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品質改良のため、一部仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください 

 

 

 

 

 

自主性 

自分でどんどん遊ぶ 
遊びの質が高い 

巧みな身体機能 

人間関係 

自然に仲間が集まる 

安全性 

怪我の減少 

創造活動 

考え・工夫を始める 
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こども環境アドバイザー 

元東京都杉並区立保育園園長 

遊具の研究発表歴30年 

（テーマ・遊具の安全性と遊びの質の高さを求める） 

日本保育学会会員 

日本児童安全学会会員 

雑誌掲載 

あなたが変える室内遊び 
転ぶ遊具で転ばなくなる 
０－２歳 
㈱サンパティック・カフェ 
定価1,700円+税 

幼稚園・保育園の 
遊び環境 25の原則 
黎明書房 
定価1,574円+税 

豊かな遊びを引き出す 
手作り遊具 
遊びの質がグンと上がる 
チャイルド本社 
定価1,600円+税 

著書 

臨床育児・保育研究会発行 
『エデュカーレ』 
「トーマが行く！」掲載 

略歴 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 

ご注文は 

ＴＥＬ：076-268-7455 
ＦＡＸ：076-267-4931 
order@moku2.jp 

 

「質の高い遊び」が発現する遊具です 

 質の高い遊びとは…子ども達が遊具を中心に小集団となり、新しい遊びを作り出す事 

 

自主性‐自己選択性により、どの子も自分から遊びが長く続く 

人間関係‐遊びの中で自然に仲間(4名程度)を受け入れて協力し合う 

創造的活動‐多種多数の遊具の組み合わせに知恵を絞り合う 

巧みな身体機能‐大きな遊具の扱いで体の協応動作が上達し怪我が少なくなる 

遊ぶ時間が長くなる‐幼児は平均して90分間ほど、構成的な遊びが続く 

 

可動遊具とは 

・自分で自由に選んで出し入れし、組み立てを考え合える遊具です 

設置遊具とは 

・数名で遊んでもらいたい場所に大人が設置する大型遊具です  

 

安全のために保育者が心がけたいこと 

・成長を見ながら、だんだん遊具を加えていきましょう 

・遊具は常に多種多数あること。気持ちが落ち着いて遊べます 

・遊具の積み重ね、立てかけなどが始まったら必ず傍らに付き添ってください 

・ぶつかると危ないので靴を履いて遊びましょう      



ながい  ３枚  端部塗装 
長さ1200㎜×幅300㎜ 厚み15㎜ 
  
みじかい  ２枚  無塗装 
長さ900㎜×幅300㎜ 厚み15㎜ 
 1セット 合計５枚 
 
価格 税別 15,000円※送料別 
 
（別売り）みじかい６枚セット 
価格 税別 15,000円※送料別 

  
他の遊具の特徴をさらに引き出す 

  

価格 税別 26,000円※送料別 

創作活動の名品 4個あればなお良い 

450㎜×450㎜×高さ600㎜ 
厚み24㎜ 
1セット2個 

5  

幅900㎜×奥行450㎜×高さ165㎜ 
天板のみ水色塗装   

遊びがしっかり守られて長く続く 

価格 税別 22,000円※送料別  

   

 

価格 税別 20,000円※送料別  

直径240㎜以上 長さ250㎜ 
1セット4個 

3  
単純な形だから長く好まれる 

4  
平らな上下、側面をうまく使えます 

直径200㎜半割 長さ750㎜ 
1セット４個  

価格 税別 20,000円※送料別 

平成27年度 
石川ブランド認定製品 

平成27年度 
石川ブランド認定製品 
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900㎜×900㎜×高さ315㎜ 
900㎜×900㎜×高さ215㎜ 
ロープ付 
   

ここには仲間が必ず集まってくる 

価格 税別 35,000円 ※送料別  
   ※大人が設置する遊具 

※大人が設置する遊具 

商品の詳細についてはMOKUMOKU工房の 
ホームページをご覧ください  
http://moku2.jp/ 

  
MOKUMOKU工房 

受注後、2か月以上かかります 
自然木で芯がありますので、時間の経過と共に割れてきます 受注後、2か月以上かかります 

2022年4月より価格改定しています 

板の上で飛び跳ねますと、荷重がかかり割れる場合があります 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



