S pe cia l Toy s fo r Pr esen ts
Lovely Kitchen Set
キッチン台は、小さなお子さまが楽しく遊びやすい高さと丈夫さで、小学校中学年くらいまで
気がつくといつもそこで遊んでいるお子さまにとって居心地の良い素敵な居場所になってくれます。
「キッチン台を置くと大きくて邪魔になるかと思ったら、収納スペースがあり
子どもが自分で片づけることができてむしろ片付いたのでおすすめ」
とは小学生ママのお声です。
※商品は、全て組立式です。
（説明書とネジがついています。）

★お箱ぴったりに梱包しますのでギフトラッピングが出来ません。
リボンをお付けします。
商品番号: 1-2
【Indigo Jamm】

ミニキッチンレッド
¥13,000（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：天然木（パインウッド）、MDF、合板、PET、
スチール
外箱サイズ：幅31㎝×奥行14㎝×高さ42㎝
本体サイズ：幅30㎝×奥行30㎝×高さ64㎝
内容：キッチン×１、鍋×１、木ベラ×１

★コンパクトで 、移 動も手 軽な
ハーフサイズのキッチンセット。
真っ赤な可愛いデザインが、
女の子
へのプレゼントにぴったりです。
パンとヘラが付いています。

商品番号: 1-3
【Classic World】

シェフズキッチンセット

商品番号: 1-1
【Indigo Jamm】

¥16,800（税抜）

レッドキッチンダイナー

対象年齢：3歳～
素材：木、プラスチック
外箱サイズ：幅43㎝×奥行18㎝×高さ57㎝
本体サイズ：幅53㎝×奥行30㎝×高さ74㎝
内容：キッチン×1、
フライパン×1、ナベ×1、
塩コショウ×各1、おたま×1、
フライ返し×1、
ナイフ×1、ヘラ×1、野菜5種

¥18,000（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：天然木（パインウッド、
イジュ）、MDF、合板、PET、
スチール
外箱サイズ：幅32.5㎝×奥行17.5㎝×高さ62㎝
本体サイズ：幅51㎝×奥行31㎝×高さ76㎝
内容：キッチン×１、
フライパン×1、
おたま×1、
フライ返し×1、
へら×1、
ソルト＆ペッパー入れ×各1、鍋つかみ×1、時計×1

★フライパン、お鍋、
カトラリーセ
ット、
トマト、キュウリ、ナス、ニン
ジン、
タマネギが入っていてすぐ
にお料理を始められます。
つまみ
をまわ すとカチカチなるコンロ
や 振ると音がする塩コショウで
お料理に夢中になります。

★真っ赤な可愛らしいデザインでとってもキュートなキッチン
ダイナー。 扉やカチカチと動くつまみ、時計などもついて
使い勝手もよく、
フライパンや調味料入れなどのおままごと
セットが付属品として付いているのも嬉しいポイントです。

First Kitchen Set
はじめてのおままごとにぴったりなスターターセットです。
商品番号: 1-5
【Classic World】

商品番号: 1-4
【Hape】

アフタヌーンティーセット

グルメキッチンスターターセット

¥3,800（税抜）

¥4,600（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木製
外箱サイズ：幅20㎝×奥行10㎝×高さ26㎝
パーツ：食器セット
（皿、
フォーク、ナイフ）
×２、
蓋付き鍋、
フライパン、調味料×2、
おたま、
フライ返し

対象年齢：3歳～
素材：木
外箱サイズ：幅25㎝×奥行8.5㎝×高さ23.5㎝
パーツ：トレイ、ティーポット、ティーカップ×2、
砂糖入れ、
スプーン×2、ティーバック×2、デザート×2、お皿×2

★鍋・フライパン・調味料からお皿・カトラリーまで
全てが1セットになっていて、買ったその日からこれ
だけですぐに楽しくおままごと遊びができます。

★ティーバッグや小さなお菓子までついたラブリー＆キュートな木のティー
セットです。その可愛らしさに、大人も思わず目を細めて子供たちのお茶会
に楽しく参加してしまいそうです。
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Special Toys Presents

Cute Kitchen Goods
カラフルで可愛いおままごとのセット。
夢中になってあそぶ小さな子たちの姿に、一緒に遊ぶ大人もハッピーな気持ちになることでしょう。

