
 

2017年 9月 27日（水） 

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、世界中の親子に愛されるド

イツの老舗メーカー「シギキッド」社の手あそびトイやラトル、オルゴールを、9 月上旬よりボーネルンド  

ショップ全店で販売しています。 
 

 赤ちゃんが感覚的に遊べる工夫がたくさん！初めての育児にも安心             
 
シギキッド社の遊具は、赤ちゃんが持ちやすいところを思わず触りたくなるような配色で示したり、笑顔の

デザインやママのにおいがつきやすい素材が安心感を与えたりと、赤ちゃんが感覚的にあそびを楽しめ

る工夫が数多く施されたあそび道具です。手洗い可能（①、②の商品を除く）で、清潔な状態を保つこと

ができるので、赤ちゃんの初めてのお友達として長く使うことができます。 
 
今回は、握る、引っ張るなどの様々な仕掛けで好奇心を刺激する手あそびトイや、お出かけ時に活躍す

るラトル、赤ちゃんの眠りをサポートするオルゴールが登場。既存のラインナップから更に機能やデザイ

ンの幅が充実します。手あそびトイはカンガルーとさかなの親子がモチーフになっており、これから育児

を始めるママへのエールを込めた贈り物としてもぴったりです。 
 
にっこり微笑みかける動植物のモチーフが優しいこれらの遊具は、赤ちゃんだけでなくママにも安心感を

与え、親子が向き合う時間を温かい気持ちで過ごさせてくれます。まだ言葉をしゃべらない時期のコミュ

ニケーションも、場所によって違う手触りや、引っ張ると音が出るしかけなど、赤ちゃんが感覚的に楽しめ

る工夫でサポートするので、新しく赤ちゃんを迎えるママも安心です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見る、握る、引っ張るなど、赤ちゃんが感覚的に楽しめるしかけがたくさん！ 

シギキッド社の手あそびトイやラトル、オルゴールを 9月上旬より販売中 

安心感のある優しい笑顔の布製遊具が、親子の時間を温かくサポート 

 

ご参考資料 

① どこでも手あそび カンガルーのおやこ 

価 格：¥4,000＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：中国  サイズ：27cm 

材 質：ポリエステル、PE、PET、ABS、EVA、PU 

お手入れ方法：固く絞った布で表面洗浄 

② どこでも手あそび さかなのおやこ 

価 格：¥2,800＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：中国  サイズ：26cm 

材 質：ポリエステル、PE、PET、ABS、EVA 

お手入れ方法：固く絞った布で表面洗浄 

 

大きなしっぽを握ると 

パリパリと音が鳴ります 

ポケットの中の 

赤ちゃんを引っ張ると

ブルブル振動します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ くまのおでかけラトル 

価 格：¥2,300＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：32×6×4.5cm  原産国：中国 

材 質：綿、ポリエステル、ナイロン、PE、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

④ コウモリのおでかけラトル 

価 格：¥2,300＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：23×13cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、PP、PET、EVA 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

⑤ お花のいないいないばぁ 

価 格：¥2,300＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：14cm  原産国：中国 

材 質：綿、ポリエステル、PET 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

⑥ きりんのラトル 

価 格：¥1,100＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：14.5cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

⑦ ぞうのラトル 

価 格：¥1,100＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：12cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

⑧ かえるのリング・ラトル 

価 格：¥1,100＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：21cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シギキッド社：「子どもに与えるものは、高品質でデザイン性にも優れていな

ければならない」というコンセプトのもと、細部までこだわったものづくりを続

ける創業 150 年以上のドイツの老舗メーカー。すべての商品は、"Soft & 

cuddly"（柔らかくて、思わずほおずりしたくなる）のこだわりのもとに作られ、

優しい肌触りと色使い、愛くるしい表情で世界中の親子から愛されています。 

≪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：金山、村上  

T E L：03-5785-0860 

E-mail：public-relations@bornelund.co.jp 

株式会社プラップジャパン 

担 当：丸山、竹之下 

T E L：03-4570-3191 

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 

 

⑨ ベビーオルゴール くま 

価 格：¥3,000＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：21cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、ナイロン、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

⑩ ベビーオルゴール ひつじ 

価 格：¥3,000＋税  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

サイズ：15cm  原産国：中国 

材 質：ポリエステル、ナイロン、ABS 

お手入れ方法：30℃までのぬるま湯で手洗い 

 