  

価格 税別 22,000円※送料別   

8  
色々な遊びを発見できる 

9     
 

 

1 2  

高い 幅1820㎜×奥行910㎜×高さ105㎜ 

価格 税別 27,000円※送料別 

低い 幅1200㎜×奥行910㎜×高さ75㎜  

価格 税別 25,000円※送料別 

 

  

  

幅450㎜×奥行52㎜×高さ300㎜ 
１セット５枚入り 

7  

価格 税別 17,000円※送料別   

ちょっと押すだけでぱったんと倒れて安全 

10   1 2     
 

座面  直径35㎜×長さ290㎜ 

ロープ  直径12㎜×長さ750㎜ 

耐荷重 40ｋｇ 

価格 税別 14,000円※送料別 

   

  

  

自分の力で腰かけられる・漕げるようになる 

いっしょに遊んで、転ばなくなる 

幅450㎜×奥行350㎜×高さ350㎜ 
１セット2個入り 

※大人が設置する遊具 

※大人が設置する遊具 

11   (     
 

価格 税別 25,000円※送料別 

   

  

  

直径150㎜半割 長さ1200㎜ 
1セット４個  

よりダイナミックな活動が実現 

商品の詳細についてはMOKUMOKU工房の 
ホームページをご覧ください  
http://moku2.jp/ 

  
MOKUMOKU工房 

受注後、2か月以上かかります 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



 

ながい  
長さ420㎜×幅140㎜ 厚み70㎜ 
みじかい 
長さ280㎜×幅210㎜ 厚み70㎜ 
１セット 各５個入り 計10個 

 

価格 税別 40,000円 ※送料別  

490㎜×490㎜×高さ560㎜ 厚み70㎜  
１セット ２個入り  

2歳組の遊具年間大賞 

角がグラグラしません 

4   

価格 税別 14,000円 ※送料別   

280㎜×210㎜×高さ280㎜ 
厚み70㎜  
１セット２個入り 
   

押し・歩きが上達する 

角がグラグラしません 

5  

サイズ（2種類） 
（大）  
幅350㎜×奥行210㎜×高さ280㎜ 厚み70㎜ 
（小） 
幅350㎜×奥行210㎜×高さ210㎜ 厚み70㎜ 
 
１セット同サイズ２個入り 

価格 税別 16,000円 ※送料別  

三方向の置き方を、あっ!と発見 

角がグラグラしません 
(大) 

(小) 

 
 

価格 税別 25,000円 ※送料別 
   

幅900㎜×奥行300㎜×高さ62㎜ 
   

揺れで身体のバランスがとれる 

3   

価格 税別 30,000円 ※送料別 

収納しやすいパック遊具の基本形 

 

商品の詳細についてはMOKUMOKU工房の 
ホームページをご覧ください  
http://moku2.jp/ 

  
MOKUMOKU工房 

※長い間使って頂く為に、 
 布を巻いてご使用ください 

2022年4月より価格改定しています 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 
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箱：幅330㎜×奥行95㎜ 高さ228㎜ 
板：210㎜×340㎜ 厚さ2.5㎜ 
箱・板５枚・ベース板/セット 
 
価格 税別 12,000円 ※送料別  
 
※別売 板10枚入り 
価格 税別 4,000円 ※送料別 
 
 

幼児は創る・乳児はそれを見物する 

6  

板：50㎜×75㎜ 厚さ2㎜  
１セット １５０枚入り 
材料：シナベニヤ 
 
価格 税別 12,000円 ※送料別 

０～５歳で音と手触り、数と文字も憶える いろいろに遊べる説明書付 

  

7  
今までに無い、迫力ある大きさ  

積木マルチパーツ【大】Ｌ型(90㎜×90㎜×120㎜)24個 ・ 長方形（90㎜×180㎜ 厚さ8㎜)24個 ・ 人2個 車2個 犬2個 

平成26年度石川ブランド認定製品 
グッド・トイ2015 選定 

材料：石川県産材杉 無塗装 木箱入り 価格 税別 18,000円 ※送料別        

積木マルチパーツ【小】Ｌ型(60㎜×60㎜×80㎜)24個  ・ 長方形（60㎜×120㎜ 厚さ8㎜)24個 ・ 人2個 車2個 犬2個 

9 ( ) 

小サイズ：幅225㎜×高さ225㎜ 
価格 2連×2個 9,000円/セット 
   3連×2個 11,000円/セット 
   
中サイズ：幅300㎜×高さ450㎜  
価格 2連×2個 11,000円/セット 
 
大サイズ：幅450㎜×高さ600㎜ 
価格 2連×2個 13,000円/セット 
※税別・送料別 
 

『自分の遊び』が守られる! 

