
 

2018年 1月 30日（火） 

株式会社ボーネルンド 

 

 
                                                
子どもの健やかな成長に「あそび」を通して貢献することを目指し、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売と

あそび場づくり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」社から、春の陽だまりの中でたくさん遊んで健

やかに育つようにという願いが込められたシリーズ『うららか森のなかまたち』を、2018 年 2 月 1 日より

春季限定でボーネルンドショップ全店と当社オンラインショップで新発売します。 
 

 赤ちゃんの健やかな成長を願って贈れるシリーズが新登場                
 

『うららか森のなかまたち』は、プレイマットやお出かけ用の手遊びラトル、手遊びトイ、歯固めなど、豊富

なラインナップの中から、赤ちゃんの発達段階や興味に応じたあそび遊具を選ぶことができるシリーズで

す。柔らかく肌触りの良い布製で、全て手洗いができて清潔に保てるので、月齢の低い赤ちゃんにも安

心です。また、本シリーズの遊具は縁起の良い「ふくろう」をメインのモチーフとしており、出産祝いとして、

特別感のある贈り物を渡したいと考えている方にもおすすめの遊具です。 

 

 

 

 

 

 

 

【新生児から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ふくろう”にこめられる願いとは 

日本では赤ちゃんのおもちゃにあまり用いられることがないふくろうですが、ヨーロッパではふく

ろうは英知の象徴とされており、「賢い子に育ちますように」という願いのこもった、赤ちゃんへ

の贈り物として人気が高いモチーフです。また、日本では「不苦労」という縁起の良いモチーフ

のふくろうは、「生涯苦労しませんように」という願いもこめられます。文化を越えて良い意味を

持つふくろうのデザインは、心のこもった贈り物としてぴったりです。 

プレイマット、歯固め、手あそびラトルなど、発達段階に応じて遊べる 

『うららか森のなかまたち』 シリーズを 2月 1日から春季限定で発売 

手洗い可能の布製で、縁起の良いふくろうモチーフが贈り物にもぴったり 

新商品発表 

■ 森のプレイマット 
 

森の動植物が描かれた大ぶりなプレイマット。新生児から使えて、赤ち

ゃんの安心できる居場所になります。柔らかく安全なミラーや歯固め、

パリパリ音が鳴る素材など、森を探検するときのようにわくわくする仕掛

けが盛りだくさんで、赤ちゃんの五感を刺激します。 

洗濯機で洗えて清潔に保てるため、なんでも口に入れて確かめる赤ち

ゃんにも安心です。畳めるので収納しやすく、裏面は撥水加工されてい

るので、おむつ替えマットとして使えることも嬉しいポイントです。 
  
メーカー：シギキッド（ドイツ）  原 産 国：中国 

価 格：12,800＋税         サ イ ズ：100×100cm 

材 質：ポリエステル、コットン、PET、EVA、PE 



■ 歯固めふくろう 
 
歯が生え始めでむずがゆさを
感じる頃の赤ちゃんにおすすめ
の布製ラトルです。 

ふくろうの羽が感触の異なる歯
固めになっています。リングの
内側にある赤いラインが、赤ち
ゃんに握る場所をガイドします。 
 
 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国：中国 

価格：1,500＋税 

サイズ：14×17cm 

材質：ポリエステル、コットン、
EVA、PE 

 

■ 森の手あそび・ふくろう 
 
歯固めやミラー、ラトルなど、赤
ちゃんが好きな手あそびの仕掛
けが揃った、ふくろうの形の手
遊びトイ。おでかけにもぴったり
の手ごろな大きさです。ミラーを
取り外して手洗いができます。 
 
 
 
 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：3,000＋税 

サイズ：19×18cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレ
ン、EVA、PE、PET 

 

■ 森のボーリング 
 
森の木々とこぐまがモチーフに
なった布製のボーリング。振る
とビーズの優しい音が鳴るボー
ルは、はいはいや歩く練習にも
ぴったり。さらに、見立てあそび
など、さまざまな遊びも楽しめま
す。 
      
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：4,500＋税 

サイズ：ボール 9×9.5cm、ピン
高さ 12.5～16cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレ
ン、PP 

 

■ 森のハンギングトーイ 
 
パリパリ音が鳴るしかけや歯固
め、ラトルが付いたベビーカート
イ。 

ベビーカーにつけるためのマジ
ックテープは凹凸のない仕様
で、敏感な赤ちゃんの肌を傷つ
ける心配がありません。 
 
 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：2,400＋税 

サイズ：30 cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレ
ン、EVA、PE 

 

