子供たちの夢をつなぐ
サイエンスグッズ。
1988年
宇宙開発事業団（現在の宇宙航空研究開発機構（JAXA））からの要望もあり、
普及啓蒙活動の一環として宇宙関連商品の企画・製造・販売を開始。
現在では宇宙分野を中心に、海洋研究開発機構（JAMSTEC）、
国立天文台（NAOJ)、高エネルギー加速器研究機構（KEK）等の
研究機関公認グッズや多彩なサイエンスグッズの企画、製造もおこなっております。
現在私たち株式会社ビー・シー・シーは、
「宇宙を身近に」
をコンセプトに
未来を創る子供たちが
宇宙、航空、海洋、天文などのサイエンス分野に対し、
見る、触れる、遊ぶ、学ぶ事で、夢や興味を抱き
将来に繋ぐきっかけを持って欲しいとの思いで
商品開発を進めております。

Science Goods Catalog 2021

お取引をご検討中のお客様へ
〜 お取引条件に関してのご案内 〜

掲載商品概要
●

本カタログ掲載の商品は全て買取り契約での販売とさせて頂きます。

●

本カタログ掲載の商品は全てメーカー直送商品となります。

ご注文条件
●

本カタログ記載のロット単位での販売とさせて頂きます。

●

ご注文は1ロットから承ります。

送料について
●

ご注文金額※￥50,000（税別）以上のご注文で、送料無料とさせて頂きます。

●

ご注文金額が￥50,000に満たない場合でも、ご注文は承ります。
ただし、その場合1メーカー（メーカーコード）あたり￥1,000（税別）の送料が発生致します。

●

学研プラス（メーカーコード 5288）につきましては特例対象となり、上記とは異なる条件で
送料無料とさせていただきます。詳細条件はメーカーページ（P3〜8）にてご確認ください。

※弊社からの卸価格です。

ご注文方法について
●

弊社フォーマットの「注文書」にご記入頂き、
info-science@bccweb.co.jpまでメールでご送付ください。
※初回ご注文の場合は右記連絡先の担当 金坂までご連絡ください。

●

お客様の社内環境などにより、やむを得ず上記以外でのご注文方法をご希望の場合は、
右記に記載のお問合せ窓口までご相談ください。

●

ご注文を確認後、メーカー在庫状況を確認し、メールにてご返送させて頂きます。

●

ご返送内容をご確認のうえ、正式なご注文のご連絡をお願いします。
ー1－

納期について
●

納期はメーカー（メーカーコード）ごとに異なります。ご注文確定後に各商品の納期が確定致します。
確定次第、納期のご連絡を致します。

返品について
●

買取返品につきましては、ご対応致しかねます。

不良品について
●

不良品がありました場合は、下記に記載のお問合せ窓口までご連絡下さい。

新商品情報、廃盤商品情報の共有について
●

新商品及び廃盤商品（長期欠品商品含む）につきましては定期的に一覧表を更新し、
メールにてご案内致します。

お問合せ窓口
お問合せにつきましては下記窓口までお問合せ下さい。
金坂、又は担当営業

●

商品・お取引について

●

商品のご注文、在庫状況のご確認、不良品について

株式会社ビー･シー･シー

03-3435-5487
info-science@bccweb.co.jp
ー2－

業務担当：石川、藤平

実験キット

メーカーコード：5288

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

5288
自由研究おたすけキット
二酸化炭素を調べよう

自由研究おたすけキット
ビタミン C を調べよう

ふしぎの国のアリのすハウス

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：W:117 D:31 H:197mm

サイズ：W:119 D:30 H:199mm

サイズ：W:183 D:67 H:257mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
9784057507354

9784057505565

9784057507361

自由研究おたすけキット
レモン電池を作ろう

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
サイズ：W:119 D:30 H:199mm

9784057505602

  

自由研究おたすけキット
結晶を作ろう

自由研究おたすけキット
指紋を調べよう

自由研究おたすけキット
DNA を調べよう

サイズ：W:119 D:30 H:199mm

サイズ：W:119 D:30 H:199mm

サイズ：W:118 D:31 H:195mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
9784057505619

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

9784057505626

9784057506159

自由研究おたすけキット
おいしい水を調べよう

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
サイズ：W:118 D:33 H:198mm

9784057506821

自由研究おたすけキット
色のふしぎを調べよう

きらきら宝石せっけん
型つきでかんたんに作れるキット

色が変わる！ 魔法の宝石を作ろう
オーロラジュエリー

人体骨格ミュージアム

価格：1,740 円（税込 1,914 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：W:117 D:31 H:197mm