商品番号: 1-6
【Melissa&Doug】

パスタセット

¥5,600（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木、紙、
フェルト、プラスチック
外箱サイズ：幅40㎝×奥行8.5㎝×高さ30㎝
パーツ：パスタ4種、パスタソース缶2種、
パスタ鍋セット、木製具材、塩、
フォーク、
メニューカード
商品番号: 1-7
【Melissa&Doug】

★大人も思わず夢中で遊んでしまいそうな本格的な
パスタセットです。
フェルトのラビオリの中に木の
具材を入れたり出したり、
マジックテープの付いた
フォークでフェルトのパスタをクルクル巻き取った
りと、楽しく遊びながらいろいろな手の動きをさせ
るようにデザインされています。

クッキーセット
¥3,200（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木に塗装、布、プラスチック、紙
外箱サイズ：幅34cm×奥行9cm×高さ27cm
パーツ：クッキー12枚、パッケージ、布手袋、
木製ナイフ、ヘラ、
トレイ

★マジックテープでクッキー同士も、
トレイにもくっつくようになって
います。
クッキーを重ねてつなげると赤い筒のパッケージに入り
ます。
トレイに並べて焼けたらヘラではがしてサーブして‥と、
とっても忙しいクッキー屋さんに、小さな子どもは夢中です！

1-8
【Melissa&Doug】
商品番号:

フェルトサンドイッチセット
¥3,200（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：フェルト
外箱サイズ：幅34㎝×奥行6㎝×高さ25㎝
パーツ：フェルト製の食材33ピース

商品番号: 1-9
【Melissa&Doug】

★4種のパンに野菜や お肉、
チーズにケチャップなど、合わ
せて33ピースものたくさんの
具材がセットになっています。
ご兄弟やお友達ともケンカに
ならず遊べるボリュームです。
オリジナル のサンドイッチを
作って、可愛いサンドイッチ屋
さんのオープンです！

フェルトピザセット
¥3,200（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：フェルト、木に塗料、紙
外箱サイズ：幅29㎝×奥行3㎝×高さ29㎝
パーツ：フェルト製のピザベース、ピザの具材、
紙製デリバリーBOX、ピザトレイ

★具のパーツがいっぱい！パッケージの箱がそのままピザのデリバリー
BOXになっていて、
一生懸命作って
「おまたせしましたー！」
と配達に来る
可愛いピザ屋さんに、お相手する大人も思わず微笑んでしまいます。

商品番号: 1-11
【Green Toys】

ティーセット
¥4,500（税抜）

対象年齢：2歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
外箱サイズ：幅36㎝×奥行12㎝×高さ26㎝
パーツ：ティーポット、
クリーマー、シュガーボウル、
ティーカップ×4、
ソーサー×4、ティースプーン×4

★お家の中でも、お外でも
お風呂などの水周りでも使
える丈夫なアメリカ製プラス
チックのティーセット。カラ
フルでデザインもキュート！
2歳から遊べる仕様です。

1-10
【エド・インター】
商品番号:

手作りおべんとう
¥3,500（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木、布
外箱サイズ：幅29.5㎝×奥行7.5㎝×高さ21㎝
パーツ：おべんとう箱、包丁、
まな板、おかず×8（おにぎり・ハンバーグ・たまご焼き・ソーセージ・
チキン・スパゲッティ・プチトマト・ブロッコリー）

★おべんとう箱には木と布製の本物そっくりのおかずが８種類。包丁とまな板付きで、
おかずをサクサク切ったり、おにぎりにのりを巻いたり、最後はおべんとう箱に楽しく
詰めてピクニックに出かけましょう！
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Special Toys Presents

Fun! F un! T o y s for Ki ds
楽しく遊び な がら学 ぶ 知 育 おもちゃ
親子で一緒に楽しく遊んでいるうちに、体感的にいろいろなことを覚えることができる
知育おもちゃやパズルです。

商品番号: 2-1
【Classic World】

商品番号: 2-2
【Plantoys】

チクタク時計

商品番号: 2-3
【ThinkFun】

ギヤパズル デラックス

¥2,400（税抜）

Zingo!

