカ・リガール・スペシャルキャスターつき
リガールシステム�A0221
キッズコーナー
スクィード
チャンピオン
ファニー
フリズル
汽車
ルドキット�”コンストラクション”

※国はメーカー所在国（地）です。生産地は異なる場合があります。
　詳細は遊具紹介ページをご覧ください。
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プレイスケープ 
メンテナンス サービス

安全に対する考え方

❶誤飲や破損の原因となるため、あそび環境には対象年令にあった遊具を選びましょう。

❷このカタログに掲載の遊具は一部の商品を除き、屋内で保護者や監督する大人がいることを前提につくられた遊具です。
　誤った使い方をすると、破損や事故の原因となるため、ご利用の際はご注意ください。

❸遊具の劣化や交換時期は使い方や利用人数・期間によって異なります。
　劣化したまま利用を続けると事故のもととなるため、定期的なメンテナンスやお買い替えをおすすめします。

安全に遊ぶために

リスク
ワクワクしたあそびの要素のひとつとなるリスク。子どもはあそび
の中で小さいリスクへの対応や経験を積み重ねることで、自分の力
でどこまでできるのか、この先どんなことが起こるのかを判断し、事
前に危険を予測して事故を回避できるようになります。

ハザード
ハザードとは、あそびが持っている冒険や挑戦といった「あそびの
価値」とは関係ないところで、事故を発生させる恐れのある危険性
です。突然の故障など、子どもが予測できず、どのように対処すれば
いいかわからない危険性は、リスクへの挑戦とはならず、重大な事
故につながる場合があります。

あそび環境を考えるうえで、安全性の確保と子どもの成長に必要
なチャレンジという、一見相反するものを両立させることは、とても
重要なことです。あそびにおける危険性を、子ども自身が避けられ
る危険「リスク」と避けられない危険「ハザード」に分けて考える必
要があります。能力に合わせてリスクに挑戦することで、困難を克服
し、その達成感が成長の源泉となります。あそび環境や遊具につい
て考える際は、成長のきっかけであるリスクの価値を大切にしつつ
も、重大な事故につながる危険性があるハザードを大人が分析し、
徹底的に排除する必要があります。

リスクとハザードの考え方

統一規格（EN71）について
EU圏における玩具の統一規格はEN71に定められています。ENは
European�Norm(欧州基準)の頭文字です。このEN71において
玩具の安全性を以下の点で規制しています。

機械的及び物理的性質、可燃性、特定成分の移動、科学実験器具及
び関連の製品、実験器具以外の化学玩具、年令警告表示のための
図形記号など

ボーネルンドが輸入販売する商品は、EU圏以外のものであっても、
CEマーキングされた商品であることを前提としています。

食品衛生法について
対象年令6歳未満の取り扱い遊具は、一部の法律で定める対象外
遊具（手が届かない位置に固定して使用するもの、装飾品、乗用玩
具、大型遊具、工作材料、家具など）を除き、すべて厚生労働省が指
定する機関で食品衛生法の試験を実施しています。乳幼児が口にし
た際に着色料が流出しないか、また塗膜や特定のプラスチック材質
内に指定有害物質が含まれていないかの検査を行っています。

世界中から輸入しているボーネルンドの玩具・遊具は、CEマーキン
グをもって安全宣言しています。そのほかにも、子どもの口に入るこ
とが想定される商品には、食品衛生法に基づく検査も義務づけられ
ています。家具・大型遊具なども、それぞれに必要な安全基準を満
たしたもののみを輸入・販売しています。

あそび道具の安全基準

CEマークについて
欧州共同体「Conformité� �Européenne」の略で、
「該当するすべての条件をその製品が満たしている」
ことを第三者機関である「公認適合証明機関等」が認

証したことを示すマークです。
対象となる品目は、遊具のみならず、産業機械、電磁環境、家庭用電
気製品、医療機器の分野など。EU圏の統一規格に適合していなけ
れば生産も販売もできません。この統一規格に適合していることを
証明するのがCEマークです。遊具にCEマーキングするためには、
EN71に該当するデータを保管し、いつでも提出できなければなら
ないことが法律で定められています。

優れたあそび環境をサポートするための保守点検

安全で楽しいあそび環境を実現し続けるために、遊具・あそび場の特徴に応じて必要なメンテナンスを提
供するとともに、日常点検の指導を通して、優れたあそびの環境の維持と管理をトータルにサポートするサービ
ス「プレイスケープ�メンテナンス�サービス」をご用意しています。

点検保守契約
お申し込み

年1回の
PMS定期点検

交換部材などの
お見積り

安全・安心な
優れた

あそび場の維持

あそび場の
設置

ご契約・点検の流れ

点検保守契約制度とは
あそび場や遊具の維持管理を施主様とともに実施する制度です。製品の納
入後のアフターサービス「プレイスケープ�メンテナンス�サービス（PMS）」
は、点検や基礎補修をご契約に基づく合理的な価格で定期的に実施します。