サイズ：W:250 D:46 H:210mm

サイズ：W:250 D:34 H:210mm

サイズ：W:183 D:48 H:257mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
9784057506463

妖怪ドロリンスライム
価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5
サイズ：W:183 D:54 H:257mm

9784057505732

価格：1,950 円（税込 2,145 円）
ロット：5

9784057506784

9784057506449

9784057507378

ミクロモンスター LED 内蔵
ズーム顕微鏡＆調査キット

かんたんマスター 算数マジックキット
数の魔術師

かんたんマスター マジックキット

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:183 D:51 H:257mm

サイズ：W:183 D:38 H:257mm

サイズ：W:183 D:40 H:257mm

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5
9784057505169

9784057506067

9784057505053

天体望遠鏡ウルトラムーン

だんごむしわくわくめいろハウス

お天気予報パーフェクトセット

カラフル 水だんご

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：Ｂ５

サイズ：W:183 D:47 H:257mm

サイズ：W:182 D:61 H:258mm

サイズ：W:183 D:47 H:257mm
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9784057507262

9784057505763
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9784057506234

9784057506142

実験キット・サイエンス書籍

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

メーカーコード：5288

5288

まんまるピカピカ！ どろだんごの王様

星座早見スコープ＆プラネタリウム

ありのす観察キット

紙すき＆寒天印刷キット

価格：1,350 円（税込 1,485 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:183 D:48 H:257mm