¥5,400（税抜）

¥3,700（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木
サイズ：幅23㎝×奥行23㎝×高さ5㎝
パーツ：木製時計ボード、数字ブロック×12

対象年齢：2歳～
素材：木（成形材）
サイズ：幅28㎝×奥行23㎝×高さ10㎝
パーツ：ジャンクションギア×1、ギアパーツ×10

対象年齢：4歳～
素材：紙、プラスチック
サイズ：幅21㎝×奥行26㎝×高さ9.5㎝
内容：ジンガー（本体）、
タイル×72、
カード×6（裏表）

★様々な形や色の数字ブロックは取り外し
ができ、形合わせとして遊ぶことができま
す。たくさん遊びながら時計の数字や針を
覚えて、時間に親しみます。

★パズルになっている土台の板を並べてギヤをはめて回すと、
お花がグルグル一斉に回りだします！天然の染料を混ぜ
込んで圧縮成形した成形材は、
ナチュラルで優しい風合いな
上にとっても丈夫です。
女の子も男の子も楽しく遊べます。

★英単語を覚えながらBINGOゲームが楽しめます！
札をとる時、
大きな声で発音するのがルールです。

商品番号: 2-4
【Janod】

商品番号: 2-5
【Janod】

マグネットブック アルファベット

マグネットブック ビークル

¥2,700（税抜）

¥2,700（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：紙、マグネット、ポリエステル
サイズ：幅19㎝×奥行4㎝×高さ26㎝
パーツ：イラスト付きマグネット×26、
アルファベットマグネット×104

対象年齢：3歳～
素材：紙、マグネット、ポリエステル
サイズ：幅19㎝×奥行4㎝×高さ26㎝
パーツ：カード×8、マグネット×50

★アルファベットと、可愛いイラストが描かれたマグネットが入っています。
マグネットブックの裏表紙のボードにくっつけることができ、
イラストの
スペルをまねして並べたり、
自分で組み合わせたりして言葉を作ります。

★男の子が大好きな乗り物をモチーフにしたマグネットおもちゃ。
カードに描かれた乗り物のパーツを探して作るパズルの面白さと、自分の
好きなパーツを自由に組 み合わ せて、オリジナル のメカを作り上げる
楽しさの両方が味わえます。

2-7A

2-7B

2-7C

商品番号: 2-6
【Gigamic】

カタミノ

¥5,600（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木
外箱サイズ：幅30㎝×奥行5㎝×高さ20㎝
パーツ：20ピース、木製ボード、仕切り棒（スライダー）、
ルールブック

★様々な形をしたブロックを組み合わせ、指定されたマス目を
埋めていく思考型パズル。マス目の範囲や 選ぶブロックの
数によって難易度設定ができ、年齢やスキルに関係なく誰でも
自分のレベルに応じて遊ぶことができます。

商品番号: 2-7A , 2-7B , 2-7C
【Cocci Cocci】
ジープ ¥2,500（税抜）
（2-7A） メリーゴーランド ¥2,500（税抜）
（2-7B）
TODOパズル
消防車 ¥2,900（税抜）
（2-7C）
●

●

●

対象年齢：5歳～
素材：紙
外箱サイズ：幅35.5㎝×奥行35.5㎝×高さ2.5㎝
パーツ：ジープ（100ピース）
メリーゴーランド
（32ピース）
消防車(133ピース)
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Fun! Fun! Toys for Kids

★イタリア製の立体パズル。抜型になった厚紙
で乗り物を組み立てます。
色を塗ることで世界に
一つだけのオリジナルに仕上がります。のりや
ハサミは不要で、
お子さまにも扱いやすい大きさ
です。
もちろん、出来上がった乗り物はごっこ
遊びにも大活躍！

男の子が夢中 になるのりもの おもちゃ
リサイクル・プラスチックで作られたGreen Toysシリーズは、とにかく丈夫で
扱いやすく軽いのが特徴です。お家の中でも外でも、水周りでも遊ぶことができます。
複雑な手指の動きを要求するボッシュ 3 in 1シリーズや、メリッサ＆ダグの木のキャリアカーも人気です！

