
今年もクリスマスの季節が近づいてきました。お店にはクリスマスを彩るツリー
やオーナメント、アドべントカレンダーなど、いろいろ並びはじめています。

クリスマスツリー

アドベントカレンダー

ヨーロッパの小さなクリスマス飾り

12 月 1 日から 24 日まで毎日、数字や絵をめくっていくカレンダー。
クリスマスがいっそう待ちどおしくなりますね。

クリスマスを彩るクリスマスを彩るクリスマスを彩るクリスマスを彩る

本物のもみの木のような色づかい、長年使える丈夫な素材。
枝ぶりを自由に整えることができます。(RS グローバルトレード社製 )

高さ 90cm
( 幅 60cm）
￥13,200

高さ 60cm
( 幅 55cm）
￥5,280

高さ 35cm　
￥3,080

直径 30cm　
￥3,300

高さ 120cm
( 幅 90cm）
￥26,400

高さ 150cm
( 幅 100cm）
￥35,200

高さ 195cm
( 幅 120cm）
￥63,800

壁掛式
クリスマス
ツリー

卓上
クリスマス
ツリー

クリスマス
   リース

★★

★★

★★ ヨーロッパの小さなクリスマス飾り

天使とともに
35x26cm  ￥660

伝統の技術を受け継いだ様々な工房で、
一つ一つ丁寧に手作りされています。

赤い帽子の
ころころかたつむり

7cmL  ￥1,760

金の星・銀の星 ( 立体 )
大 10cm Φ  ￥1,980
小   7cm Φ  ￥1,540

お城にて
29.7x21cm  ￥550

スノーマンとテディ
21x29.7cm  ￥550ツリーを囲んで

21x29.7cm  ￥550こびとからのプレゼント
21x29.7cm  ￥550

マーケット広場
26x35cm  ￥660

ノイシュバンシュタイン城
42x29.7cm  ￥1,100氷上のツリー

60x29cm  ￥1,760

ニュルンベルク
42x29.7cm  ￥1,100

森の機関車
21x29.7cm  ￥550

かべかざり天使
ヘラー社、約 8cmH

 各￥462

リングに座るサンタ
4.5cm Φ
￥1,980

鳩時計
9cmH

￥2,860

ベッククーゲル 35
3.5cm Φ

 各￥616

赤いりんご
2cm Φ
￥462

金のりんご
2cm Φ
￥550

アラベスク・ハート
6cmH

モダンスター
9cmH

アラベスクブーツ
8cmH

アラベスク・ツリー
9cmH

鳩時計

￥2,860

グラスオーナメント・
エンジェルブラック
7cmH, アクリルガラス製

￥1,078

WR オーナメント  各￥660

在庫終了在庫終了

在庫終了在庫終了

在庫終了在庫終了

在庫終了在庫終了





ぱふがおすすめする 4cm 基尺のレンガ積み木をたっぷり 20 個。さらに、
長い棒積み木や立方体、円柱 ･ 三角 ･ アーチ状など、いろんな形を木箱に
収めました。くるりと腰が回ってお座りするプラントイの人形 4 体、布袋、
積み木遊びのガイドブックもついた限定セットです。

単純な挿し遊びからはじまり、ボードをキャンバス
にして模様づくりに発展します。LENA モザイクと
ロンディは相性抜群！いろいろな工夫ができます。
お口に入れないように見てあげると、２歳位から楽
しめます。

プレートにボタン型のパーツをおさえるようにはめて
模様を作ります。
並べ方次第で様々な幾何学模様ができあがります。
プレート 1 枚をすべて埋めるのが難しい場合は、小さ
く切ると遊びやすくなります。

積み木セット
4cm 基尺、面取りあり
52 ピース

LENA モザイクステッキ

ロンディ

ミニドール セット内容

セット内容

LENAモザイクボード･大(27.5X19.7cm)
LENAモザイクステッキ
　基本色(大･中･小)／透明色(大･中)
ロンディ(大･小)・ひも通し用ひも

プレート：四角･六角 各1枚ずつ
パーツ：約300個 (色とりまぜ)