サイズ：W:183 D:58 H:257mm

サイズ：W:180 D:48 H:260mm

サイズ：W:184 D:60 H:257mm

9784057504988

9784057507101

9784057503417

算数かるた シソック
from 4 ます連算

学研 頭のよくなるゲームアルゴベーシック

ピーターキューブ

美しい鉱物

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,700 円（税込 1,870 円）
ロット：5

価格：2,100 円（税込 2,310 円）
ロット：5

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

サイズ：W:180 D:25 H:257mm

サイズ：W:163 D:39 H:82mm

サイズ：W:163 D:40 H:83mm

サイズ：W:150 D:9 H:210mm

9784057507217

9784057506470

9784057507163

宇宙のクイズ図鑑 新装版

危険生物のクイズ図鑑 新装版

最強生物のクイズ図鑑 新装版

寿命のクイズ図鑑

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

サイズ：W:105 D:15 H:148mm

サイズ：W:105 D:15 H:148mm

サイズ：W:105 D:15 H:149mm

9784052051982

9784052051968

9784052051999

サイズ：W:107 D:15 H:150mm

メイクロックマン
史上最大のプログラミング

都道府県のクイズ図鑑 改訂版

恐竜のクイズ図鑑 新装版

昆虫のクイズ図鑑 新装版

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

サイズ：W:183 D:15 H:257mm

サイズ：W:107 D:15 H:148mm

サイズ：H:150 106 14

9784052052279

9784052053245

9784052049569

サイズ：H:148 W:108 15

9784057506739

9784054055780

9784052052422

9784052049576

科学おもしろクイズ図鑑

いちばん！のクイズ図鑑 改訂版

動物のクイズ図鑑 新装版

小学生の自由研究 科学編 改訂版

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：950 円（税込 1,045 円）
ロット：5

サイズ：W:105 D:13 H:150mm

9784052051975

サイズ：H:150 106 13

9784052049514

サイズ：W:108 D:14.6 H:148mm

ー4－

9784052049583

サイズ：W:183 D:12 H:257mm

9784052035647

サイエンス書籍

メーカーコード：5288

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

5288
中学生の理科 自由研究
完全版

中学生の理科 自由研究
チャレンジ編 改訂版

学研の自由研究
小学生のアイデア工作 改訂版

キッチンでおやつマジック大百科

サイズ：W:192 D:10 H:257mm

サイズ：W:190 D:10 H:257mm

サイズ：W:183 D:9 H:257mm

サイズ：W:212 D:21 H:260mm

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5
9784052035883

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5
9784052037771

9784052044441

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5
9784052042331

アフターマン 人類滅亡後の動物の図鑑
児童書版

まとめ 10 分レポートつき 自由研究
小学生

新恐竜 絶滅しなかった恐竜の図鑑
児童書版

ニューワイド 8 増補改訂 恐竜

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:184 D:15 H:215mm

サイズ：W:190 D:8 H:257mm

サイズ：W:184 D:15 H:215mm

サイズ：W:230 D:26 H:293mm

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

9784052048104

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

9784052042386

9784052048111

9784052032479

ニューワイド 14 増補改訂
地球・気象

ニューワイド 3 増補改訂 動物

ニューワイド 6 増補改訂 鳥

ニューワイド 7 増補改訂 宇宙

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:228 D:24 H:293mm

サイズ：W:230 D:26 H:293mm

サイズ：W:230 D:27 H:293mm

サイズ：W:225 D:25 H:291mm

9784052029974

9784052033339

9784052031281

9784052028229

ニューワイド 17 実験・自由研究

ニューワイド 21 鉱物・岩石・化石

ニューワイド 24 発明・発見

なぜなラボ ＃ 1 危険生物ファイル

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

サイズ：W:228 D:22 H:292mm

サイズ：W:229 D:20 H:293mm

サイズ：W:230 D:19 H:293mm

サイズ：W:150 D:12 H:210mm

9784055004251

9784052021282

9784052026171

9784052053214

ほんとのおおきさ動物園

ゆるゆる外来生物図鑑

北極と南極 くらべてわかる地球のこと

はっけんずかん うみ 改訂版

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

サイズ：W:267 D:9.5 H:370mm

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

サイズ：W:155 D:16 H:215mm

サイズ：W:225 D:22 H:265mm

9784052029301

9784052049231
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9784052046988

9784052046445

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

サイエンス書籍

メーカーコード：5288

5288

はっけんずかん きょうりゅう 新版

はっけんずかん のりもの 改訂版

はっけんずかん どうぶつ 改訂版

はっけんずかん しょくぶつ

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

価格：1,880 円（税込 2,068 円）
ロット：5

価格：1,880 円（税込 2,068 円）
ロット：5

サイズ：W:215 D:22 H:264mm

サイズ：W:220 D:21 H:264mm

サイズ：W:215 D:21 H:265mm

サイズ：W:218 D:20 H:264mm

9784052044120

9784052043307

あそびのおうさまずかん
きょうりゅう 新版

学研の図鑑 LIVE ポケット 花

価格：880 円（税込 968 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

サイズ：W:230 D:7 H:257mm

サイズ：W:110 D:10 H:182mm

9784052044137

9784052042911

あそびのおうさまずかん
からだ 増補改訂

あそびのおうさまずかん
たべもの 増補改訂

価格：780 円（税込 858 円）
ロット：5
9784052053047

サイズ：W:230 D:7 H:257mm

9784052037979

価格：780 円（税込 858 円）
ロット：5
9784052043352

サイズ：W:230 D:7 H:257mm

9784052042980

あそびのおうさまずかん
リサイクルこうさく 増補改

あそびのおうさまずかん
うみ 増補改訂

ゆるゆる恐竜図鑑

なぜ？どうして？かがくのぎもん 1 年生

価格：780 円（税込 858 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

サイズ：W:230 D:8 H:257mm

サイズ：W:232 D:7.5 H:257mm

サイズ：B6 判

価格：780 円（税込 858 円）
ロット：5

9784052042508

9784052042294

9784052049224