1歳

さんから

商品番号: 2-8
【Green Toys】

商品番号: 2-9
【Green Toys】

ファイヤートラック

ダンプトラック

¥4,200（税抜）

★丸 みをおび たデ ザインの真っ赤なボディが
可愛い消防車。車の上部の梯子の部分が持ち上
がってグルグル回るようになっています。

さんから

リサイクリングトラック

¥4,200（税抜）

対象年齢：1歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：幅27㎝×奥行16㎝×高さ19㎝

2歳

商品番号: 2-10
【Green Toys】

¥4,200（税抜）

対象年齢：1歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：幅25㎝×奥行19㎝×高さ18㎝

対象年齢：1歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：幅31㎝×奥行17㎝×高さ18㎝

★荷台を動かすことの出来るこのダンプトラック
は、Green Toysの中でも一番人気があります。
荷台におもちゃやぬいぐるみを載せてあっちへ
押していったり、
こっちへ押して来たりして、伝い
歩きの赤ちゃんから楽しく遊べます。

★荷台の横に３つの穴が開いており、
ゴミを分別
して入れられるようになっています。
荷台を傾けて
パカッと後部の開閉部を開ければ中身をザザッ
と出せるようになっています。

商品番号: 2-12
【Green Toys】

商品番号: 2-11
【Green Toys】

トレインブルー

ロケット レッドトップ

¥5,800（税抜）

¥4,800（税抜）

対象年齢：2歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：幅54㎝×奥行11㎝×高さ11.5㎝

対象年齢：2歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：幅23㎝×奥行23㎝×高さ28㎝

★ロケットの先端部分は回すと外すことが
できます。開閉するドアから宇宙飛行士を
乗せたり降ろしたりできます。2人の宇宙
飛行士と一緒に宇宙の旅を楽しみましょう！

3歳

さんから

★機関車と車両2両を連結したり離したりできるようになっており、2匹のクマちゃん
の機関士さんをそれぞれの車両に乗せたり降ろしたりできます。車両の連結部分も
2歳くらいの子が扱えるようにデザインされています。

商品番号: 2-13
【Green Toys】

フェリーボート ミニカー2台付き
¥4,800（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：HDPE（高密度ポリエチレン）
サイズ：フェリーボート 幅26㎝×奥行17㎝×高さ16㎝
ミニカー 幅10㎝×奥行5㎝×高さ4㎝

★お風呂やプール、公園の噴水池などで浮かべて遊ぶことができます。
お部屋の中でも車を乗せたり降ろしたりして楽しく遊ぶことができ、
お庭やお砂場でも遊べます。

2-14A

2-14B

2-14C

商品番号: 2-15
【Melissa & Doug】

キャリアカー
¥3,500（税抜）

2-14A , 2-14B , 2-14C
【Klein】
エアクラフト（2-14A）
商品番号:

ボッシュ3 in 1
各 ¥4,900（税抜）

●

●

●

対象年齢：3歳～
素材：プラスチック
コンストラクター（2-14B） 外箱サイズ：幅27㎝×奥行12㎝×高さ2.5㎝
レーシングカー（2-14C） パーツ：組み立てパーツ、ドライバー、レンチ

★ドライバーとレンチを使って自分で楽しく組み立てて、3種類のかっこいい乗り物を作ります。
楽しい遊びの中で、パーツを組み上げていく構成力や、手先の器用さなどが自然と養われていきます。
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対象年齢：3歳～
素材：木に塗装、プラスチック、金属
サイズ：幅36㎝×奥行9㎝×高さ18㎝
パーツ：キャリアカー１、乗用車4

★可愛いポップなデザインの木のキャリアカー。
車を乗せたり降ろしたり、男の子が夢中になって遊べる
仕組みになっています。

Fun! Fun! Toys for Kids

Family Game & Support Board
家 族 み ん な で 盛り上 が る ファミリー ゲ ー ム！
4才くらいから、ワイワイみんなで楽しくゲームができるようになってきます。
楽しいホームパーティーに家族みんなで楽しめるゲームは、いかがでしょうか。

商品番号: 3-1
【Pegasus】

★いかだに動物が全部乗るかどうか、
いかだ動物園
参加者全員で予想しながら、動物の数を
¥2,400（税抜）
増やしていきます。意見が分かれたら、
乗ると予 想した全 員で 協 力して、制 限
対象年齢：5歳～
時間内にいかだの枠に収めるパズルに
素材：木、紙、プラスチック
外箱サイズ：幅25㎝×奥行7㎝×高さ25㎝
挑戦！目測で大きさや形を見極めて判断
パーツ：いかだボード×6、動物パーツ×30、 する前半と、みんなでワイワイ協力して
動物カード×30、得点チップ、
手を使うアクティブな後半とが、絶妙な
YES/NOチップ、砂時計
バランスで組み合わさったゲームです。
遊ぶ人数：2～4人

