
 

2017 年 10 月 11 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『Sweety
スウィーティー

』シリーズから、子どもの等身大の大きさで、全身をやさし

く包み込む XXL サイズのぬいぐるみを、11 月 1 日より限定店舗と当社オンラインショップにて数量限定

で新発売します。 
 

 赤ちゃんの成長を見守る特別サイズのぬいぐるみが、数量限定で新登場           
 
シギキッド社のSweetyシリーズは、感触が違うさまざまな布をあしらって作られる、愛らしい表情の動物

がモチーフになったぬいぐるみのシリーズです。「幼い頃から色々な触感の布に触れることで、遊びなが

ら多様な感覚を体験してほしい」という想いを込めて作られ、触り心地の良さ・デザイン性の高さ・抱きし

めた時の安心感があります。当シリーズの通常サイズ（全長約30cm）のぬいぐるみは2013年の発売以

来、世界中の親子を魅了しています。 
 
今回は、全長80cmで1~2歳児の身長と同等の大きさの、XXLサイズのぬいぐるみ2種が数量限定で新

登場。成長の過程で日々新しい挑戦を繰り返す子どもにとって、嬉しいときも不安なときも変わらずそば

で見守ってくれる存在がいることは、「もっとやりたい」「こうしたらどうなるのだろう？」といった、好奇心や

探求心を生み出します。子どもの等身大サイズのぬいぐるみなので、ぎゅっと抱きしめたときに包み込ん

でくれる安心感が大きいのが特徴です。また、手洗い可能で清潔に保つことができるので、赤ちゃんとず

っと一緒でも安心です。長く愛用できる特別なぬいぐるみで、ママ、パパが赤ちゃんとはじめて一緒に過

ごす“ファーストクリスマス”の贈り物としても最適です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
販売店舗： 
札幌・大通り店、ボーネルンド本店（原宿）、六本木ヒルズ店、立川ルミネ店、松坂屋名古屋店、近鉄あべのハ
ルカス店、グランフロント大阪店、大丸京都店、そごう広島店、岩田屋本店、当社オンラインショップ 

赤ちゃんの成長に応じた遊び方ができ、育児生活に長く寄り添える 

全長 80cm！シギキッド社から XXLサイズのぬいぐるみを 11月 1日新発売 

特別サイズの上質な遊具で、ファーストクリスマスの贈り物にもおすすめ 

新商品発表 

Sweety カンガルーのおやこ XXLサイズ 

価 格：¥23,000  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：ルーマニア  サイズ：80cm 

材 質：ポリエステル 

Sweety いぬ XXLサイズ 

価 格：¥23,000  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：ルーマニア  サイズ：80cm 

材 質：ポリエステル 



 全国のキドキド、トット･ガーデンに導入される特別モデルも！               
 

店舗で販売する 2 種のぬいぐるみとは別に、「かえる」「ぞう」のぬいぐるみを、全国で人気の室内あそび

場「キドキド」「トット・ガーデン」で新たに導入します。これらのモデルは、施設を利用されたお客様からの

ご要望に応じて、販売も対応いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
導入店舗： 
イオンモールむさし村山店、セレオ八王子店、幕張新都心店、ららぽーとTOKYO-BAY店、レイクタウンアウト
レット店、コクーンシティさいたま新都心店、川崎ルフロン店、MARK IS みなとみらい店、たまプラーザテラス
店、テラスモール湘南店、タカシマヤ ゲートタワーモール店、堺タカシマヤ店、グランフロント大阪店、枚方T-

SITE店、神戸BAL店、広島パセーラ店、広島府中店、タカシマヤキッズパティオ 博多リバレインモール店、ゆ
めタウン佐賀店 

 

