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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）は、11 月 20 日（金）
～12 月 25 日（金）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 2015」を開催します。 

昨今、デジタル玩具や最新技術を駆使したハイテク玩具が注目を浴びる一方、シンプルな設計ながら、
子どもが夢中になって取り組むけん玉などアナログな玩具も人気を集めています。今回は“アナログ”玩
具の中からクリスマスフェアを目前に控え、子どもが熱中して遊び、一人一人が持つ無限の力を引き出
すきっかけを作るよう意図して作られている“本物”のあそび道具を、商品を購入したお客様の声とともに
ご紹介します。国境と世代を超えて世界中で長期間にわたり支持され続けている、お子様やお孫さんに
喜ばれること間違いなしの人気アイテムが勢ぞろいしました。 
 

 乳児期（0 歳～1 歳）のおすすめ        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 幼児期（2 歳～6 歳）のおすすめ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスプレゼントは五感を使って体験できる“本物”の贈り物を 

子どもが夢中になる“アナログ”玩具が勢ぞろい 
実際に愛用中のお客様の声もご紹介 

 

■アンビトーイ シリーズ：ガルト社（イギリス） 

赤ちゃんの成長に合わせたあそび道具。性別、
好みを選ばずどんな赤ちゃんにも喜ばれます。 

（写真）アンビトーイ・ベビーギフトセット 

価格：5,000円+税  対象年齢：3 ヶ月頃 

 

■スクイッシュ：マンハッタントーイ社（アメリカ） 

ぎゅっと握ると変形し、離すと元の形に戻る不思
議な玩具。振ると心地よい木の音が鳴り、視覚・
聴覚・触覚から赤ちゃんの好奇心を刺激します。 

価格：2,700円+税  対象年齢：6 ヶ月頃～ 

■キッチンセンター：ダントーイ社（デンマーク） 

食器洗い機、食器棚、鍋などの道具が一式揃った
キッチンセット。販売開始から 20 年以上たった今
なお人気を誇るごっこ遊びの定番です。 

価格：13,500円+税  対象年齢：1歳半頃～ 

■ポリーエム シリーズ：ポリーエム社（ドイツ） 

弾力があるソフトプラスチック素材のブロック。組
み立てが簡単で初めてのブロックにぴったりです。 

（写真）ポリーエム ベーシックボックス 150pcs 

価格：9,800円+税  対象年齢：2歳頃～ 

 昔子どもが遊んでいて、今回は孫に購入。 

 トランペットを吹く姿に成長を感じます。 
お客様 

の声 

 振ったりしゃぶったり、自分で遊び方を見つ

けていて驚きました！ 

 姉妹で遊び上の子がお姉さんらしくなった。 

 長持ちするので孫にもとっておきたい。 

 柔らかく軽いのでずっと遊んでいます。 

 ドイツの教育現場で定番と聞いて購入。 

お客様 

の声 

お客様 

の声 

お客様 

の声 
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【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 88 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 5 千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 21

箇所、年間 243 万人以上、「キドキド」のノウハウを取り入れた地方行政の室内あそび場を含めると全国 32 箇所、年間
300万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：榊原 

T E L：03-5785-0860 

E-mail：k-sakakibara@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン 

担 当：五味渕、池田、山口 

T E L：03-4580-9104 

E-mail：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 

 

