
 

2016 年 7 月 14 日（木） 

株式会社ボーネルンド 

 

 
                               
 

子どもの健やか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、幾何学形の
磁石ブロック「マグ・フォーマー」から 13 アイテムを 7 月 29 日（金）に新発売します。既存の
4 アイテムから全 17 アイテムへ拡大し、「恐竜セット」や「算数セット」などをはじめ、ライン
ナップが増えたことで、年齢や興味によってお客様のニーズにより応えられるようになりました。 
 

ボーネルンドショップ全国 83 店舗とボーネルンドコーナー30 店舗、ボーネルンドパートナーシ
ョップ 10 店舗、公式オンラインショップの他、「アカチャンホンポ」全国約 100 店舗でも販売し
販路を拡大します。 
（※ボーネルンド本店（原宿）、札幌・大通り店、あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店、六本木ヒルズ店、二子玉
川店、あそびのせかい マークイズみなとみらい店、星が丘テラス店、あそびのせかい グランフロント大阪店、ららぽーと
EXPOCITY 店、あそびのせかい 博多リバレインモール店では、全商品を展開。その他店舗は一部の商品を取り扱いいたします。） 
 

 日常的なあそびを通じて、数学的センスを身につける                   
 

マグ・フォーマーは、瞬時にカチッとつながって平
面と立体を行き来する作品づくりができ、世界 65 カ
国で大人気の磁石でつながる数学ブロックです。一
般的なブロック遊びで育まれる発想力や創造性に加
え、科学的思考や数学的思考など、子どもたちに必
要となる 8 つの力（下図参照）を、体験的に身につ
けることができます。 

 

言葉で理解することが難しいために、子どもが苦手
意識を持ちやすい、図形、角度、多面体などの概念
を楽しく遊びながら自然に理解していきます。 
 
 
 

「生きる力」や「21 世紀型スキル」を育み、教育現場での活用も目指して                                  
 

近年日本の教育現場では、新しい時代を生きる上で必要な資質･能
力を子どもたちが育んでいくために、学習指導要領でも「生きる
力」を育むという理念のもと、思考力・判断力・表現力などの育成を
重視しています。また、国際的にも、未来で活躍する人材に必要と
される「21 世紀型スキル」の中で、自律して思考する力の重要性
が唱えられています。 

マグ・フォーマーでのあそびを通じて、数学的思考に体験から親しむこ
とにより、子どもたちの未来を生きる力を育むことへの手助けにな
ると考えています。 

すでに多くの幼稚園、保育園で取り入れられていますが、小学校
の教育現場まで幅広く提案をしていきたいと考えています。 

 

≪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：黒木、村上 

T E L：03-5785-0860 

E -ma i l：info@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン 

担 当：池田、五味渕、山口 

T E L：03-4580-9104 

E -ma i 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 

世界 65 カ国で支持され、教育現場でも活用される 

磁石でつながる数学ブロック「マグ・フォーマー」13 アイテム新発売 

7/29（金）全 17 アイテムへ拡充、アカチャンホンポ全店での販売も開始 

新商品情報 



 

 

 磁石だから実現する、「マグ・フォーマー」の特徴                     

 

① 瞬時につがなる・こわせる！ 

作ったり壊したり、の間隔が短く組み立てられるため、
子どもたちは思い描いたイメージを形作るのに直感的
に手を動かして創作できます。 

 

② 2次元と 3次元の間の行き来が自由！ 

2 次元の平面で作った展開図の重心を持ち上げること
で、瞬く間に 3次元の立体に変形できます。 

 

③ つながる方向が 360度！ 

ピースには表と裏、上と下の決まりがないため、真上
に積むだけなく、角度をつけたりひっくり返してつなげ
たりが自由自在です。様々な方向から作品を見ること
で、立体的思考を促します。 

 

 

 「マグ・フォーマー」の魅力を伝える動画を配信中                                

 

 

 

 

 

 製品ラインナップ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！ステップアップ ピースの種類を増やして、遊びの幅が広がります 

※完成サイズはアイテムによって異なります。 

ダイナソーセット 40ピース 

台形やおうぎ形など基本セットに入っていな

いピースを合わせた、10種類のセット。6種

類の恐竜が作れます。恐竜に限らず、幅広

い作品づくりが楽しめます。  

価格：¥7,800＋税 

ユニークセット 30ピース 

カーブのパーツを集めたセット。基本

セットに追加することで、あそびの幅

が広がります。 

価格：¥7,800＋税 

スーパーサイズセット 30 

通常のピースの 2辺分の長さのピース

のセット。大きい作品づくりを楽しみたい

時に。 価格：¥12,000＋税 

オススメ：夏休みにぴったり！ 

全国のボーネルンドショップにて、新商品体験会を 7月 30日（土）、31日（日）、8月 12日（金）、14日（日）に 

予定しています。詳細はボーネルンド HP をご覧ください。 https://www.bornelund.co.jp/ 

You Tubeで動画も公開中！  
ボーネルンドの YouTubeチャンネルに
て「マグ・フォーマー」の魅力を、動画
で見ることができます。  
URL：https://youtu.be/b_BBNd1mfjM 

https://youtu.be/b_BBNd1mfjM


 