サイズ：W:150 D:15 H:210mm

なぜ？どうして？科学のぎもん 2 年生

ウイルスのひみつ

まんがで読む 星座と神話

ゆるゆるアマゾン図鑑

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

価格：580 円（税込 638 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

サイズ：W:150 D:15 H:210mm

サイズ：W:150 D:6 H:210mm

サイズ：W:150 D:15 H:188mm

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

9784052051876

9784052052989

9784052051593

9784052051951

9784052052545

なぜ？の図鑑 宇宙

なぜ？の図鑑 恐竜

なぜ？の図鑑 動物

なぜ？の図鑑 昆虫

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

サイズ：W:220 D:19 H:263mm

サイズ：W:217 D:21 H:264mm

サイズ：W:215 D:20 H:265mm

サイズ：W:217 D:20 H:265mm

9784052043253

9784052042478
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9784052042454

9784052042461

サイエンス書籍

メーカーコード：5288

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

5288
学研の図鑑 LIVE ポケット
科学実験

学研の図鑑 LIVE 3
恐竜

学研の図鑑 LIVE 9
人体

サイズ：W:110 D:10 H:182mm

サイズ：W:220 D:23.5 H:290mm

サイズ：W:220 D:22 H:292mm

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5
9784052052651

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

9784052039669

9784052040863

学研の図鑑 LIVE 12
地球

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5
サイズ：W:220 D:23 H:290mm

9784052044274

学研の図鑑 LIVE 18
カブトムシ・クワガタムシ

学研の図鑑 LIVE 19
ジャングルの生き物

学研の図鑑 LIVE スペシャル
地球・宇宙探検

学研の図鑑 LIVE ポケット 15
爬虫類・両生類

サイズ：W:215 D:26 H:291mm

サイズ：W:215 D:26 H:291mm

サイズ：W:215 D:21 H:263mm

サイズ：W:110 D:10 H:182mm

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5
9784052048968

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

価格：2,100 円（税込 2,310 円）
ロット：5

9784052049071

9784052051869

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

9784052051364

学研の図鑑 LIVE ポケット
飼育・栽培

オスメスずかん
どっちがオス？どっちがメス？新装版

にたものずかん どっちがどっち！？
新装版

なぜ？どうして？はじめてのこども図鑑
むし

サイズ：W:110 D:11 H:182mm

サイズ：W:198 D:14 H:257mm

サイズ：W:198 D:14 H:257mm

サイズ：W:226 D:20 H:293mm

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5
9784052052125

9784052051937

なぜ？どうして？はじめてのこども図鑑
どうぶつ

からだのクイズ図鑑

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

サイズ：W:226 D:20 H:293mm

サイズ：W:150 D:15 H:148mm

9784052052538

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5

9784052052774

9784052051944

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

9784052052521

なぜ？どうして？はじめてのこども図鑑
くさばな

ぜんぶ 5 分 中学からの最高にゆるい勉強法

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,100 円（税込 1,210 円）
ロット：5

サイズ：W:227 D:20 H:295mm

サイズ：Ｂ６

9784052053115

176 ページ

9784053049551

深海生物のクイズ図鑑 新装版

どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

めくって学べる きかいのしくみ図鑑

メタルキット アクション ホホジロザメ

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：W: ２００ D: ２２３mm

サイズ：Ａ４変

サイズ：W: １６８ H: １６４mm

サイズ：文庫サイズ

200 ページ

9784052051890

14 ページ

9784052036439
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9784052047695

9784057507279

※メーカーコード：5288商品は、ご注文金額6,000円以上で送料無料となります。

サイエンス書籍

メーカーコード：5288

5288

「あそび」が
「学び」に
変わる体験を。

Science

Technology

Engineering

自然を知ること

自然を再現すること

（科学）

（技術）

（工学）

Arts

（芸術）

Mathematics

技術を役立たせること

表現すること

なぜを伝えることば

（数学）

GM 大人の科学マガジン
BEST SELECTION 01
（ピンホール式プラネタリウム新刊）

大人の科学マガジン
BEST SELECTION 02 二眼レフカメラ

大人の科学マガジン
トイ・レコードメーカー

サイズ：W:210 D:51 H:285mm

サイズ：W:210 D:50 H:285mm

サイズ：Ａ 4 変型判 68 ページ

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5

9784057002408

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5

価格：7,980 円（税込 8,778 円）
ロット：5

9784057506814

9784057507224

GM 大人の科学マガジン
（小さな活版印刷機）

価格：3,500 円（税込 3,850 円）
ロット：5
サイズ：W:215 D:66 H:285mm

9784056112955

大人の科学マガジン BESTSELECTION03
万華鏡プロジェクター
価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5
サイズ：W:210 D:53 H:285mm

9784057507576

プログラミング教材

メーカーコード：5311

5311

mBot
価格：14,000 円（税込 15,400 円）
ロット：5
サイズ：W:210 D:170 H:90mm

mBot V1.1-Blue
(Bluetooth Version)

mBot Ranger Robot Kit
(Bluetooth Version)

6928819505575

mBot Add － on Pack
Six － legged Robot

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5
サイズ：W:100 D:60 H:150mm

6928819505391

Ultimate Robot Kit
V2.0

mBot Add － on Pack
Servo Pack

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5
サイズ：W:100 D:60 H:150mm

ー8－

6928819505407

mBot Add － on Pack
Interactive Light ＆ Sound
価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5
サイズ：W:100 D:600 H:150mm

