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カタログ 『GOOD TOY CATALOGUE 2021』 

No.17 掲載品より　＊輸入元(株)ブラザージョルダン社

頁 品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

　　＊プラウンハイマー (PW) 社

11 PW202132 PWファルベ \2,200 (\2,000) ⇒ \3,080 (\2,800)

11 PW202130 PWナチュラルリング \2,200 (\2,000) ⇒ \3,080 (\2,800)

11 PW203115 PWナチュラルロール \1,320 (\1,200) ⇒ \1,980 (\1,800)

11 PW203110 PWカラーロール \1,540 (\1,400) ⇒ \2,200 (\2,000)

11 PW203125 PWナチュラルハンド \1,980 (\1,800) ⇒ \2,860 (\2,600)

11 PW203120 PWカラーハンド \2,200 (\2,000) ⇒ \3,300 (\3,000)

11 PW203130 PWサウンドラトル・タワー \2,420 (\2,200) ⇒ \4,180 (\3,800)

23 PW302120 PWくるくるレインボー \3,520 (\3,200) ⇒ \5,940 (\5,400)

65 PW303310 PW遊びが広がるフェンス \6,600 (\6,000) ⇒ \8,800 (\8,000)

　　＊フックス (FU) 社

42 FU7816 フックス・アイススプーン　各 \528 (\480) ⇒ \660 (\600)

42 FU3502 フックス・スタックバケツ \1,980 (\1,800) ⇒ \2,860 (\2,600)

42 FU7204 フックス・バケツ（小） \858 (\780) ⇒ \1,100 (\1,000)

42 FU7235 フックス・バケツ（小）・パステル　各 \858 (\780) ⇒ \1,100 (\1,000)

42 FU7201 フックス・バケツ（大）　各 \1,540 (\1,400) ⇒ \1,980 (\1,800)

42 FU7220 フックス・プチバケツ　各 \1,540 (\1,400) ⇒ \1,980 (\1,800)

43 FU7323 フックス・じょうろ \1,980 (\1,800) ⇒ \2,750 (\2,500)

43 FU7325 フックス・じょうろ・パステル \1,980 (\1,800) ⇒ \2,750 (\2,500)

43 FU7814 フックス・スコップ　各 \418 (\380) ⇒ \550 (\500)

43 FU7835 フックス・スコップ・パステル　各 \418 (\380) ⇒ \550 (\500)

43 FU7801 フックス・シャベル　各 \704 (\640) ⇒ \1,100 (\1,000)

43 FU7805 ロングシャベル　各 \1,078 (\980) ⇒ \1,320 (\1,200)

43 FU7704 フックス・砂ふるい（小）　各 \418 (\380) ⇒ \550 (\500)

43 FU7735 フックス・砂ふるい（小）・パステル　各 \418 (\380) ⇒ \550 (\500)

43 FU7701 フックス・砂ふるい（大）　各 \880 (\800) ⇒ \1,100 (\1,000)

43 FU7411 砂型セット・海 \825 (\750) ⇒ \1,320 (\1,200)

43 FU7402 砂型セット・ケーキ型 \1,320 (\1,200) ⇒ \1,980 (\1,800)

43 FU7531 砂場遊びセット \2,200 (\2,000) ⇒ \2,860 (\2,600)

43 FU7817 フックス・移植ごて \605 (\550) ⇒ \880 (\800)

43 FU7601 フックス・三角こて \605 (\550) ⇒ \880 (\800)

43 FU7800 フックス・リアルシャベル \2,200 (\2,000) ⇒ \3,080 (\2,800)

43 FU7807 シャベル・大 \1,540 (\1,400) ⇒ \2,200 (\2,000)

43 FU7809 くまで・大 \1,540 (\1,400) ⇒ \2,200 (\2,000)

43 FU7808 くまで・小 \1,540 (\1,400) ⇒ \2,200 (\2,000)
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カタログ 『GOOD TOY CATALOGUE 2021』 

No.17 掲載品より　＊輸入元(株)ブラザージョルダン社
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頁 品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