￥3,900

￥20,900 ￥3,700

￥3,080２さいさん 
はじめてセット

いろんなかたち
積み木ミックス ･ 木箱入

LENA モザイク・ロンディ
なかよしセット

リモーザセット ・ ケース入

テディメモリー
かわいいクマの絵柄のメモリーカード。
12 種類 x2 枚ずつ。
２歳位はカードをめくる絵探し遊び、
３歳位から同じ絵を合わせる記憶力
遊びなどへと発展します。

花はじき
移しかえ遊び、ままごと
の具材、ひも通しなど、
いろいろな遊びに大活躍。

かえるさんジャンプ
指先ではじいてピョンと飛ば
すおもちゃ。初めは並べた
り、握って箱に入れたりが楽
しい。だんだんと上手にはじ
けるように。

シュトックマー社
みつろうブロッククレヨン
赤青黄の三原色のセット。
握りやすく、透明感のある
美しい色彩。初めてのお絵
描き遊びに。

自分だけの『オリジナルどんぐりサンタ』
が作れる工作キットも、キッズいわきにて
限定販売中♪

くまのひも通し
かわいいクマの形
のひも通し。

積み木用木箱
27.4x35.4x9.8cm
ふた付

２歳さんにおすすめ。

いろいろな遊びをセットにしました！

はじめての積み木におすすめ！

女の子も男の子も大好きな遊びです。

￥2,750

Ho Ho Ho!
Merry Christmas!

どんぐりサンタ

数量限定！サンタバージョンの

どんぐりころころです

＊収納ケース付！

＊収納ケース付！

テディメモリーは、マイファーストメモリー、
ビークルメモリーに変更可能です。

＊対象年齢：2 歳位～

＊対象年齢：3 歳位～

6 種類の形どうしの辺や角度がぴったりと合わさって、
きれいな幾何学模様が作れます。
自由に並べて絵模様を描くのはもちろん、つみ木遊び
や、ままごとの具材に使っても楽しめます。

セット内容 パターンブロック 計6種類
　　　　　　計 50ピース
プリズモボード(小)白 1枚

￥2,700
パターンブロック
はじめてセット

＊収納ケース付！

＊対象年齢：3・4 歳位～

六角形のボードに正三角形のパーツを並べて、模様を
作ります。透明のボードとパーツは光を通すので、窓
辺に飾るとステンドグラスのようになりキレイです。
コマ枠はパーツを敷き詰めるとコマになり、回すこと
で色模様の変化を楽しめます。少しずつ色々入って、
しっかり遊べるおすすめセットです。

セット内容

ボード：透明1枚／コマ枠1枚
パーツ(小)：
　基本色約85個／透明色約45個／
　金銀各5個
パーツ(大)：透明色10個　＊色とりまぜ

￥3,960プリズモおためしセット

＊収納ケース付！

＊対象年齢：4・5 歳位～

＊各収納ケースの色は写真と変わる場合あり

クリスマスプレゼントに

おすすめ！

この期間限定のおもちゃ

をご紹介します。

いずれも数に限りが

ございます。

お早めにお求め下さい！



ボーナスセット2022

2022年クリスマス限定レールセット

クリスマスレシピ ２

クリスマスレシピ 

スピードレシピ クッキング

新色クリアパーツが入った、約200ピースお得な
限定セット。パーツがバランスよく入っているの
でLaQ入門にも上級者にもおススメです。

ノブを回すと駅のエレベーターが動き、乗客を上下に
運びます。青い車両は電動式。消防署や踏切、ライト
＆サウンドが楽しめる消防車も入っています。

オーダーカード18枚／具材カード72枚／ベル1個

・人数：2～6人
・時間：2分～
・対象：4歳位～

・人数：2～4人 ・時間：5分～ ・対象：4歳位～

©YOSHIRITSU CO.,LTD.