小サイズ 中サイズ 大サイズ 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



サイズ 450㎜×450㎜×高さ600㎜ 厚さ24㎜ 

    1セット2個 

 価格 税別  26,000円 ※送料別 

・4個あれば豊かな創造活動がいっそう盛り上がります 

・板（ながいの）との組み合わせで遊びはぐっと高度化してきます 

・なるべく雨に濡れない場所に置きましょう 

・切り口がささくれてきたらボンドをすり込んでおきましょう 

・靴を履いて遊びましょう 

 

  

*  

 

1   

4  
三方向の置き方で、それぞれ違うイメージが湧き上がり、お山、椅子、家等に変化 

仲間が集まってとめどなく遊びが続きます 

使い始めた園からは10年以上品物をリピートされ続けています 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



サイズ ながい 長さ1200㎜×幅300㎜ 厚み15㎜ ３枚  

    みじかい 長さ900㎜×幅300㎜  厚み15㎜ ２枚   

    1セット 合計５枚  価格 税別  15,000円 ※送料別 

（別売り） 

 みじかい６枚セット  長さ900㎜×幅300㎜ 厚み15㎜ 6枚 

 価格 税別  15,000円 ※送料別 

 

・立て掛けがすべって外れることがあるので慣れるまでは大人の留意が必要です 

・なるべく雨に濡れない場所に置きましょう 

・靴を履いて遊びましょう 

板 ながい 

板 みじかい 

※板ながいは端を塗装しています 

  

他の園庭遊具と組み合わせることで遊びの広がり、質を高めます 

板の上で飛び跳ねると荷重がかかり、割れる場合がありますので充分ご注意してお使いください 

 

2    

 
板は大人気 いろいろな遊具同士を連結させて、よりダイナミックに遊びが立ち 

上がってきます タイヤ、マルチパーツ、ウッドブロックなどとの相性が良く、 

立体的創造物活動がどんどん広がります  
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 サイズ 直径200㎜半割 長さ750㎜ 杉無塗装 

     1セット４個 

  価格 税別 20,000円 ※送料別  

・なるべく雨に濡れない風通しのよい場所に置きましょう 

・靴を履いて遊びましょう 

 

  

注文を頂いてから木を伐採しますのでお時間（2ヶ月程度）がかかります 

平成27年度 
石川ブランド認定製品 
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抱えて運んで全力を出し、他のパーツとの組み合わせを考える、 

表と裏で全く違う性能を見分けて何かをつくれる魅力の遊具です 

大人の考えをはるかに超える子どもの創造力をご覧ください 

注文を頂いてから木を伐採しますのでお時間（2ヶ月程度）がかかります 

木材は自然物の為、直径にバラツキがあり、節やでこぼこ、割れ（3㎜程度）があります 

お使いになられるうちに割れやササクレが出てきますので、その場合はヤスリで磨くかボンドを塗ってお使いください 

木は水分を含んでいますので、風通しの良い屋外で保管してください。雨に濡れると腐ってきます。 
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サイズ 長さ250㎜ 杉無塗装 

    1セット4個 

 価格 税別  20,000円 ※送料別  

・乳児は落とすと危ないので持ち上げないようにしましょう 

・靴を履いて遊びましょう 

 

 

  

注文を頂いてから木を伐採しますのでお時間（2ヶ月程度）がかかります 

木材は自然物の為、直径にバラツキがあり、節やでこぼこ、割れ（3㎜程度）があります 

芯がありますので、時間の経過と共に割れやササクレが出てきますので、その場合はヤスリで磨くかボンドを塗ってお使いください 

木は水分を含んでいますので、風通しの良い屋外で保管してください。雨に濡れると腐ってきます。 

 