　＊その他

37 BJ0067 お絵かきボード \27,060 (\24,600) ⇒ \30,250 (\27,500)

63 BJ0098 レンガブロック・8 \1,320 (\1,200) ⇒ \1,430 (\1,300)

63 BJ0098C キューブブロック・8 \1,430 (\1,300) ⇒ \1,540 (\1,400)

63 BJ0041 レンガブロック・96・木箱入り \19,800 (\18,000) ⇒ \20,900 (\19,000)

63 BJ0041C キューブブロック・96・木箱入り \20,900 (\19,000) ⇒ \22,000 (\20,000)

63 BJ0042 レンガブロック・192 \28,600 (\26,000) ⇒ \30,800 (\28,000)

63 BJ0042C キューブブロック・192 \30,800 (\28,000) ⇒ \33,000 (\30,000)

67 HA3495 積木のジョイントパーツ \330 (\300) ⇒ \550 (\500)

69 WF158665 マンダラフィシュ・48 \6,380 (\5,800) ⇒ \9,460 (\8,600)

71 BE9994 BEφ2.5cmガラス玉（3ヶ） \440 (\400) ⇒ \825 (\750)

72 HA305037 ミニセット・バナナ \220 (\200) ⇒ \440 (\400)

74 NC65050 カッティング・ブレッド \6,160 (\5,600) ⇒ \8,800 (\8,000)

95 AM2104 クラックファミリー　※値下げ \2,200 (\2,000) ⇒ \1,540 (\1,400)

105 PB6801 FP・紙用チューブ・20ml6色セット \990 (\900) ⇒ \1,100 (\1,000)

105 PB6803 FP・紙用チューブ・20ml10色12本セット \1,760 (\1,600) ⇒ \2,090 (\1,900)

105 PB3728 マジックマスキングマーカー \660 (\600) ⇒ \770 (\700)

112 GI763# ホイッスル・バンビーノ　緑/赤/青/黄　　各 \220 (\200) ⇒ \440 (\400)

125 WS147 ホワイトサイド・バランスボード \16,500 (\15,000) ⇒ \22,000 (\20,000)

128 TGSR3 注意力と動きの予測をさせるトラッカー \22,000 (\20,000) ⇒ \27,500 (\25,000)

128 TGS2 回転式視覚刺激ドラム \13,200 (\12,000) ⇒ \16,500 (\15,000)

129 TGESC9 鏡の付いた形の分類箱 \17,600 (\16,000) ⇒ \22,000 (\20,000)

129 TGP31 セラピー用プレイハウスセット・私の家あなたの家 \41,800 (\38,000) ⇒ \55,000 (\50,000)

129 TGSRI2 指先と目と手の協調運動学習セット \13,200 (\12,000) ⇒ \16,500 (\15,000)

129 TGCS2 手の操作から判断する音の筒 \13,200 (\12,000) ⇒ \16,500 (\15,000)

129 TGMSC7 回転させて記憶しよう \13,200 (\12,000) ⇒ \16,500 (\15,000)

129 TGCMR1 転がり落ちてくる数の箱 \19,800 (\18,000) ⇒ \24,200 (\22,000)

　＊取り扱い中止品　（一部抜粋）

36 HA1971 お話ビーズ・フラワー \3,740 (\3,400)

左記商品は

いずれも生産終了

在庫限り

65 HA0012 ミニランドセット(92ヶ) \14,300 (\13,000)

77 SE63011 数のゲーム \4,180 (\3,800)

85 HA301846 ゲーム・ネックレスメーカー \1,540 (\1,400)

115 SE60001 モビール・ぞう \5,280 (\4,800)

＊ご不明な点がございましたら、 キッズいわき ・ ぱふまでお問い合せください。

ミニランド
セット



品番 品名
現行価格 新価格 (7/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

HE5198 ベビーチェーン･レインボー \935 (\850) ⇒ \990 (\900)

ADS17 スリットボックス \20,350 (\18,500) ⇒ \25,850 (\23,500)

GO57907 ペグパズル･消防隊 \1,650 (\1,500) ⇒ \1,760 (\1,600)

GO57996 ペグパズル･くるま \1,650 (\1,500) ⇒ \1,760 (\1,600)

BP**** スイッチカード 各種 \462 (\420) ⇒ \495 (\450)

KM206 ミニ･トロン　各 \528 (\480) ⇒ \550 (\500)

KM209 ミニ･トランペット \660 (\600) ⇒ \715 (\650)

ER10400 ナイフ \660 (\600) ⇒ \715 (\650)

ER10676 プレート \990 (\900) ⇒ \1,320 (\1,200)

AN2191530 木のボウルA \660 (\600) ⇒ \880 (\800)

ER11171 キウイ \495 (\450) ⇒ \550 (\500)

ER11041 さくらんぼ \495 (\450) ⇒ \550 (\500)

ER12020 トマト \495 (\450) ⇒ \550 (\500)

ER13000 ドイツパン \330 (\300) ⇒ \385 (\350)

ER17020 めだまやき \660 (\600) ⇒ \715 (\650)

KM442 ひも通しチーズとねずみ \1,650 (\1,500) ⇒ \1,870 (\1,700)

GOSP401 ストリートチョーク \660 (\600) ⇒ \770 (\700)

CF130/3 あみ袋 風車 \1,430 (\1,300) ⇒ \1,540 (\1,400)

A-DARF ねんどぬき型＆ローラー どうぶつ \385 (\350) ⇒ \440 (\400)

A-DASF ねんどぬき型＆ローラー うみのいきもの \385 (\350) ⇒ \440 (\400)

A-DADF ねんどぬき型＆ローラー きょうりゅう \385 (\350) ⇒ \440 (\400)

　　＊ゲーム

ADS19 ねずみとりゲーム \2,310 (\2,100) ⇒ \2,750 (\2,500)

PI701630 7人のこびと \1,650 (\1,500) ⇒ \1,760 (\1,600)

SM51235 ろばのバランスゲーム \1,760 (\1,600) ⇒ \1,870 (\1,700)

SM40839 ゴキブリサラダ \1,980 (\1,800) ⇒ \2,640 (\2,400)

PI700408 カウント名人 \1,650 (\1,500) ⇒ \1,760 (\1,600)

PI610509 デジット \1,650 (\1,500) ⇒ \1,760 (\1,600)

SM40866JP ゴキブリポーカーロイヤル \1,980 (\1,800) ⇒ \2,420 (\2,200)

SG0129 ゴブレットゴブラーズ \2,750 (\2,500) ⇒ \3,080 (\2,800)

OT0337 チキブーン \3,960 (\3,600) ⇒ \4,400 (\4,000)

MA-HKC2 反対ことばカード \550 (\500) ⇒ \660 (\600)

MA-WAC とけいのカード　＊在庫限り終了 \550 (\500) ⇒ \660 (\600)
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