©BRIO

￥8,250

￥22,000

数量限定

数量限定

期間限定・数量限定NEW
￥1,980

各￥1,650

クリアピンク・クリアアクア・クリアパープル
×各10 (No.1, No.2のみ)

人気のボールジョイントパーツも
入っています！

具材カードは表裏 (絵・文字)で
難易度を変えて楽しめます。

LaQフリースタイル100 が11色分

100種類の
作例数

収納ケース・パーツリムーバー ×各1

×2 ×4 ×4 ×20 ×10

26,840円分の汽車セットがブリオの赤い収納ケースに
入った、とてもお得な数量限定セットです。

昨年大好評だったクリスマス感たっぷりの特別メニューを
作るクリスマスレシピの第二弾。昨年版とともに限定発売。

「レッツ、クック！」の掛け声とともに、自分の
オーダーカードに書かれた4つの具材を一斉に集め
るスピードゲームです。全てのオーダーをいち早
く完成させた人の勝ち。

メニューと具材のカードがホログラム加工
されており星柄がキラキラ輝きます♪

クリスマスレシピ 

・人数：2～4人 ・時間：5分～ ・対象：4歳位～

・人数：2～6人
・時間：2分～
・対象：4歳位～

具材カードは表裏 (絵・文字)で
難易度を変えて楽しめます。

アクアパッツァ・パンプディング
フライドチキン・トマトリゾット
コーンポタージュ・サンドイッチ
ミートドリア・リースサラダ

ローストチキン・クロックムッシュ
カップテリーヌ・クリスマスケーキ
クリスマスピッツァ・ポットパイ
ミネストローネ・サラダパイキッシュ

レイアウト例：約137×68cm
62ピース
収納ケース：51×34×23cm

計40ピース

基本色　計1,100ピース

計60ピース

12/1 発売開始11/19 発売開始



（ラベンスバーガー社/ドイツ）

©Ravensburger

原材料や輸送費などの高騰により、様々な輸入元・メーカーの商品の値上がりが相次いでいます。主な商品の
価格改定などについては、随時キッズいわきのＨＰにてお知らせいたしますのでご確認下さい。その他にも色々
ございますので、ご不明な点がありましたら、お手数ですがキッズいわきまでお問い合わせ下さい。

価格改定
について

'23/1/1～
「おもちゃ箱の仲間たち」カタログ
掲載のＬＹＲＡ社色鉛筆(ファルビー・
グルーブなど)

「おもちゃ箱の仲間たち」カタログ
掲載のシュトックマー社商品など

キッズいわき・ぱふ
オリジナルつみ木

「エルフの遊びの環境づくりカタログ」
掲載の乳幼児用テーブル・椅子類

11/1～

ぱふクッション
 ￥40,700 ⇒￥44,000

クマさんとかぞえよう
 ￥3,300 ⇒￥3,520

GraviTrax はベース台、柱、プレート、
レールでコースを組み立て、金属の球を
走らせます。重力だけでなく磁力、動力
といった物理の法則を駆使し、自由な発
想で様々な軌道を作ることができます。
失敗と工夫を重ねながら目標を達成し、
創造力、論理的思考力を育みます。
8 歳位～

GraviTrax ザ・ゲームシリーズ

GraviTrax PRO エクストリーム

カーブとその他パーツ
を使い、球をゴールま
で走らせたら成功。
69ピース、全30問

チューブとその他パー
ツを使い、球をゴール
まで走らせたら成功。
74ピース、全30問

ハンマーとその他パー
ツを使い、球をゴール
まで走らせたら成功。
64ピース、全30問

スプリッター

ピラー

バルコニー

ウォール

ターンテーブル

3Dクロッシング

ミキサー

GraviTrax スターターセットをベースに、立
体的に拡張する PRO パーツ ( ピラー、バル
コニー、ウォール )、さらに、新しい動きを
生む、本セット限定の追加パーツやカーブ
タイルが加わった、特別セットです。

問題カードに示されたパーツを使って、スタートからゴールまでのコースを完成させる「GraviTrax の脳トレゲーム」。
問題は簡単なものから難しいものまで全 30 問。ゲーム感覚で楽しみながら、GraviTrax の基本を覚え、創造力や課題
解決力を養います。パーツは GraviTrax シリーズの各セットに加えて遊ぶことができます。

NEW

数量限定

GraviTrax
ザ・ゲーム コース

GraviTrax 
ザ・ゲーム インパクト

GraviTrax 
ザ・ゲーム フロー

￥15,400

各￥2,970

総パーツ数：194ピース
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