 

 

 

 

 

 

NEW！発展セット 動きや光を活用し、組み立てあそびの新しい世界が広がります 

既存品：基本セット ここからスタート！まずは基本の形のセットから 

NEW ! 教材セット 付属のワークブックを用いて、図形や立体への理解を促します 

NEW！追加パーツ 「ピースを買い足したい！」 という、ニーズにお応えして個別パーツも新登場 

五角形セット（12ピース） 

価格：¥3,600＋税 

正三角形セット（8ピース） 

価格：¥1,800＋税 

正方形セット（6ピース） 

価格：¥1,800＋税 

車輪セット（2ピース） 

価格：¥1,500＋税 

既存のセットに加えて、遊びの幅を広げよう！ 

カーニバルセット 46ピース 

観覧車と人形のパーツが入ったセット。 

動きのあるあそびに発展します。 

価格：¥9,800＋税 

パワートラックセット 47ピース 

車輪やクレーンのパーツを駆使して働く車が

作れます。車好きの男の子におすすめ。 

価格：¥14,000＋税 

LED ライトセット 55ピース 

付属のLEDを点けると暗いところで美

しい光と影を織り成します。 

価格：¥12,000＋税 

基本セット 62ピース 

価格：¥12,000＋税 

基本セット 30ピース 

価格：¥6,600＋税 

クリエイティブセット 90ピース 

価格：¥18,000＋税 

乗り物セット 16ピース 

価格：¥3,900＋税 

かたち合わせパズルセット 

5種類の形を使ったパズルで形の

成り立ちが学べます。 

価格：¥3,900＋税 

プレスクールセット 

180ピース 

20種類以上のピース、 

アクセサリーパーツが揃

うシリーズ最大のセット。 

価格：¥54,000＋税 

算数セット  

87ピース 

図形の構造や、立体の

成り立ちなど、遊びなが

ら算数の理解が深まり

ます。 

価格：¥22,000＋税 

オススメ：帰省の移動中にも便利 

オススメ：回転する新しさ！ 

ご要望 No.1! 

 



 

  

北海道 神奈川県 大丸梅田店 

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 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 ベビーストア 枚方 T-SITE店 

水戸京成百貨店 あそびのせかい たまプラーザ テラス店 兵庫県 

栃木県 あそびのせかい テラスモール湘南店 あそびのせかい 神戸 BAL（バル）店★ 

東武宇都宮店 伊勢丹相模原店 川西阪急店 

埼玉県 静岡県 大丸神戸店 

伊勢丹浦和店 遠鉄百貨店（浜松） 西宮阪急店 

そごう大宮店 新静岡セノバ店 広島県 

まるひろ川越店 新潟県 あそびのせかい 広島パセーラ店 

あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店 新潟伊勢丹店 そごう広島店 

セレンディピティストア  

レイクタウンアウトレット店 

 

石川県 

天満屋広島アルパーク店 

千葉県 香林坊大和店 香川県 

そごう千葉店 愛知県 高松三越店 

ららぽーと柏の葉店 星が丘テラス店★ 愛媛県 

あそびのせかい ららぽーと TOKYO BAY店 松坂屋名古屋店 フジグラン松山店 

伊勢丹松戸店（3F） 岐阜県 福岡県 

あそびのせかい 伊勢丹松戸店（6F） 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 

東京都 三重県 岩田屋本店 

ボーネルンド本店（原宿）★ 近鉄四日市店 博多阪急店 

代官山店 滋賀県 小倉井筒屋店 

六本木ヒルズ店 草津近鉄店 大分県 

大丸東京店 京都府 トキハわさだ店 

京王百貨店新宿店 大丸京都店 長崎県 

渋谷・東急本店 奈良県 みらい長崎ココウォーク店 

東急百貨店吉祥寺店 近鉄百貨店奈良店 長崎浜屋店 

西武池袋本店 大阪府 佐世保玉屋店 

池袋東武店 堺 北花田阪急店 熊本県 

あそびのせかい イオンモールむさし村山店 あそびのせかい グランフロント大阪店★ 鶴屋店 

伊勢丹府中店 泉北タカシマヤ店 鹿児島県 

あそびのせかい セレオ八王子店 プレイヴィル 天王寺公園 山形屋店 

ハートゥンナップギフトストア 

ルミネ立川店 

ららぽーと EXPOCITY 店  

二子玉川店  ★フラッグシップショップ 

【店舗一覧】（2016/7現在） 