 手ごろなサイズの新デザインのぬいぐるみも、9 月より販売中                
 

当シリーズでは、約 30cmのサイズのぬいぐるみ 3種も、全国の店舗で 9月より新たに販売しています。

多様な布があしらわれた触感の良さや、笑顔の動物が子どもに安心感を与えるデザインで、赤ちゃんの

はじめてのお友達としてぴったりのあそび道具です。手洗い可能で清潔に保つことが出来るので、赤ち

ゃんの成長に長く寄り添います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweety カンガルーのおやこ 

価 格：¥5,000 

メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原 産 国：ルーマニア 

サ イ ズ：28cm 

材 質：綿、ポリエステル 

Sweety こぶた 

価 格：¥5,000 

メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原 産 国：ルーマニア 

サ イ ズ：31cm 

材 質：ポリエステル 

Sweety あひる 

価 格：¥5,000 

メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原 産 国：ルーマニア 

サ イ ズ：33cm 

材 質：ポリエステル 

Sweety ぞう XXLサイズ 

価 格：¥23,000  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：ルーマニア  サイズ：80cm 

材 質：ポリエステル 

Sweety かえる XXLサイズ 

価 格：¥23,000  メーカー：シギキッド社（ドイツ） 

原産国：ルーマニア  サイズ：80cm 

材 質：ポリエステル 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 赤ちゃんの成長に応じた遊び方 】 

 

・ 3ヵ月～ 
 
好奇心が芽生え、自分から様々なものと接触することで、基本的な感覚を理解していく頃です。触る、つかむなど

を通して様々な布の質感を感じたり、口に入れて感触を確かめたりと五感を刺激する遊びがおすすめです。手洗い

ができるので、衛生面でも安心して遊べます。 

 

・ 9ヵ月～ 
 

大人の話す言葉をよく観察し、「マンマンマン」「ナンナンナン」などの声を発するようになる頃です。言葉を覚えよう

としている証拠なので、ぬいぐるみを使ってたくさん話しかけてあげると楽しく遊べます。 

 

・ 1歳～ 
 
親しみのあるものを言葉で表現しようとするこの時期には、出てきた言葉をそのまま受け止めてあげることが大切

です。「楽しいね」「素敵だね」というように、ぬいぐるみと一緒に共感するような言葉がけをすることで、感情表現を

育むことができます。 

 

・ 2歳～ 
 
複雑な感情が生まれ、うまく伝えられないことが出てくるようになります。そんな時にはお気に入りのぬいぐるみを

媒介することで自分の思いを話しやすくなるため、コミュニケーションのサポート役に最適です。 

 

 

 

【 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 83 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。全国 21 箇所、年間 272 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約 30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：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 

 

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。 



 

 

北海道 神奈川県 あそびのせかい 堺タカシマヤ店 

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★ ベビーストア 枚方 T-SITE店 

丸井今井札幌本店 モザイクモール港北店 兵庫県 

さっぽろ東急百貨店 そごう横浜店 あそびのせかい 神戸 BAL（バル）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 学園南店 

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 西宮阪急店 

茨城県 あそびのせかい たまプラーザ テラス店 大丸神戸店 

水戸京成百貨店 あそびのせかい テラスモール湘南店 川西阪急店 

栃木県 伊勢丹相模原店 広島県 

東武宇都宮店 静岡県 あそびのせかい 広島パセーラ店 

埼玉県 遠鉄百貨店（浜松） そごう広島店 

伊勢丹浦和店 新潟県 広島 T-SITE店 

そごう大宮店 新潟伊勢丹店 トット・ガーデン イオンモール広島府中店 

まるひろ川越店 石川県 香川県 

あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店 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 プレイヴィル 天王寺公園 鹿児島県 

二子玉川店 泉北タカシマヤ店 山形屋店 

あそびのせかい イオンモールむさし村山店 大丸梅田店  

伊勢丹府中店 近鉄百貨店上本町店  

あそびのせかい セレオ八王子店 あべのハルカス近鉄本店  

ハートゥンナップギフトストア ルミネ立川店 ブレイニーストア 阪急うめだ本店 ★フラッグシップショップ 

 

【店舗一覧】（2017/10現在） 