6928819505421

プログラミング教材
メーカーコード：5311

5311
mBot Ranger

Ultimate2.0

codey rocky

SPRK ＋

価格：25,000 円（税込 27,500 円）
ロット：5

価格：50,000 円（税込 55,000 円）
ロット：5

価格：13,800 円（税込 15,180 円）
ロット：5

価格：16,800 円（税込 18,480 円）
ロット：5

サイズ：W:270 D:210 H:90mm

サイズ：W:530 D:180 H:350mm

サイズ：W:95 D:100 H:110mm

サイズ：W:214 D:316 H:92mm

6928819505667

6928819505384

6928819507913

Sphero mini Blue

Sphero mini Green

Sphero mini Orange

価格：5,880 円（税込 6,468 円）
ロット：5

価格：5,880 円（税込 6,468 円）
ロット：5

価格：5,880 円（税込 6,468 円）
ロット：5

サイズ：W:57 D:57 H:140mm

サイズ：W:57 D:57 H:140mm

サイズ：W:57 D:57 H:140mm

0817961020493

0817961020509

ー9－

0817961020929

0854211006302

プログラミング教材教材・ロボット・観察キット

メーカーコード：5350

５３５０

ボットリー コーディングロボット
アクティビティセット

ボットリー アクションチャレンジ
拡張セット

VEX ジップフライヤー

ヘックスバグ イモムシ

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：4

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：6

価格：1,480 円（税込 1,628 円）
ロット：10

サイズ：W:140 D:90 H:70mm

サイズ：W:230 D:80 H:230mm

サイズ：W:210 D:65 H:240mm

サイズ：W:110 D:90 H:50mm

価格：12,000 円（税込 13,200 円）
ロット：4

0765023029352

0765023029376

0807648045598

ヘックスバグ カブトムシ

ヘックスバグ アリ

ヘックスバグ スパイダー

価格：1,480 円（税込 1,628 円）
ロット：10

価格：2,480 円（税込 2,728 円）
ロット：10

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：6

サイズ：W:105 D:90 H:60mm

サイズ：W:130 D:60 H:110mm

サイズ：W:130 D:110 H:110mm

4573205121000

4573205120836

4573205120829

4573205120843

ヘックスバグ ナノ ナイトロ
サイドワインダー

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：4
サイズ：W:350 D:50 H:320mm

0807648051612

初めての実験セット

初めての計量実験セット

おしゃべり顕微鏡

初めての昆虫ケース 拡大レンズ付き

価格：5,800 円（税込 6,380 円）
ロット：6

価格：5,800 円（税込 6,380 円）
ロット：6

価格：5,480 円（税込 6,028 円）
ロット：2

価格：2,180 円（税込 2,398 円）
ロット：6

サイズ：W:350 D:120 H:260mm

サイズ：W:350 D:140 H:260mm

サイズ：W:200 D:140 H:255mm

サイズ：W:165 D:90 H:130mm

0765023027846

0765023027839

0086002005540

0086002050915

初めての双眼鏡

キッズペリスコープ

初めての顕微鏡

初めてのトイ望遠鏡

価格：2,600 円（税込 2,860 円）
ロット：6

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：6

価格：4,380 円（税込 4,818 円）
ロット：6

価格：6,350 円 ( 税込：6,985 円 )
ロット：4

サイズ：W:175 D:71 H:140mm

サイズ：W:190 D:120 H:390mm

サイズ：W:250 D:150 H:185mm

サイズ：W:430 D:110 H:230mm

0086002052605

0086002052179

0086002051127

0086002051295

 