■ルーピング シリーズ：ジョイトーイ社（オランダ） 

手と目を動かしてビーズを動かします。ビーズが落
ちるコトンという音にも赤ちゃんは興味津々です。 

（写真）ルーピング チャンピオン 

価格：10,000円+税  対象年齢：3歳頃～ 

■クアドリラ シリーズ：ボーネルンド（日本） 

組み立て方でビー玉のスピードや進む方向が変
わる、人気のクーゲルバーン（玉ころがし）。 

（写真）クアドリラ・サウンドレールセット 

価格：10,800円+税 対象年齢：4歳頃～ 

■カラフルギアー：ケルチェッティ社（イタリア） 

歯車をかみ合わせて 1 つのギアを動かすと、
全てのギアが動き出す色鮮やかなブロック。
組み合わせ方を変えても楽しめます。 

価格：3,600円+税 対象年齢：3歳頃～ 

■ピエロのびっくりはかり：インビクタ社（イギリス） 

秤の原理で足し算・引き算を楽しく学べるアイテ
ム。数の大きさが重さに比例しているので、遊び
を通して数の原理を体感できます。 

価格：2,500円+税 対象年齢：4歳頃～ 

 ビーズを動かして集中して遊んでました。 

 丈夫なので孫たちが交代で使っています。 

 勉強と感じず数字あそびを楽しんでます！ 

 親も数の説明がしやすいです。 

 歯車がユニークな動きをするので楽しい！ 

 店頭で子どもが夢中になってたので購入。 

 大きなコースを作れるようになり成長を感じます。 

 親も夢中になり家族皆で遊んでいます。 
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※日本での発売年 



 

北海道 神奈川県 大丸梅田店 

ボーネルンド 札幌・大通り店★ あそびのせかい マークイズみなとみらい店★ 近鉄百貨店上本町店 

丸井今井札幌本店 モザイクモール港北店 あべのハルカス近鉄本店 

さっぽろ東急百貨店 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 

函館 蔦屋書店 あそびのせかい グランツリー武蔵小杉店 あそびのせかい 堺タカシマヤ店 

茨城県 あそびのせかい 川崎ルフロン店 兵庫県 

水戸京成百貨店 横浜ベイクォーター店 あそびのせかい 神戸 BAL（バル）店★ 

栃木県 あそびのせかい たまプラーザ テラス店 川西阪急店 

東武宇都宮店 あそびのせかい テラスモール湘南店 大丸神戸店 

埼玉県 伊勢丹相模原店 西宮阪急店 

伊勢丹浦和店 静岡県 広島県 

そごう大宮店 遠鉄百貨店（浜松） あそびのせかい 広島パセーラ店 

まるひろ川越店 新静岡セノバ店 そごう広島店 

あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店 新潟県 天満屋広島アルパーク店 

トット・ガーデン レイクタウンアウトレット店 新潟伊勢丹店 岡山県 

千葉県 石川県 あそびのせかい クレド岡山店 

そごう千葉店 香林坊大和店 香川県 

ららぽーと柏の葉店 愛知県 高松三越店 

あそびのせかいららぽーと TOKYO BAY店 ボーネルンド 星が丘テラス店★ 愛媛県 

あそびのせかい 伊勢丹松戸店 松坂屋名古屋店 フジグラン松山店 

東京都 岐阜県 福岡県 

ボーネルンド 本店★ あそびのせかい イオンモール各務原店 
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 

代官山店 三重県 岩田屋本店 

六本木ヒルズ店 近鉄四日市店 博多阪急店 

大丸東京店 滋賀県 小倉井筒屋店 

京王百貨店新宿店 草津近鉄店 大分県 

渋谷・東急本店 京都府 トキハわさだ店 

東急百貨店吉祥寺店 大丸京都店 長崎県 

西武池袋本店 奈良県 みらい長崎ココウォーク店 

池袋東武店 近鉄百貨店奈良店 長崎浜屋店 

あそびのせかい イオンモールむさし村山店 大阪府 佐世保玉屋店 

伊勢丹府中店 堺 北花田阪急店 熊本県 

あそびのせかい セレオ八王子店 あそびのせかい グランフロント大阪店★ 熊本鶴屋店 

ルミネ立川店 泉北タカシマヤ店 鹿児島県 

二子玉川店 プレイヴィル 天王寺公園 山形屋店 

 ららぽーと EXPOCITY 店  

  ★フラッグシップショップ 

【店舗一覧】（2015/10現在） 

11/20（金） 
OPEN 

11/19（木） 
OPEN 


