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寂しがり屋、マイペース･･･みんな違って、おもしろい 

奇妙な愛らしさのぬいぐるみが新登場 
～抱っこして癒される全 13 種 10 月中旬より順次発売～ 

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、秋の新商品として、ドイツ「シギキッド」社のぬい

ぐるみ「ビースト」シリーズ全 13 種を、全国の販売店で 10 月中旬から順次発売します。 
羊や猫など様々な動物のキャラクター達はそれぞれ独創的で、楽しい世界観を作り上げます。また、抱い

た時に安心感を与えるようぬいるぐみには適度な重さがあり、疲れた心をそっと癒してくれます。洋服に

も使われる生地を使うなど 1 体 1 体が丁寧で本格的な手作りなので、こだわりを持つ大人の女性にもぴっ

たりです。あなたにとってぴったりのパートナーを見つけてください。 

ふかふかの羊、毛がボサボサの野良犬･･･味わい深い「ビースト」の仲間たち           

■「Beasts キング・クラワンスキー」

にやにや笑って太ったカエルの王様

は、その身分にふさわしい最高の抱

き心地をしたフサフサの毛皮と王冠

や指輪を身につけています。 

サイズ：45cm 

価格：￥20,000（税抜）  

 

 

■「Beasts モップ・トッデル」 

ふとっちょの羊「モップ・トッデル」はあ

まり勉強は得意はありません。思った

ことを率直に口に出してしまいます。

厄介者は誰かと聞かれれば、まさか

自分とは思わず、彼女は自信を持って

こう答えるでしょう。「私は私なのよ！

連れて帰って大事にするか、ほっとく

かにして！」 

サイズ：30cm 

価格：￥13,000（税抜） 

■「Beasts イズ・ミア・ファド」 

退屈している街の野良犬です。

彼は路上生活でどのように人々

の気を引くかを身につけ、とても

悲しそうな目であなたを見つめ

ます。だから、おうちに連れて帰

って、ボサボサな毛を整えて、

背中をなでてあげてください。 

サイズ：50cm 

価格：￥12,000（税抜） 

  

■「Beasts ホープ・ホープレス」

本当は仲良くなりたくてもあなた

から声をかけてもらおうとする、内

気な白熊です。返事もグルルとし

か答えないかもしれません。で

も、いつの日か彼があなたに微笑

みかけるかもしれません。 

サイズ：50cm 

価格：￥18,000（税抜） 

 

■「Beasts ギギ・ギボン」 

スポーツ選手のような体型でと

ても毛むくじゃらですが、あなた

の前では緊張してしまうような

ので、ずっと大切にすると約束

してあげてください。 

サイズ：45cm 

価格：￥12,000（税抜） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ボーネルンドは、“あそびの道具と環境”を提供することを通じて子どもの健全な成長に寄与するため、1981 年

に設立。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 80 ヵ所で直営

店舗を運営しています。また、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。 
 

≪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 

担当：  村上 

T E L：  03-5785-0860 

E-mail： y-murakami@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン  

担当：  内藤、伊藤、山口 

T E L：  03-3486-6868 

E-mail：bornelund@prap.co.jp 

≪一般の方のお問い合わせ先（媒体社様用）≫ 

株式会社ボーネルンド   TEL：0120-358-518 

発売時期は、入荷等の事情により変更となる場合があります。商品の詳しい情報、商品画像の提供、サンプル商品の

貸出しなど、ご希望の際は下記までご連絡ください。 

■「Beasts ヴ―レ・ヴ―」 

おしゃれなお嬢さんネコとして、ど

んな場面でもその場の雰囲気を作

り出します。プライドが高く好みにう

るさいので、誰かが友達になってく

れるのを待ったりしません。彼女を

手に入れたあなたは、つまり彼女

のお気に入りに選ばれたということ

なのです。もし本当に運がよけれ

ば、「一緒にどう？」と彼女が微笑

みかけてくれるかもしれません。 

サイズ：35cm 

価格：￥12,000（税抜）  

 

 

レッドカーペットを歩くセレブ、プライドが高い、好みにうるさい･･･豪華な“淑女”たちが競演！

■「Beasts 

レディー・シンシャ・オブ・ノゼルポス」 

黒のドレスで派手に着飾った歌姫です。

手袋をはめた手で大事に扱ってほしい

と思っているレディです。 

サイズ：35cm 

価格：￥13,000（税抜） 

 