4   

 
転がりもするし、上に物を並べたりする静的活動もできる便利な構造です 

そのうえ、並べた切り口を辿ったり腰かけにしたり、 

まだまだ子どもが遊び方を考え出してくれます 

平成27年度 
石川ブランド認定製品 

注文を頂いてから木を伐採しますのでお時間（2ヶ月程度）がかかります 
※数か月経つと割れてきます 
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1・2歳児の室内ままごとテーブルにもお使いいただけます 

サイズ 幅900㎜×奥行450㎜×高さ165㎜ 

    天板のみ水色塗装 

 価格 税別  22,000円 ※送料別  

   

・椅子はぜひ欲しいです。子どもたちは１００円店のふろおけなどを 

 活用してくれます 

・乳児用として、おしゃもじ、れんげやスプーン、また型抜きを並べる 

 お皿などをそろえるとさらに遊びが楽しく続きます 
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乳児はまず砂場遊びをじっくりしてもらいましょう 

テーブル面に、お団子や型抜きが安定してたくさん置けるので 

遊びが一層楽しく長続きします。端へ乗ってもひっくり返りません 

大人が設置する遊具 
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サイズ 900㎜×900㎜×高さ315㎜ 

     900㎜×900㎜×高さ215㎜  

    ロープ付 

 価格 税別  35,000円 ※送料別  

   

・この台は場所に合わせて高い台と低い台にも分けられます 

・連結、分割する場合は裏返して紐で操作してください 

・雨季、降雪の時期は濡れない場所に移動してください 
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高い所に登ると偉くなる。先生になって体操？カラオケ熱唱？ 

登り降り、集まれる場、寄りつく場、表現の場 

敷物、玩具などを並べれば遊びがぐっと広がってくる 

大きい子、小さい子が自然に集まり、異年齢の交流も始まる 

こんな場所があったらいいな 

大人が設置する遊具 
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サイズ 幅450㎜×奥行52㎜×高さ300㎜ 

    １セット ５枚入り 

 価格 税別  17,000円 ※送料別   

・「安全」足や体を引っ掛けても、ぱったんと倒れます 

・1歳から5歳まで、年齢に応じて楽しい遊びが生まれます 

・靴を履いて遊びましょう 

・雨に濡れない場所に置きましょう 

 

 
これって、なあに、え？「わかんないよー」だから、関心を寄せる 

囲む？ 隠れる？ のぞく？ いやいや、飛び越える？？ 

果てしない興味、イメージ、思いつきが湧いてくる 

仲間が集まってあれこれ遊びの発見ごっこを競い合う 

7  

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



 
「あ、宝箱」とは4歳女児の第一声でした 

宝箱とは、縦、横の置き方次第でいくつもの遊び方が引き出せるから 

押して、ひっくり返して、並べて、また違う面白さを探してください 

サイズ 450㎜×350㎜×高さ350㎜ 

        1セット2個 

 価格 税別  22,000円 ※送料別  

   

・縦に置けばぐらぐらして積めない、登れない安全構造です 

・靴を履いて遊びましょう 

・上に登ることがあるので気を付けてください 

・他の遊具類→敷物、板その他と組み合わせれば遊びの質がぐんと上がります 
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サイズ 高い 1820㎜×910㎜×高さ105㎜ 

     低い 1200㎜×910㎜×高さ75㎜  

価格   高い 27,000円 ※税別・送料別 

    低い 25,000円 ※税別・送料別 

 

  

  

・幼児と乳児が交じり合わないように、形を大小に分けました 

・子どもの怪我の第1位は転倒です。バランスボード遊びで転ばなくなります 

高い（幼児用） 

低い（１～２歳用） 

高い（幼児用） 

高い（幼児用） 

低い（１～２歳用） 

 

 
こんなに揺れて楽しい遊具が今、ここにあります 

前後、左右、ボードの揺れに合わせて、体中で踏ん張る 

友達と一緒に、互いの力を測り合いながらボードを動かす 

まさに体力、バランス、ふれあいと、心身のたくましい子に育ちます 

9   ( ) 

