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子どもの健全な成長に寄与することを目的に教育玩具の輸入・開発・販売とあそび環境開発を行

う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西弘子）では、12 月 25 日

（木）まで、全国およびオンラインのボーネルンドショップにて、「ボーネルンドのクリスマスフ

ェア 2014」を開催しています。今回は、全国のボーネルンドショップの店長がおすすめするアイ

テムを子どもの年齢層別にランキング形式で紹介します。 
 
近年、デジタル玩具やデジタル製品の普及によって、あそびを通して実際に手先を動かしたり、何かを作

り出す機会の減少が見受けられます。ボーネルンドでは、今年のクリスマスフェアのテーマを「おうちを、

最高のあそび場に」として、室内で思う存分遊べるアイテムを多数取り揃えました。今回は、全国のボー

ネルンドショップの店長に尋ねた「自分の子どもへクリスマスプレゼントとして贈りたい」アイテムを、子ど

もの年齢層別にランキング形式で紹介します（有効回答数：47名）。子どもと保護者双方のニーズを汲ん

で、子どもの発達段階に適したアイテムを日々おすすめしている店舗スタッフは、いわば玩具選びのスペ

シャリスト。ランキングには、世界30カ国以上で500万セット以上売り上げた立体ブロックのマグフォーマ

ーや、店舗でも人気商品のクアドリラなど、大人も子どもも好奇心をくすぐるアイテムが多数ランクイン。

その他にも、あそびのプロたちが厳選したおすすめ商品が勢ぞろいです。 
 

 乳児期（0歳～1歳）のおすすめ                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 12月 8日（月） 

株式会社ボーネルンド 

 

クリスマス直前！あそびのプロおすすめの人気玩具ランキング 

好奇心を刺激！子どもが夢中になる玩具が人気 

全国のボーネルンドショップ店長イチオシ商品を紹介 

  

 

◆オリジナル積み木 カラー  

世代を超えてロングセラーとなっているオリジナル積み木。美しい
色彩、正確な面取り、暖かみのあるブナのしっかりとした重み、握
りやすさなどに徹底的にこだわってつくっています。質の高い積み
木で遊んだ経験は、将来の数学的な概念や造形的な感性の基礎
を育みます。 

・価 格：16,000円+税  ・対象年齢：1歳頃～ 

・メ ー カー：ボーネルンド（日本） 

◆お魚シロフォン 

専門家によって調律した正確な音階が特長の木
琴です。1 オクターブの音階で、どの鍵盤をたた
いても即興で素敵なメロディが誕生。優しい音
色、愛らしい魚の表情、座ってたたきやすいサイ
ズ、先が丸いバチなど、楽しい遊び心と小さなお
子様でも安心して遊べる配慮を施しています。 

・価 格：9,800円+税  ・対象年齢：1歳半頃～ 

・メ ー カー：ボーネルンド（日本） 

◆プレイネスト・ファーム 

浮き輪型のまるいチューブをふくらませて使用する、
赤ちゃんを守る小鳥の巣のようなプレイネスト（ネス
ト＝「巣」）。感触の異なる素材を使用し、好奇心を刺
激する仕掛けが満載です。おすわりの練習やハイ
ハイの時期にもぴったりの商品。安定感があるの
で、寝返り、お座りが安定しない時期にも安心です。 

・価 格：6,600円+税 ・対象年齢：0歳～ 

・メ ー カー：ガルト（イギリス） 

1 位 

2 位 3 位 



◆ハンディ顕微鏡  

100、300、450 倍の 3 段階の倍率調整ができる顕微鏡。LED ラ
イト付きで、プレパラートからピンセットまで必要なものがすべてセ
ットになっています。手軽ながら本格的な機能を持ち、子どもが周
囲の自然環境に興味を持ち出したとき、親子で気軽に楽しみなが
ら使えます。ミクロの世界ではどんなことが起こっているのか、レ
ンズをのぞいてみましょう。 

・価 格：¥3,700+税 ・対象年齢：8歳頃～ 

・メ ー カー：エデュトーイ（香港） 

 幼児期（2歳～6歳）のおすすめ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学童期（6歳～）のおすすめ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【ボーネルンドについて】 
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健全な成長に寄与するため 1981 年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展
開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案、全国 92ヵ所で店舗を展開しています。同時に幼稚園や保
育園、公園などに高品質な大型遊具や教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約 3 万ヵ所
まで拡大しています。また、2004 年からは、子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを体験できる室内あそび場「キドキ
ド」事業をスタート。現在全国 20箇所、年間 200万人以上の親子が訪れています。 

 
≪報道関係の方のお問い合わせ先≫ 

株式会社ボーネルンド 広報室 

担 当：田中、村上 

T E L：03-5785-0860 / 080-5901-3591 

E-mai l：yuka-tanaka@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン 

担 当：五味渕、古澤、山口 

T E L：03-4580-9104 

E-mai l：bornelund@ml.prap.co.jp 

≪一般の方のお問い合わせ先（ご掲載用）≫ 

株式会社ボーネルンド   TEL：0120-358-518 

 