ご契約のメリット
定期点検時の基礎補修による耐久性の維持はもちろん、さ
まざまなメリットがある制度です。

①コスト・パフォーマンス

　●計画的点検業務が可能になり、
　　急な買い替えなどによる出費が抑えられます。

　●買い替えの際、特別価格でのご購入が可能です。

　●定期点検時の基礎補修により、
　　補修費が低減できます。

②管理責任上のメリット

　●定期的な点検により、遊具のトラブルを
　　早期発見でき、耐久性の向上が図れます。

　●報告書などにより、保守の履歴や管理状況が
　　把握できます。

費用

年間保守点検費用

　あそび場の広さ、遊具の種類によって、
　別途お見積りいたします。

点検保守契約制度に基づく業務内容
①日常点検
　遊具の破損やパーツの紛失など、遊具を日常的に
　点検・メンテナンスする方法を施主様にご指導いたします。

②定期点検
　遊具仕様に基づき細部にわたり点検し、基礎補修を行います。

③精密点検
　専門的見地から大型遊具の点検保守を行います。
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ボーネルンドショップ1

MAIL：info@bornelund.co.jp
TEL：03-5785-0860　　 FAX：03-5785-0861

メール / 電話 /FAX でのご購入3

カタログご利用にあたって
◉�本カタログの有効期限は、2020年3月末日です。� �
有効期限内であっても価格や仕様などを予告なく変更する場合があります。価格変更・仕様変更後の情報は、弊社ホームページ�
またオンラインショップをご確認ください。また、メーカー廃盤により、ご用意ができなくなる場合がございます。
◉�本カタログに掲載の写真は、色調・形状などが実際のものとは異なる場合があります。
◉�運賃、組立費、施工費などは、別途お見積もりいたします。

…�作業員による組立、もしくは設置工事が必要となります。
…�お客様ご自身での工具を使った組立が必要となります。

◉�一部製品は、受注発注を原則とするため、納入までに3ヶ月ほどかかる場合があります。
◉�一部商品を除き、パーツのみの販売や修理は承っておりません。詳しくは、営業担当または下記連絡先にお問い合わせください。
以上、予めご了承ください。

商品に関するお問い合わせ/資料請求
掲載商品についてご不明な点、および資料請求はお電話または
メールにてお問い合わせください。

フリーダイヤル：0120-358-518
MAIL：info@bornelund.co.jp
（10:00～17:00　土日祝日を除く）

全国のボーネルンドショップでは、世界から厳選
したあそび道具を実際に手にとって試していた
だくことができます。
あそびと子どもについて教育を受けたインスト
ラクターが、発達段階や使用するシーンに合わ
せたぴったりのあそび道具や遊び方をご紹介し
ます。
「あそびのせかい」店舗は室内あそび場を併設
している店舗のため、実際に遊具で子どもたち
が遊んでいる様子や大型遊具の展開例もご覧い
ただけます。

ボーネルンドショップ

オンラインショップ2

ボーネルンドオンラインショップでは、商品
のご購入はもちろん、発達段階ごとのおす
すめのあそび道具や、あそびのヒントなど
の情報が満載です。大型商品に関しまして
は掲載がされておりませんので、予めご了
承ください。
オンラインショップに掲載されていない場
合は、メールでもお申し込みいただけます。

http://ec.bornelund.co.jp/

このカタログに掲載されている商品は以下の方法でご購
入いただけます。

ショッピング
ガイド

SHOPPING GUIDE

株式会社ボーネルンド 事業所 2018年3月現在

本社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-3-12　ジブラルタ生命原宿ビル3階
TEL:03-5785-0860　　FAX：03-5785-0861

札幌営業所
〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西4-1　北海道ビル8階-810
TEL:011-233-5766　　FAX：011-233-5763

名古屋営業所
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅二丁目41番20号　CK18名駅前ビル
2階南室
TEL:052-589-8417　　FAX：052-589-8418

大阪営業所
〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-16-29　つるのすビル5階
TEL:06-6244-0131　　FAX：06-6244-0504

広島営業所
〒730-0011
�広島県広島市中区基町6-78　リーガロイヤルホテル広島9階
TEL:082-502-2007　　FAX：082-502-2008

福岡営業所
〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金1-2-21　渡辺通第1ビルディング5階
TEL:092-524-4700　　FAX：092-524-4702

物流センター
〒362-0007
埼玉県上尾市久保410
TEL:048-776-2479　　FAX：048-776-2548

発行

株式会社ボーネルンド
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-3-12
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http://www.bornelund.co.jp
info@bornelund.co.jp

株式会社コンパンプレイスケープ
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前1-3-12
TEL：03-5785-0862　　FAX：03-5785-0863
http://www.kompan.co.jp
service@kompan.co.jp
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�ボーネルンド本店（原宿）� �
TEL：03-5411-8022

�ボーネルンド札幌・大通り店� �
TEL：011-242-7323

�ボーネルンドあそびのせかい�マークイズみなとみらい店� �
TEL：045-650-1231

�ボーネルンド星が丘テラス店� �
TEL：052-788-2160

�ボーネルンドあそびのせかい�グランフロント大阪店� �
TEL：06-6485-7622

�ボーネルンドあそびのせかい�広島パセーラ店� �
TEL：082-502-3411

�ボーネルンドあそびのせかい�タカシマヤキッズパティオ� �
博多リバレインモール店� �
TEL：092-260-1525

� 他、全国83店舗ございます。（2018年3月現在）
� 全国のショップリストは、ホームページをご覧ください。

店舗