ARCHITECTO 建築パズル

TANGRAMINO シルエットパズル

PERSPECTO 透視立体パズル

マジカルペーパーフラワー

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：6

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：6

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：6

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：6

サイズ：W:284 D:231 H:48mm

サイズ：W:284 D:231 H:48mm

サイズ：W:284 D:231 H:48mm

サイズ：W:295 D:68 H:300mm

8717344310093

8717344310109

ー 10 －

8717344310116

0071662074098

プログラミング教材・知育教材
メーカーコード：5354

５３５４
Gakken ニューブロック プログラミング

スマートボックス 思考力

スマートボックス 数学力

スマートボックス 集中力

価格：15,000 円（税込 16,500 円）
ロット：3

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

サイズ：W:530 D:295 H:225mm

サイズ：W:238 D:50 H:238 ｍｍ

サイズ：W:238 D:50 H:238 ｍｍ

サイズ：W:238 D:50 H:238 ｍｍ

4905426012896

4905426186436

4905426186405

4905426186399

スマートボックス 英語力

スマートボックス 美術力

モンテッソーリ Box はじめての天文学

カードでピピッとはじめてのプログラミングカー

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

価格：3,500 円（税込 3,850 円）
ロット：6

価格：5,980 円（税込 5,980 円）
ロット：6

サイズ：W:238 D:50 H:238 ｍｍ

サイズ：W:238 D:50 H:238 ｍｍ

サイズ：W:182 D:45 H:213mm

サイズ：W:290 D:80 H:240mm

4905426186429

4905426186412
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4905426191447

4905426183091

実験キット

メーカーコード：5314

５３１４

クリスタルの科学

色の科学じっけんセット

おもしろ水じっけんセット

クリスタルキット 4 アソート

価格：1,950 円（税込 2,145 円）
ロット：5

価格：1,950 円（税込 2,145 円）
ロット：5

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：12

サイズ：W:220 D:60 H:160mm

サイズ：W:220 D:65 H:160mm

サイズ：W:235 D:65 H:160mm

サイズ：W:115

4941292003026

4941292005327

4941292008144

D:50

H:127mm

4941292001978

酸性＆アルカリ性 おもしろじっけんセット

きれいな水の科学

太陽系モデルキット

人体モデル 27cm

価格：1,450 円（税込 1,595 円）
ロット：6

価格：1,650 円（税込 1,815 円）
ロット：6

価格：2,250 円（税込 2,475 円）
ロット：4

価格：4,800 円（税込 5,280 円）
ロット：4

サイズ：W:160 D:60 H:160mm

サイズ：W:160 D:60 H:160mm

サイズ：W:250

サイズ：W:220 D:90 H:360mm

4941292005655

4941292009998

D:70

H:205mm

4941292009813

4893338050276

観察グッズ・玩具

メーカーコード：5373

５３７３

リフレクタドール シルバー

虫眼鏡 4 色アソート

虫眼鏡ピンセット付き レッド

3D 昆虫観察レンズプラス グリーン

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

価格：450 円（税込 495 円）
ロット：24

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：12

価格：720 円（税込 792 円）
ロット：12

サイズ：130mm

サイズ：135mm

サイズ：W:80 D:25 H:185mm

4582343658781

8006944701012

8006944702033

サイズ：φ 7 7.5cm、ピンセット 7cm

8006944802115

メガバグビューアー レッド

3Way 昆虫観察レンズ グリーン

3Way 昆虫観察レンズ レッド

ゴムボール ソーラー

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：12

価格：2,100 円（税込 2,310 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,050 円（税込 1,155 円）
ロット：6

サイズ：W:95 D:75 H:180mm

サイズ：W:90 D:70 H:130mm

サイズ：φ 130mm

サイズ：φ 10.5 11.5cm

8006944802719

8006944803501
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8006944803013

0732396213046

透明標本

メーカーコード：5315

５３１５
透明標本キーホルダー AQUA TUBE
ブルーギル

透明標本キーホルダー AQUA TUBE
マダイ

透明標本キーホルダー AQUA TUBE
カンパチ

透明標本キーホルダー AQUA TUBE
錦鯉

サイズ：W:55 H:160 D:16mm

サイズ：W:55 D:15 H:160mm

サイズ：W:55 D:15 H:160mm

サイズ：W:55 D:15 H:160mm

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

4562370203093

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

4562370203031

4562370203086

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

4562370203079

透明標本クリアファイル 片面
Global － 1

透明標本クリアファイル 片面
ヒラメ

透明標本クリアファイル 片面
クエ

透明標本クリアファイル 片面
ドンコ

サイズ：W:230 H:342mm

サイズ：W:230 H:342mm

サイズ：W:230 H:342mm

サイズ：W:230 H:342mm

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

4562370201051

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

4562370201013

4562370201020

透明標本クリアファイル 両面
Global － 2

Sketoln ブックマーク A タイプ

Sketoln ブックマーク B タイプ

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:230 H:342mm

サイズ：W:210 H:180mm

サイズ：W:210 H:180mm

4562370201068

4971664637511

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

4562370201037

Sketoln チェンジングポストカード
ホシチョウザメ
価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664637528