■ 森の手あそびボール 
 
ふくろうやハリネズミ、きのこな
どつかみやすい仕掛けがたくさ
んついた布製ボール。おすわり
の時期に両手を使って遊ぶの
にぴったりです。中には音の鳴
るラトルが入っていて、転がると
音が鳴るという因果関係を知る
きっかけになります。 
  
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：3,000＋税 

サイズ：高さ 14cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレ
ン、PET 
 
 

■ 森のスタッキング・ツリー 
 
大ぶりで握りやすいリング状の
布製のスタッキング。木の幹に
見立てた棒にリングを通すシン
プルなあそびは、目で見たとお
りに手を動かす練習になりま
す。両手を使って遊ぶことで自
然と筋力がつき、おすわりの姿
勢が安定するようになります。 
  
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：4,500＋税 

サイズ：20×25 cm 

材質：ポリエステル 

 

【おでかけがはじまる時期に】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おすわりの時期に】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さなふくろうの 

ラトルがついています 



■ こぎつねのジョー 

 

好奇心が旺盛で、楽しいことを探
すのが得意。 

 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：1,500＋税 

サイズ：10 cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレン 
 
 

■ こうさぎのシグリッド 

 

優しくて、お話を聞くのが上手。
いつもまわりに友達がたくさん。 

 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：1,500＋税 

サイズ：9cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレン 
 
 

■ こぐまのテオ 

 

たくさん食べて、たくさん寝て、い
つでも笑顔で元気いっぱい。 

 
 
メーカー：シギキッド（ドイツ） 
原 産 国： 中国 

価格：1,500＋税 

サイズ：10cm 

材質：ポリエステル、ポリスチレン 
 
 

【願いをこめて選べる楽しさが魅力 ハッピー・マスコットラトル】 
 

本シリーズの遊具には、ふくろう以外にもこぎつね、こうさぎ、こぐまの 3 種類の動物が登場します。今回

のラインナップには、これらの仲間たちをモチーフにしたラトルも登場。各キャラクターには、寝るときやお

でかけするとき、あそぶ時間、いつも一緒にいて成長を見守るよう、親しみやすいようにそれぞれに名前

と性格が与えられています。デザインはもとより、「こんな子に育ってほしい」という願いをこめて選ぶ楽し

さがあります。振ると優しい音が鳴るラトルはお出かけにもぴったり。プレイマットや布絵本などと一緒に

遊ぶと、いないないばぁやお話あそびなど、さらに遊び方が広がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 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やか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 82 ヶ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 千ヶ所ま
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 ヶ所、年間約 277 万人、「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 ヶ所、年間 350万人以上の親子が訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（月～金 10:00～17:00） 

 



 

 

北海道 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 

札幌・大通り店★ 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 

丸井今井札幌本店 神奈川県 あそびのせかい 堺タカシマヤ店 

さっぽろ東急百貨店 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 

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 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 

ボーネルンド セレンディピティストア  愛知県 愛媛県 

レイクタウンアウトレット店 星が丘テラス店★ フジグラン松山店 

千葉県 松坂屋名古屋店 福岡県 

そごう千葉店 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 

伊勢丹松戸店（3F） プライムツリー赤池店 岩田屋本店 

あそびのせかい 伊勢丹松戸店（6F） 岐阜県 博多阪急店 

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 小倉井筒屋店 

ららぽーと柏の葉店 三重県 佐賀県 

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 トット・ガーデン ゆめタウン佐賀店 

東京都 滋賀県 大分県 

ボーネルンド本店（原宿）★ 近鉄百貨店 草津店 トキハわさだ店 

代官山店 京都府 長崎県 

大丸東京店 大丸京都店 みらい長崎ココウォーク店 

六本木ヒルズ店 奈良県 長崎浜屋店 

渋谷・東急本店 近鉄百貨店奈良店 佐世保玉屋店 

京王百貨店新宿店 大阪府 熊本県 

西武池袋本店 あそびのせかい グランフロント大阪店★ 鶴屋店 

池袋東武店 ららぽーと EXPOCITY店 鹿児島県 

東急百貨店吉祥寺店 プレイヴィル 天王寺公園 山形屋店 

二子玉川店 泉北タカシマヤ店  

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 ★フラッグシップショップ 

 

【取り扱い店舗一覧】（2018/1現在） 
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