 

◆マグフォーマー90  

三角形や正方形、五角形、曲線のピースを組み立て、平面や立体を

作るブロックで、世界 30 カ国以上で 500 万セット以上が販売された

大人気の商品です。各辺に内蔵された磁石が回転し、どの方向から

でもつなげ、ダイナミックな作品が完成します。3 歳頃から大人まで

幅広い年代で楽しめ、組み立て遊びの世界が無限に広がります。 

・価 格：18,000円+税  ・対象年齢：3歳頃～ 

・メ ー カー：ジムワールド（韓国） 

◆クアドリラ ツイスト&レールセット 

組み立て方によって、ビー玉のスピードや進む方
向が変わる、クーゲルバーン（玉ころがし）。レー
ンやキューブには、好奇心を刺激する仕掛けが
盛り沢山。重力や摩擦など物理理論が隠され、
子どもだけでなく大人も夢中になる商品です。 

・価 格：14,000円+税  ・対象年齢：4歳頃～ 

・メ ー カー：ボーネルンド（日本） 

◆キッチンセンター 

食器洗い機、食器棚、鍋や調味料入れなど台所周
りの道具が揃った、販売開始から 20年以上のごっ
こ遊びの定番。リアルなごっこ遊びを通し、役割意
識や協調性、物を大切にする心を育みます。クリス
マス限定の赤いキッチンセンターも人気です。 

・価 格：13,500円+税  ・対象年齢：1歳半頃～ 

・メ ー カー：ダントーイ（デンマーク） 

1 位 

2 位 
3 位 

1位はクアドリラ ツイスト&レールセット、2位はマグフォーマー90がランクイン！ 

3 位 



 

北海道 

ボーネルンド 札幌・大通り店★ 

丸井今井札幌本店 

川崎ルフロン店 

横浜ベイクォーター店 

あそびのせかい たまプラーザ テラス店 

兵庫県 

あそびのせかい 神戸 BAL店★ 

川西阪急店 

さっぽろ東急百貨店 あそびのせかい テラスモール湘南店 大丸神戸店 

イーアス札幌店 伊勢丹相模原店 西宮阪急店 

ボーネルンド 函館 蔦屋書店 

茨城県 

静岡県 

遠鉄百貨店（浜松） 

広島県 

あそびのせかい 広島パセーラ店 

水戸京成百貨店 新静岡セノバ店 そごう広島店 

栃木県 新潟県 アルパーク天満屋店 

東武宇都宮店 

埼玉県 

新潟伊勢丹店 

石川県 

岡山県 

クレド岡山店 

伊勢丹浦和店 めいてつエムザ店（金沢） 香川県 

そごう大宮店 香林坊大和店 高松三越店 

丸広百貨店川越店 愛知県 愛媛県 

千葉県 

イクスピアリ店 

そごう千葉店 

ボーネルンド 星が丘テラス店★ 

松坂屋名古屋店 

岐阜県 

フジグラン松山店 

福岡県 

ボーネルンド 福岡店★ 

ららぽーと柏の葉店 あそびのせかい イオンモール各務原店 岩田屋本店（福岡） 

あそびのせかいららぽーと TOKYO BAY店 三重県 博多阪急店 

伊勢丹松戸店 近鉄四日市店 小倉井筒屋店 

あそびのせかい 伊勢丹松戸店 滋賀県 大分県 

東京都 草津近鉄百貨店 トキハわさだ店（大分） 

ボーネルンド 本店★ 京都府 長崎県 

代官山店 大丸京都店 みらい長崎ココウォーク店 

六本木ヒルズ店 京都ヨドバシ店 長崎浜屋店 

大丸東京店 

京王百貨店新宿店 

渋谷・東急本店 

奈良県 

近鉄百貨店奈良店 

大阪府 

佐世保玉屋店 

熊本県 

熊本鶴屋店 

東急百貨店吉祥寺店 ボーネルンド堺北花田阪急店★ 鹿児島県 

西武池袋本店 グランフロント大阪店★ 山形屋店 

東武百貨店池袋店 みのおキューズモール店  

あそびのせかい むさし村山店 阪神百貨店  

伊勢丹府中店 京阪百貨店くずはモール店  

あそびのせかい セレオ八王子店 高島屋泉北店  

神奈川県 大丸梅田店  

あそびのせかい MARK IS みなとみらい店★ 近鉄百貨店上本町店  

モザイクモール港北店 近鉄あべのハルカス店  

そごう横浜店 ボーネルンド ブレイニーストア 阪急うめだ本店  

あそびのせかい グランツリー武蔵小杉店 堺タカシマヤ店 ★フラッグシップショップ 

【“ボーネルンドのクリスマスフェア 2014” 実施予定店舗一覧】 