サイズ：W:105 H:175mm

4971664646711

Sketoln チェンジングポストカード
エボシカメレオン

Sketoln チェンジングポストカード
クランウェルツノガエル

Sketoln チェンジングポストカード
スッポン

Sketoln チェンジングポストカード
メキシコサラマンダー（正面）

サイズ：W:105 H:175mm

ヘッダー付 OPP 袋 サイズ：W:105 H:175mm

サイズ：W:185 H:105mm

ヘッダー付 OPP 袋 サイズ：W:105 H:175mm

Sketoln チェンジングポストカード
ハナミノカサゴ

Sketoln チェンジングポストカード
カエルアンコウ

Sketoln チェンジングポストカード
ベタ

Sketoln チェンジングポストカード
ピラニア

サイズ：W:185 H:105mm

ヘッダー付 OPP 袋 サイズ：W:105 H:175mm

サイズ：W:185 H:105mm

サイズ：W:185 H:105mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646681

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646759

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646742

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646728

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646735

ー 13 －

4971664636828

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664646704

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664636859

透明標本

メーカーコード：5315

５３１５

Sketoln チェンジングポストカード
ヒョウモンダコ

透明標本 AQUA FISH
カワハギ S

透明標本 AQUA FISH
カンパチ S

サイズ：W:105 H:175mm

瓶サイズ：H:45 Φ 20mm

瓶サイズ：H:43 Φ 18mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

4971664636880

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：1

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：1

4562370205189

透明標本 AQUA FISH
ピラニア

透明標本 AQUA FISH
フラスコ 50ml

透明標本 AQUA FISH
アマガエル

瓶サイズ：H:65 Φ 30mm

瓶サイズ：H:100 Φ 55mm

瓶サイズ：H:45 Φ 20mm

価格：8,000 円（税込 8,800 円）
ロット：1
4562370205363

価格：9,400 円（税込 10,340 円）
ロット：1

価格：9,500 円（税込 10,450 円）
ロット：1

4562370205998

透明標本 AQUA FISH
錦鯉

透明標本 AQUA FISH
シマアジ S

透明標本 AQUA FISH
出目金

瓶サイズ：H:50 Φ 21mm

瓶サイズ：H:45 Φ 20mm

瓶サイズ：H:65 Φ 30mm

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：1
4562370205585

4562370205622

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：1

4562370205431

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：1

4562370205240

4562370205349

透明標本 AQUA FISH
タナゴ

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：1
瓶サイズ：H:45 Φ 20mm

4562370205646

透明標本 AQUA FISH
タツノオトシゴ

価格：16,000 円（税込 17,600 円）
ロット：1
瓶サイズ：H:65 Φ 30mm

4562370205097

透明標本 AQUA FISH
ドジョウ

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：1
瓶サイズ：H:65 Φ 30mm

4562370205493

透明標本 AQUA FISH
グッピー メス

透明標本 AQUA FISH
メキシコサラマンダー

透明標本インテリア AQUA FLOAT
カワハギ

透明標本インテリア AQUA FLOAT
マダイ

瓶サイズ：H:45 Φ 20mm

瓶サイズ：H:80 Φ 35mm

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：1
4562370205325

価格：9,200 円（税込 10,120 円）
ロット：1

価格：5,400 円（税込 5,940 円）
ロット：1

4562370205424

4562370208012

価格：5,400 円（税込 5,940 円）
ロット：1

4562370208029

透明標本インテリア AQUA FLOAT
錦鯉

透明標本インテリア AQUA FLOAT
出目金

透明標本インテリア AQUA FLOAT
タツノオトシゴ

透明標本インテリア AQUA FLOAT
ウズラ

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

サイズ：W:70 D:70 H:120mm

価格：5,400 円（税込 5,940 円）
ロット：1

4562370208036

価格：7,800 円（税込 8,580 円）
ロット：1

価格：18,000 円（税込 19,800 円）
ロット：1

4562370208067
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4562370208050

価格：32,000 円（税込 35,200 円）
ロット：1

4562370208043

ストームグラス・日時計
メーカーコード：5310
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ストームグラスは19世紀に航海士等が使用していた天候予測器
樟脳（クスノキのエキス）やエタノール等をガラス管に密封して作られており、
気候の変化に反応して起きる結晶を観察する事で、役立てられていました。

（ジュール・ヴェルヌの小説『海底二万マイル』に出てくるノーチラス号の中にも
設置されています。）

その後の科学の発展に伴い、実際には結晶化現象については謎が多い事がわかり、
いまだ詳細は研究途上です。

現代では予測器としての実用は難しいですが、季節によって景色が変わるように、
日々変化する結晶の様子を『Tempo』でお楽しみください。

Tempo Drop
ストームグラス

Tempo Drop mini
ストームグラスミニ

Tempo Drop
ロマンティックアンバー

サイズ：W:270 D:140 H:122mm

サイズ：W:150 D:121 H:106mm

サイズ：W:270 D:140 H:122mm

価格：5,500 円（税込 6,050 円）
ロット：3
4562209465562

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：3

価格：5,500 円（税込 6,050 円）
ロット：3

4562209465579

Undial（アンダイアル）
GD Type25°ツヤ無

Undial（アンダイアル）
GD Type25°ツヤ有

Undial（アンダイアル）
GD Type35°ツヤ無

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
4562209464572

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

4562209464671

Undial（アンダイアル）
GD Type45°ツヤ無

Undial（アンダイアル）
GD Type45°ツヤ有

Undial（アンダイアル）
SV Type25°ツヤ無

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

サイズ：W:172 D:54 H:73mm

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
4562209464596

Undial（アンダイアル）
SV Type35°ツヤ無

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
サイズ：W:172 D:54 H:73mm

4562209464732

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

4562209464589

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

4562209464695

Undial（アンダイアル）
SV Type35°ツヤ有

4562209464626

Undial（アンダイアル）
SV Type45°ツヤ無

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
サイズ：W:172 D:54 H:73mm

4562209460130

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

4562209464633

サイズ：W:172 D:54 H:73mm
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4562209464640