■「Beasts 

マダム・ボーリン・ドゥ・パドドゥー」 

もう若くはありませんが、今でも驚くほ

ど素敵に見え、人々が見とれることをと

ても楽しんでいます。 

サイズ：35cm 

価格：￥13,000（税抜）  

 

■「Beasts 

ディーバ・ドヴロスカヤ・ドーマ・コサッカ」 

若く美しく成功している国際派のセレブ猫

で、セクシーなドレスと唇が特長です。 

サイズ：35cm 

価格：￥13,000（税抜）  

■「Beasts 

シニョ―ラ・バレッタ・ドゥ・カスティラ」 

スペイン語のアクセントが強いおしゃれ

なネコで、素敵なドレスとぷるぷる唇で

自分勝手に行動し周囲を驚かせます。 

サイズ：35cm 

価格：￥13,000（税抜）  

■「Beasts シュッパート」 

忙しい時代の中では、シュッパートの

ような強い男性も時には抱きしめて

ほしくなるのです。 

サイズ：40cm 

価格：￥12,000（税抜） 

  

■「Beasts クロック・アント」 

珍しい毛皮と素敵な口に、ぜひ興味を

持ってあげてください。 

サイズ：75cm 

価格：￥13,000（税抜） 

  

■「Beasts チリ・チルアウト」 

モットーは、時々世の中全ての

ことを忘れること。ふわふわのお

なかをなでてあげてください。 

サイズ：30cm 

価格：￥13,000（税抜） 



 
北海道 山梨県 兵庫県 

ボーネルンド 札幌・大通り店★ 岡島百貨店（甲府） キドキド 新神戸店 

丸井今井札幌本店 静岡県 あそびのせかい 神戸 BAL（バル）店★ 

さっぽろ東急百貨店 遠鉄百貨店（浜松） 川西阪急店 

セレンディピティストア千歳店 松坂屋静岡店 大丸神戸店 

パートナーショップ帯広レインボーヴィレッジ店 新潟県 神戸阪急店 

イーアス札幌店 新潟伊勢丹店 エビスタ西宮店 

茨城 富山県 ららぽーと甲子園店 

水戸京成百貨店 パートナーショップ富山大和店 三田フローラ 88 店 

LALA ガーデンつくば店 石川県 西宮阪急店 
セレンディピティストア大洗店 めいてつエムザ店（金沢） 広島県 

栃木県 香林坊大和店 ボーネルンド 広島店 

東武宇都宮店 愛知県 そごう広島店 

埼玉県 ボーネルンド 名古屋店★ 天満屋広島アルパーク店 

そごう大宮店 松坂屋本店（名古屋） 岡山県 

伊勢丹浦和店 三重県 天満屋岡山店 
丸広百貨店川越店 近鉄四日市店 島根県 
千葉県 滋賀県 パートナーショップ edge home 出雲店 
セレンディビティストア幕張店 草津近鉄百貨店 香川県 

そごう千葉店 京都府 高松天満屋店 
ニッケコルトンプラザ店（市川） あそびのせかい京都 BAL 店★ 福岡県 

ららぽーと柏の葉店 大丸京都店 ボーネルンド 福岡店★ 

あそびのせかいららぽーと TOKYO BAY 店 奈良県 岩田屋本店（福岡） 

東京都 近鉄百貨店奈良店 小倉井筒屋店 
ボーネルンド 本店★ 大阪府 大分県 

六本木ヒルズ店 ボーネルンド堺北花田阪急店★ トキハわさだ店（大分） 
ららぽーと豊洲店 高槻西武店 宮崎県 

京王百貨店新宿店 八尾西武店 パートナーショップ宮崎山形屋店 
原宿店（神宮前交差点近く） ヴィソラ店（箕面） 長崎県 

渋谷・東急本店 近鉄百貨店阿倍野店 長崎浜屋店 

東急百貨店吉祥寺店 阪神百貨店 みらい長崎ココウォーク店 
西武池袋本店 京阪百貨店くずはモール店 佐世保玉屋店 

東武百貨店池袋店 京阪百貨店守口店 熊本県 
パートナーショップ伊勢丹立川店 高島屋泉北店 熊本鶴屋店 

神奈川県 あべの and 店 鹿児島県 

あそびのせかい横浜みなとみらい店★  山形屋店（鹿児島） 

都筑阪急店（横浜）  パートナーショップきりしま国分山形屋店 

そごう横浜店   

鎌倉店   

川崎ルフロン店  ★フラッグシップショップ 

【販売店舗一覧】（2009/10 現在）