(1 2 ) 

大人が設置する遊具 
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・ロープを巻いて、座面を地上から25cmの高さに設定すると、安全に遊べます 

・大人が乗せると驚いて手を放しますので、自分の力で腰かけるまで見守ってください 

雨や日光にも強いので、外に掛けたままでも丈夫です 

サイズ 座面  直径35㎜×長さ290㎜ 

    ロープ  直径12㎜×長さ750㎜ 

    耐荷重 40ｋｇ 

価格 税別 14,000円 ※送料別 

   

  

  

 
乳児って何歳からぶらんこ乗れるの？ １歳児、２歳児だってぶらんこ乗りたい！ 

自分で乗ってみたい！そんな思いを満足させました 

発達に合った小さいぶらんこ、固定遊具に取り外しができる 

『ちいさく・やわらかいなわぶらんこ』が身体活動を促します 

幼児用ぶらんこ・小学生用ぶらんこにも安全に移行できます 

 

 

25cm 

大人のクツの高さ 

 

0  1 2  

大人が設置する遊具 

販売：MOKUMOKU工房・製造：株式会社アルボカンパニー TEL(076)268-7455(代）FAX(076)267-4931 ＨＰ：moku2.jp 



 

・表面は山の丸み、裏返すとグラグラする、楽しいバランスとりができます 

・４本あればスクエアにして場所づくりなどが盛んになります 

・靴を履いて遊びましょう 

1    

木材は自然物の為、直径にバラツキがあり、節やでこぼこ、割れ（3㎜程度）があります 

お使いになられるうちに割れやササクレが出てきますので、その場合はヤスリで磨くかボンドを塗ってお使いください 

木は水分を含んでいますので、風通しの良い屋外で保管してください。雨に濡れると腐ってきます。 

 

 
大きくて、重くて、長いもの。子どもが大好きな遊具です 

タイヤ、ウッドピース、板などとの組み合わせを考え始めます 

長さがあるので二人で持つ、作るなど、協同作業も生まれます 

 

注文を頂いてから木を伐採しますのでお時間（2ヶ月程度）がかかります 

 サイズ 直径150㎜半割 長さ1200㎜ 杉無塗装 

     1セット４個 

  価格 税別 25,000円 ※送料別 

  ※類似品で3、ウッドブロック幼児用があります 
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パック遊具は 

 木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

 ※紙の色は緑色です 

 
昔から多くの園で使われている牛乳パックで作った手作り遊具 

こども達の身体能力を高める優れた物です 

こんな優れた遊具をたくさん使って頂きたくて 

かたち、重量、やわらかさをそのままに仕上げました 

長く使われても 角がぐらぐらしません 

価格もできるだけ抑え、お求め安くいたしました 

先生方のご負担が少しでも減れば幸いです 

 

 

 

 

お部屋に合った 
紙又は布で覆い
お使いください 

長く使っても 
角が 

ぐらつきません 

芯は木材 段ボール２重巻き 不織布 

やわらかい 

※ＭＯＫＵＭＯＫＵ工房考案（東間掬子先生監修） 
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サイズ 幅900㎜×奥行300㎜×高さ62㎜ 

 価格 税別 25,000円 ※送料別 

   

・薄い形なので狭い場所に差し込んで収納できます 

・歩き始めの子でもすぐに乗ってバランスをとろうとします 

子どもの足をはさまない 

構造になっています。 

パック遊具は木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

※紙の色は緑色です 

御使用の際はお部屋の色に合った布または紙で再度包んでお使いください 

 

1  

 
オットットー・・ 歩き始めて 間もなく乗り始めます 

板の傾きをこらえることで、もう、すぐにバランス力が身に付いてきます 

転ぶ遊具で転ばなくなる。人生で初めての“挑戦”がシーソーから始まるのです 
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サイズ 490㎜×490㎜×高さ560㎜ 厚み70㎜ 

    １セット ２個  

 価格 税別 40,000円 ※送料別  

・幼児組でも大満足の室内遊具です 

・4 個使うとイメージ遊びが倍に発展します 

・上履きを履いて遊びましょう 

パック遊具は木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

※紙の色は緑色です 

御使用の際はお部屋の色に合った布または紙で再度包んでお使いください 

長
く
使
っ
て
も
角
が 

ぐ
ら
つ
き
ま
せ
ん 

 