【 シギキッド社の遊具が赤ちゃんに愛される理由 】 
 

ボーネルンドが創業当初から提供しているシギキッド社の遊具は、赤ちゃんの感覚に寄り添ったあそびの

工夫が多様で、ママも癒される愛らしいデザインが人気の布製遊具です。愛用するママからは、「産まれ

た時から子どもと一緒で、大きくなっても一番のお気に入り」「寝るときも離さず抱いて寝ている」といった声

をいただいており、多くの方に支持されています。 
 

●選ばれるポイント1 視覚の工夫 ： 触りやすいところを色でガイド・安心感を与えるにっこり笑顔 

赤ちゃんは視力の機能が十分でないため、認識しやすい色・形のものを好んで触ります。シギキッド社の

あそび道具は、ボーダー、水玉などのはっきりした配色が施されていて、赤ちゃんにとって扱いやすいた

め夢中になって遊びます。また、赤ちゃんは人の顔が大好きで、目・鼻・口があることで本能的に顔だと認

識します。パパやママが笑っている顔を真似して笑い、コミュニケーションが取れるようになると言われ、に

っこり笑顔に心地よさを感じるのは人間だからこそのこと。シギキッド社の遊具は、赤ちゃんが安心感と愛

着を抱きやすい動物のにっこり笑った顔が特徴です。 
 

●選ばれるポイント2 触覚の工夫 ： 赤ちゃんでも簡単に握れる作り 

3ヵ月頃になると、赤ちゃんは自分の意思でものを握ろうとします。シギキッド社の遊具は、軽くて柔らかい

布素材であることに加えて、ところどころに細長かったり、輪っかになっていたりする「握りやすさポイント」

があるため、まだ握力や手指の動きが十分でない時期の遊び道具として最適です。 
 

●選ばれるポイント3 嗅覚の工夫 ： 布製で、ママのにおいや温もりが伝わりやすい 

大好きなママのにおいがつきやすい布製遊具なので、赤ちゃんは近くにいるだけで心地よさや安心を感じ

ることができます。これにより、好奇心や探求心をのびのびと育めるようになります。 



北海道 ハートゥンナップギフトストア ルミネ立川店 あべのハルカス近鉄本店 

札幌・大通り店★ 神奈川県 ブレイニーストア 阪急うめだ本店 

丸井今井札幌本店 あそびのせかい マークイズみなとみらい店★ あそびのせかい 堺タカシマヤ店 

さっぽろ東急百貨店 モザイクモール港北店 ベビーストア 枚方 T-SITE店 

函館 蔦屋書店 そごう横浜店 兵庫県 

ボーネルンド セレンディピティストア 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 神戸 BAL（バル）店★ 

千歳アウトレットモール・レラ店 あそびのせかい 川崎ルフロン店 あそびのせかい 学園南店 

茨城県 あそびのせかい たまプラーザ テラス店 西宮阪急店 

水戸京成百貨店 あそびのせかい テラスモール湘南店 大丸神戸店 

栃木県 伊勢丹相模原店 川西阪急店 

東武宇都宮店 静岡県 広島県 

埼玉県 遠鉄百貨店（浜松） あそびのせかい 広島パセーラ店 

伊勢丹浦和店 新静岡セノバ店 そごう広島店 

そごう大宮店 新潟県 広島 T-SITE店 

まるひろ川越店 新潟伊勢丹店 トット・ガーデン イオンモール広島府中店 

あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店 石川県 香川県 

ボーネルンド セレンディピティストア  香林坊大和店 高松三越店 

レイクタウンアウトレット店 愛知県 愛媛県 

千葉県 星が丘テラス店★ フジグラン松山店 

そごう千葉店 松坂屋名古屋店 福岡県 

伊勢丹松戸店（3F） あそびのせかい タカシマヤ ゲートタワーモール店 タカシマヤ キッズパティオ 博多リバレインモール店 

あそびのせかい 伊勢丹松戸店（6F） 岐阜県 岩田屋本店 

あそびのせかい ららぽーと TOKYO BAY店 あそびのせかい イオンモール各務原店 博多阪急店 

ららぽーと柏の葉店 三重県 小倉井筒屋店 

トット・ガーデン イオンモール幕張新都心店 近鉄四日市店 佐賀県 

東京都 滋賀県 トット・ガーデン ゆめタウン佐賀店 

ボーネルンド本店（原宿）★ 草津近鉄店 大分県 

代官山店 京都府 トキハわさだ店 

大丸東京店 大丸京都店 長崎県 

六本木ヒルズ店 奈良県 みらい長崎ココウォーク店 

渋谷・東急本店 近鉄百貨店奈良店 長崎浜屋店 

京王百貨店新宿店 大阪府 佐世保玉屋店 

西武池袋本店 あそびのせかい グランフロント大阪店★ 熊本県 

池袋東武店 ららぽーと EXPOCITY店 鶴屋店 

東急百貨店吉祥寺店 堺 北花田阪急店 鹿児島県 

二子玉川店 プレイヴィル 天王寺公園 山形屋店 

あそびのせかい イオンモールむさし村山店 泉北タカシマヤ店  

伊勢丹府中店 大丸梅田店  

あそびのせかい セレオ八王子店 近鉄百貨店上本町店 ★フラッグシップショップ 

 

【取り扱い店舗一覧】（2017/9現在） 