商品番号: 3-3
【Haba】

商品番号: 3-2
【Haba】

ゲーム・ワニに乗る？
¥3,600（税抜）

対象年齢：4歳～
素材：木
外箱サイズ：幅22㎝×奥行5㎝×高さ2㎝
パーツ：ワニ×1、動物7種×4、
サイコロ×1
遊ぶ人数：2～4人

商品番号: 3-4
【Amigo】

スティッキー

商品番号: 3-5
【Amigo】

スピードカップス

¥3,000（税抜）

★サイコロの指示通り、土台
のワニの上に動物たちをバラ
ンスよく積んで いくゲーム
です。どのように動物を積む
かによって次の人の難易度
が変化しますので、小さい子
どもにも分かりやすくゲーム
の駆け引きを楽しめるように
デザインされています。

ハリガリ

¥3,000（税抜）

¥2,800（税抜）

対象年齢：6歳～
素材：木
外箱サイズ：幅24㎝×奥行16㎝×高さ4㎝
パーツ：スティック
（長さ15㎝）
×1束、
リング×1、サイコロ×1
遊ぶ人数：2～4人

対象年齢：6歳～
素材：ベル部分に金属・プラスチック、紙
外箱サイズ：幅13㎝×奥行8㎝×高さ17㎝
パーツ：ベル（直径7㎝）1、
5色カップ（高さ5㎝）4セット、
カード1セット
遊ぶ人数：2～4人

対象年齢：6歳～
素材：ベル部分に金属・プラスチック、紙
外箱サイズ：幅13㎝×奥行6㎝×高さ17㎝
パーツ：ベル（直径7.1㎝）1、
カード1セット
遊ぶ人数：2～6人

★ルールを理解してみんなで遊ぶ楽しさいっぱ
い！サイコロで出た色の棒を束が崩れないように
そっと引き抜いて遊ぶバランスゲームです。

★真ん中にカードの山とベルを置き、カードを
一枚めくってカードに描いてある絵の通りに自分
の五色のカップを並べ、早い者勝ちでチン！
大人も子どもも大慌ての大盛り上がり！

★一人ずつカードをめくっていって場に同じ果物
が５つ揃ったら、中央に置かれたベルをチン！と
鳴らします。早い者勝ちでベルを鳴らすスリルに
大人も子供も大興奮。

就 学 前 後 の お 子 さ ま の デ イリー サ ポ ート ボ ード
商品番号: 3-6
【Melissa & Doug】

商品番号: 3-7
【Melissa & Doug】

マイデイリー
マグネティックカレンダー

マグネティック
レスポンシビリティ チャート

¥4,600（税抜）

¥4,600（税抜）

対象年齢：3歳～
素材：木、磁石
外箱サイズ：幅40㎝×奥行2.5㎝×高さ30㎝
パーツ：ホワイトボード
（幅40cm×奥行1cm×高さ63cm）、
マグネットシート83枚

対象年齢：3歳～
素材：木、磁石
外箱サイズ：幅40㎝×奥行2.5㎝×高さ30㎝
パーツ：ホワイトボード
（幅40cm×奥行1cm×高さ63cm）、
マグネットシート89枚

★月日や曜日、
季節、
気温はどのくらい？
「暑い、
寒い」
「
、今日は元気」
など・
・
・。
マグネットを
変えて毎日カレンダーをつけましょう。
英語に触れ、
季節や曜日を覚えることができます。
祝日や今日の予定のマグネットは、
シールなどを貼って自由にカスタマイズしてください。

PonoLipo Summer Catalog 2020

★「ありがとうとお礼を言う。」
「 使った食器の後片付け。」
「 はみがき」、
「お手伝い」
など今週の課題を自分で選んで、毎日寝る前にパパ・ママとディスカッションし、
自分
で採点していきます。
自立心を育てます。
※シールなどを貼ってカスタマイズしてお使いください。
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オリジナルの 物 語 創 作ゲームや 脳トレゲーム
認知能力、空間把握能力、想像力、論理思考力…などを楽しく遊びながら育んでいきます。