2 2  

2  
ある園では２歳組の年間遊具大賞に選ばれました 

子どものあり余るエネルギーをどんどん吸収して身体能力に変えてくれます 

狭い場所で仲間と安全に大きな身体活動が可能です 

三方向に置く、超える、もぐるなど、子どもの限りない身体活動が可能です 
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サイズ  ながい 長さ420㎜×幅140㎜ 厚さ70㎜ 

    みじかい 長さ280㎜×幅210㎜ 厚さ70㎜ 

    １セット 各５個 計10個  

 価格 税別 30,000円 ※送料別 

・積み重ねて登る、立て掛けによる崩れなどに気を付けましょう 

・玩具棚にぴったりと沢山入るので収納場所を取りません 

・クラスに20～30個、園全体では100個程度、数が多いほど 

 ダイナミックな創造物を作り上げます 

 

パック遊具は木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

※紙の色は緑色です 

御使用の際はお部屋の色に合った布または紙で再度包んでお使いください 

 

3   

 
 横にも立ちやすい、乗る、渡るなど 

 並べる、上に何かを置く、積むなど 

1 歳から5 歳まで皆が夢中に楽しめる遊具です。幼児は何人かが協同して使うことで 

船、ベッド、車など体力、知力を働かせて大いに遊びを発展させます 
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サイズ 280㎜×210㎜×高さ280㎜ 

    厚さ70㎜ 

    １セット２個 

 価格 税別 14,000円 ※送料別   

・思わず手が出る,歩く,何かを始めたくなる遊具です 

・力を出すので走り回りがなくなってきます 

 

パック遊具は木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

※紙の色は緑色です 

御使用の際はお部屋の色に合った布または紙で再度包んでお使いください 

長
く
使
っ
て
も
角
が 

ぐ
ら
つ
き
ま
せ
ん 
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つかまって前へ進みだせる優秀品 

上に大好きなものを選択し、乗せて押し歩くことが嬉しくていつまでも歩き続けます 
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サイズ （大）幅350㎜×奥行210㎜×高さ280㎜  厚さ70㎜ 

    （小）幅350㎜×奥行210㎜×高さ210㎜ 厚さ70㎜ 

大・小 セット 同サイズ各２個 

価格 税別 16,000円 ※送料別  

・積み重ねによる崩れや登りに気を付けましょう 

・滑らせて移動するので遊びの床面を広く取りましょう 

 

パック遊具は木材→段ボール→不織布貼りの下地仕上げになっています 

※紙の色は緑色です 

御使用の際はお部屋の色に合った布または紙で再度包んでお使いください 

長
く
使
っ
て
も
角
が 

ぐ
ら
つ
き
ま
せ
ん 

(大) 

(小) 

 

5 2  

 
三方向の置き方で使い方の発見、考える力の一歩です 

横にすれば椅子? 物の置き場？並べてバス？ううん、あかちゃんがねんねするの 

下向きにすればテーブル？ううん、乗るの。上向ければまたいで車？階段？ 

角型（四連）パックパーツと組み合わせて創造物がさらに豊かに発展していきます 
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・遊び方の説明付き。年齢ごとにカードめくり･並べ･音を聞く･数字･絵･字合わせ 

・シールや絵は貼り換えられるので何年でも使えます 

・カード取りのルールなどは幼児が遊んでいる中からいろいろ発案が出てきて驚きます 

サイズ 板：50㎜×75㎜ 厚さ2㎜ 

    １セット １５０枚入り  

    木箱入 

    ※ご希望の枚数で箱をつくることもできます 

    材料：シナベニヤ 

 価格 税別 12,000円 ※送料別 
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混合保育に最適。零歳組から5歳組まで、それぞれ発達に応じて遊べます 

小さい子は白木のままで音や感触を楽しむ、積む、崩す、並べるなど 

大きい子はカード作り、絵や字を貼って、遊びのルールを決めたりと 

はがせるシールで何回も、やることいっぱい、遊びもいっぱいできます 
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・Ｌ型・板・人・車・犬型がセットになっています 

・他の積木や玩具等も一緒に使用させてください。 

 創造活動がいっそう盛り上がります 
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この積木の大きさと板が、人、犬、車を包みこみます。 

いやいやもっと、他の積木、ブロック、玩具類、お皿でも何でも一緒に 

組み合わせを工夫させてみて。 

今までにないダイナミックな遊びを広げるはず。ぜひ・・・ 

平成26年度石川ブランド認定製品 
NPO法人日本グッド・トイ委員会 
グッド・トイ2015 選定 
NPO木づかい子育てネットワーク 
第2回木育・森育楽会 銅賞アイデア賞 
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積木マルチパーツ【小】は多彩な片付け方ができます 

 
イメージのふくらみを 

“大きさが呼ぶ” 

不思議な雰囲気を持つ積木です 

板や玩具を添えると、 

そこはビル街、山野、よその国？ 

自分が構成した積木の世界に 

すっと吸い込まれそう 

 
組み合わせの妙味を 

小さい積木も欲しかった 

(大)の積木や他の玩具類と合わせると 

遊びの世界はもっと広がっていきます 

Ｌ型(90㎜×90㎜×120㎜)24個 

長方形(90㎜×180㎜ 厚さ8㎜)24個 

人2個 車2個 犬2個 木箱入り 

材料 ： 石川県産材杉 無塗装 

価格 税別 18,000円 ※送料別 

Ｌ型(60㎜×60㎜×80㎜)24個 

長方形(60㎜×120㎜ 厚さ8㎜)24個 

人2個 車2個 犬2個 木箱入り 

材料 ： 石川県産材杉 

価格 税別 18,000円 ※送料別 

※間伐材を利用しています。 

杉は軽く柔らかいのが特徴です。 

間伐材を使う事で森の再生に繋がっていきます。 

箱はスタッキングできます。 
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子どもが描いた絵や、先生が切り取った雑誌の一部等を箱に集めておきます 

選んだ切抜きを板に貼ります 

さぁ、自作自演の紙芝居の始まり。ストーリーをみんなに語ってみよう 

幼児組なら ”貼りたい、見せたい”気持ちを発信できます 

お客さんは１～２歳組。毎回押すな押すなの大盛況になります 

サイズ 箱：幅330㎜×奥行95㎜×高さ228㎜  

    板：210㎜×340㎜ 厚さ2.5㎜ 

    箱・板５枚・ベース板 セット 

 価格 税別 12,000円 ※送料別  

※別売 板 10枚入 税別 4,000円 ※送料別 

・切り抜きが多いほど豊かなページができあがります 

・長い夕方の保育時間、異年齢の遊びに最適です 

・板に『はがせる糊』を使用、何回でも使えます。 

  はがしたら持ち帰り、自宅で再上演も可能 

 

板、クレヨン、はさみ、 

はがせる糊、切り抜き、 

全部入ります 
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子どもが描いた絵や、先生が切り取った雑誌の一部等を箱に集めておきます 

選んだ切抜きを板に貼ります 

さぁ、自作自演の紙芝居の始まり。ストーリーをみんなに語ってみよう 

幼児組なら ”貼りたい、見せたい”気持ちを発信できます 

お客さんは１～２歳組。毎回押すな押すなの大盛況になります 
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・多種多様にあると、考え、工夫しあう仲間遊びが次々に発展します 

・4個以上あれば、3人～4人の仲間で使えます 
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変身する遊具です  →  広げる、立てる、敷く他、自在に姿が変わります 

一人でも、複数でも →  「落ち着く場所」が守られる。この満足感 

組み合わせで創造力 →   おうちごっこ、ゲーム、読書にお絵描きと限りなく 

畳んで収納できる  →   大も小も、「ぱたぱた」と畳めて収納 

小サイズ：幅225㎜×高さ225㎜  

価格 2連×2個 9,000円/セット  

     3連×2個  11,000円/セット 

中サイズ：幅300㎜×高さ450㎜  

価格 2連×2個 11,000円/セット   

大サイズ：幅450㎜×高さ600㎜  

価格 2連×2個 13,000円/セット  

※カバーは付いていません 

※すべて税別・送料別です  
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