商品番号: 3-8
【PonoLipo】

ものがたりカード
¥1,500（税抜）

対象年齢：4歳～大人
素材：紙
外箱サイズ：幅6.5㎝×奥行1㎝×高さ9㎝
遊ぶ人数：1人～8人

★机の上にカードを全て裏向きに置き、順番に１枚ずつカードをめくります。出てきた
絵を使って物語をみんなで繋いで作っていきます。日本の子供達にとって分かりやすく
親しみやすい絵で作られた、ポノリポオリジナルの物語創作ゲーム用のカードです。

商品番号: 3-9
【GIGAMIC】

商品番号: 3-10
【GIGAMIC】

ディファレンス

ディファレンス・ジュニア

¥1,800（税抜）

¥1,800（税抜）

対象年齢：7歳～
素材：紙
外箱サイズ：幅11㎝×奥行3㎝×高さ15㎝
パーツ：カード50枚、説明書（日本語）
遊ぶ人数：1～6人

対象年齢：5歳～
素材：紙
外箱サイズ：幅11㎝×奥行3㎝×高さ15㎝
パーツ：カード50枚、説明書（日本語）
遊ぶ人数：1～6人

★美しい絵は全部で4種類、難易度の易しい
カードが25枚、
難しいカードが25枚あります。
それぞれの絵はほとんど同じに見えて、
必ず
2ヶ所間違いが潜んでいます。お題カードと
手元のカードの違いを一番早く見つけた
人のカードが次のお題カードになります。
手持ちのカードが先になくなった人の勝ち！

★フランスの脳トレ、間違い探しゲーム
「ディファ
レンス」のジュニア版です。小さなお子さまでも楽
しめる、
カラフルで親しみやすい絵は全部で4種
類。家族みんなで盛り上がり、観察力と集中力を
養うことができるゲームです。

商品番号: 3-11
【ThinkFun】

商品番号: 3-12
【ThinkFun】

¥2,700（税抜）

¥5,200（税抜）

スウィッシュ

サーキット・メイズ

対象年齢：8歳～
素材：プラスチック
外箱サイズ：幅22.5㎝×奥行20.5㎝×高さ6.5㎝
パーツ：カード×60、収納袋、解説書
遊ぶ人数：1人～

★スウィッシュとは同じ色のドットと縁の組み合わせで作る
模様のこと。大小色様々なドットが描かれた透明のカードを
並べ、同じ色のドットと縁が合うカードを目で見て探します。
見つかったら
「スウィッシュ！」
と叫んでカードを合わせます。
カードを頭の中で裏返したり回転させてイメージすることが
できるようになります。

商品番号: 3-13
【ThinkFun】

ローラーコースターチャレンジ
¥5,400（税抜）

対象年齢：8歳～
素材：プラスチック
外箱サイズ：幅24㎝×奥行27.5㎝×高さ6.5㎝
パーツ：ボード、問題カード×60、パーツ×17
（※単四電池3本が必要です（別売り））
遊ぶ人数：1人～

対象年齢：6歳～
素材：プラスチック
外箱サイズ：幅30㎝×奥行7.2㎝×高さ27.5㎝
パーツ：ゲーム盤、レール×75、
トンネル×2、
コースター×1、問題カード×40、解説書
遊ぶ人数：1人～

★電気回路のパズルゲームです。 電気が
+(プラス)からー(マイナス)に流れる回路
を構築しましょう。正しく回路を繋げて、
LEDの明かりが点けば、正解です。
問題カードは60枚！

★ジェットコースターのレールを繋げて、
コース
ターがスタートからゴールまで辿り着くようプロ
グラミング！問題カードは40枚、簡単なものから
徐々に難しくなっていき、子どもから大 人まで
チャレンジできます。

PonoLipo Summer Catalog 2020
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Fantastic Toys and Craft Kits for School Boys & Girls
小 学 生 の 女 の 子 へ のプレゼントに最適！ クラフトおもちゃ

商品番号: 4-1
【Usborne】

商品番号: 4-2
【Ann Williams】

デザイン・スタジオ
〈パーティーファッション〉

ペーパーボウルキット

¥2,300（税抜）

★未来のファッションデザイナーへ贈る、
豪華なデザインブックセットです。好き
な色やデザインを組み合わせて可愛く
コーディネート。デザイン帳のコピーを
最初に取っておけば、
シールなどを好き
に足してずっと使えます！

★プラスチックのボウル 型 に付 属 の
カラフルでおしゃれなデザインの円形
紙パーツを貼っていくだけで、
カラフル
綺麗な小物入れボウルができます。
ボウル は、大・中・小 の 3 種 類 。アクセ
サリー入れ、鍵入れ、文房具入れなど
日常の中で素敵に使える仕上がりです。

★カラフルで実用的な鍋つかみ（ポット
ホルダー）のクラフトキット。
シンプルな
器具を使って、小さな子どもでも繰り返
しの作業だけで作れます。出来上がった
作品は、
キッチンでずっと使っていける
クオリティです！

各 ¥2,800（税抜）
●

3Dパズル(ピンクパレス)
¥2,550（税抜）

対象年齢：6歳～
素材：紙
外箱サイズ：幅42㎝×奥行1㎝×高さ29㎝
組立サイズ：約40㎝四方
内容：100(＋α)ピース

●

4-4C

デラックス

対象年齢：6歳～
素材：金属、糸、プラスチック
外箱サイズ：幅32㎝×奥行26㎝×高さ5㎝
内容：編み機 ×1
（18×18㎝）
、
糸リング（ポットホルダー 6個分）
、
フィニッシングフック×1、編み針×1、
説明書、
デザイン案

アクセサリーセット

4-4B

¥3,700（税抜）

対象年齢：8歳～
素材：プラスチック、紙、水溶性のり
外箱サイズ：幅25㎝×奥行25.5㎝×高さ8㎝
内容：プラスティックボール×3、
可愛い柄つき円形紙×120、水溶性のり×1、
刷毛×1、説明書

商品番号: 4-4A , 4-4B , 4-4C
【DJECO】

商品番号: 4-5A
【Melissa & Doug】

ポットホルダールーム

¥2,950（税抜）

対象年齢：6歳～
素材：紙、プラスチック
外箱サイズ：幅18㎝×奥行22㎝×高さ4㎝
内容：デザインブック、ペン、
ステンシル、
パターンペーパー、シール

4-4A

商品番号: 4-3
【Harrisville Design】

●

ピンク（4-4Ａ）
ピンク＆オレンジ（4-4B）
ブルー（4-4C）

対象年齢：7歳～
素材：布、ゴム、プラスチック、金属
外箱サイズ：幅21㎝×奥行23㎝×高さ3㎝
内容：ビーズ×4、
コイル×5、
ネックレス×1、
チャーム×4
※ブックレット付

★ピンクとゴールド、オレンジとピンク、ブ ルーと
ピンクなど、大人でもハッとするフランスの色彩感覚、
ファッションセンスが光る手作りアクセサリーキット。

商品番号: 4-5B
【Melissa & Doug】

3Dパズル(スィートホーム)
¥2,550（税抜）

商品番号:4-5C
【Melissa & Doug】

3Dパズル(パープルハウス)
¥2,550（税抜）

★番号を合わせて順番通りに組み上げてドールハウスを作ります。
出来上がったらドールハウスとして遊んで、
遊び終わったら元に戻してしまって、
また組み立てて遊びます。
※このおもちゃには小さなパーツが含まれますので、
ご注意下さい。
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楽 し い ベ ビ ー ＆トド ラ ー 向 け の 知 育 お もちゃ
発語に向けてお声掛けしながら一緒に遊びやすく、手指をいっぱい使って遊べるようにデザインされています。

商品番号: 4-6
【K's Kids】

商品番号: 4-7
【K's Kids】

シェープソーティングホーム

商品番号: 4-8
【Kʼs Kids】

パトリック・シェイプアブー

カーズ・イン・タウン

¥5,000（税抜）

¥3,800（税抜）

¥4,000（税抜）

対象年齢：12ヵ月～
素材：ポリエステル、綿、ナイロン、PET、ABS 樹脂
外箱サイズ：幅22㎝×奥行21㎝×高さ26㎝
パーツ：家(22㎝×21㎝×26㎝ ) 1、
ブロック10

対象年齢：6ヵ月～
素材：ポリエステル、綿、
PET樹脂、
ナイロン、
EVA樹脂、
ポリエチレン
外箱サイズ：幅31㎝×奥行8㎝×高さ28㎝
パーツ：マット
（57㎝×38㎝）1、
カー(8㎝×6㎝×6㎝) 9

対象年齢：12ヵ月～
素材：ポリエステル、綿、ABS樹脂
外箱サイズ：幅38㎝×奥行11㎝×高さ24㎝
パーツ：バッグ（24㎝×26㎝×11㎝）、ブロック×9

★いろいろな窓にパーツをあわせて入れたり出
したり。ひとつひとつのパーツがラトルになってい
て、
ベビーが夢中になる仕組みがいっぱい！可愛い
お家の形をしたバッグ型です。

★柔らかい布でできた車のおもちゃがいっぱい！
お友達とも仲良くシェアして遊べます。
車は、パフパフ、
クシュクシュ音がします。
バッグにもなるプレイシート付きです。

★いろいろな形のカラフルなパーツを型はめ
して遊びます。バック型になっていて持ち運び
も便利。裏面はパリパリ音のする布をめくって
遊ぶ仕組みで形を覚えます。

4-10A
商品番号: 4-9
【Classic World】

マルチアクティビティ ブロックス
¥5,000（税抜）

対象年齢：1歳半～
素材：木、紙、布
外箱サイズ：幅25㎝×奥行30㎝×高さ17㎝
パーツ：木製積み木100ピース、
カード10枚、巾着袋

★数字・アルファベット・記号・形・動物の積み木が
含まれていて、
タングラム遊び用のカード10枚と
巾着袋もついており、
様々な遊び方ができる可愛
い積み木セットです。

4-12Ａ , 4-12Ｂ
【Tegu】
商品番号:

商品番号: 4-10Ａ , 4-10B
【DJECO】

10ブロックス
各 ¥3,000（税抜）
●

●

対象年齢：12ヵ月～
素材：紙に印刷
外箱サイズ：幅15㎝×奥行15㎝×高さ15㎝
パーツ：10

★自分の背丈ほどの高さになる10個の入れ子
の箱を上手に積めるかな！？入れたり出したり
積んだり発達に応じて楽しく遊べます。

対象年齢：1歳半～
素材：木
外箱サイズ：幅22㎝×奥行12.5㎝×高さ6㎝

★ひねって可愛い動物を作るネジのおもちゃで
す。
動物たちの体や足を入れ替えて遊ぶことが
できます。
ネジネジ楽しみながら、
指先を細やか
に動かす練習にもなります。

4-13Ａ , 4-13Ｂ
【Kʼs Kids】
ごっこあそびドールセット
ジュリア
（4-13A）

4-13A

●

TINTS（4-12Ａ）

¥3,700（税抜）

対象年齢：2歳頃～
素材：ポリエステル、ナイロン、PET、合成ゴム
外箱サイズ：幅38㎝×奥行8㎝×高さ29㎝
パーツ：バッグ、ジュリア、手鏡、ティアラ、
ドレス、ハイヒール、
ストーリーブック

対象年齢：1歳～
素材：木、マグネット
外箱サイズ：幅33.5㎝×奥行23㎝×高さ5㎝
ピース：24ピース

●

ヴィスアニモ

商品番号:

4-12A

¥8,000（税抜）

42pcsセット

商品番号: 4-11
【DJECO】

¥3,400（税抜）

ビークル（4-10Ａ）
ナチュレ（4-10B）

24pcsセット
●

4-10B

4-12B

●

TINTS（4-12B）

¥14,000（税抜）

ごっこあそびドールセット
ウェイン
（4-13B）

4-13B

¥3,700（税抜）

対象年齢：1歳～
素材：木、マグネット、
４つのタイヤパーツにゴム・金属
外箱サイズ：幅36㎝×奥行27㎝×高さ6.5㎝
ピース：42ピース

対象年齢：2歳頃～
素材：ポリエステル、ナイロン、PET、合成ゴム
外箱サイズ：幅38㎝×奥行8㎝×高さ29㎝
パーツ：バッグ、ウェイン、消防ホース、
トランシーバー、手錠、制服、
ストーリーブック

★美しく面取りされた自然木の積み木は、
マグネットが仕込まれていて
カチッとくっついたり反発したり、重力に反して不思議なくっつき方で
思いがけない面白い構造物が出来上ります！
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★男の子も女の子も楽しいごっこ遊びセットです。
着せ替えはもちろん、
ストーリーブック
付きなので自分だけの物語を作って楽しめます。想像力や表現力を育み、
ママ・パパ・
きょうだい、
お友達と一緒に遊ぶことで、
コミュニケーション能力を高めるきっかけにも。

8

Fantastic Toys and Craft Kits for School Boys & Girls