Tempo Drop mini
ロマンティックアンバー

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：3
サイズ：W:150 D:121 H:106mm

4562209460147

Undial（アンダイアル）
GD Type35°ツヤ有

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
サイズ：W:172 D:54 H:73mm

4562209464688

Undial（アンダイアル）
SV Type25°ツヤ有

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
サイズ：W:172 D:54 H:73mm

4562209464725

Undial（アンダイアル）
SV Type45°ツヤ有

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3
サイズ：W:172 D:54 H:73mm

4562209464749

ストームグラス・物質の性質利用グッズ

メーカーコード：5310
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テンポ パルス

テンポ パルス ドーン

価格：6,000 円（税込 6,600 円）
ロット：3

価格：6,500 円（税込 7,150 円）
ロット：3

サイズ：W:246 H:140mm

サイズ：W:246 H:140mm

4562209465586

テンポ パルス
ロマンティックアンバー

価格：6,000 円（税込 6,600 円）
ロット：3

4562209465593

サイズ：W:246 D:146 H:140mm

4562209460154

モノを構成している物質には様々な種類があり
重さや密度・性質などそれぞれ個性があります
たとえば金属のように、熱や電気を通すもの

プラスチックのように、軽くて電気を通さないもの
そんなモノの性質をうまく使ったグッズです

MINUS DEGREE
COOL GRAY

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：3
サイズ：W:130 D:17 H:180mm

4562209465999

MINUS DEGREE Soft
RED

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：3
サイズ：W:130 D:17 H:180mm

4562209466118

PetiPeto ツル

PetiPeto 白ツル

PetiPeto 富士山

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

サイズ：W:140 H:100mm

サイズ：W:140 H:100mm

サイズ：W:140 H:100mm

4562209465890

4562209465937

MINUS DEGREE
COOL NAVY

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：3
サイズ：W:130 D:17 H:180mm

4562209466026

MINUS DEGREE Soft
BLUE

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：3
サイズ：W:130 D:17 H:180mm

4562209466125

4562209465920

PetiPeto パンダ

PetiPeto ペンギン

PetiPeto シマウマ

PetiPeto キリン

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

サイズ：W:140 H:100mm

サイズ：W:140 H:100mm

サイズ：W:140 H:100mm

サイズ：W:140 H:100mm

4562209465975

4562209465913
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4562209465951

4562209465968

サイエンスインテリア
メーカーコード：5339
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四 季 折々の 気 候 の 変 化を
可 視 化して楽しむ サイエンスインテリア

ストームグラス

ストームグラス クラウド

ストームグラス しずく

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

ツリー

ストームグラス

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

サイズ：H:85 Φ 65mm

サイズ：H:85 Φ 65mm

サイズ：W:130 D:50 H:110mm

サイズ：W:80 D:80 H:110mm

4957907442210

ゆきだるま

4957907442203

4957907437025

4957907439906

ストームグラス ラボ a

ストームグラス ラボ b

ストームグラス ラボ c

ストームグラス ドーム

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：6

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：6

価格：4,300 円（税込 4,730 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

サイズ：W:150 D:70 H:155mm

サイズ：W:85 D:85 H:215mm

サイズ：W:95 D:70 H:220mm

サイズ：H:105 Φ 80mm

4957907439753

4957907439760

4957907439777

4957907438992

ストームグラス

温度計＆ストームグラス

ガラスフロート温度計 ドーム S

ガラスフロート温度計 クラウド

価格：3,500 円（税込 3,850 円）
ロット：6

価格：5,000 円（税込 5,500 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

サイズ：W:100 D:50 H:145mm

サイズ：W:175 D:60 H:145mm

サイズ：W:80 D:80 H:105mm

サイズ：W:130 D:50 H:110mm

4957907434987

4957907436646
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4957907437001

4957907438985

サイエンスインテリア

メーカーコード：5339
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ガラスフロート温度計 しずく S

ガラスフロート温度計 電球

コズミックジェムストーン Stars

コズミックジェムストーン 太陽系

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：5,000 円（税込 5,500 円）
ロット：4

サイズ：W:80 D:80 H:115mm

サイズ：W:100 D:100 H:125mm

4957907431689

4957907434970

4957907440278

4957907440285

キネティックアート ジュピター

キネティックアート 太陽系

キネティックアート コスモス

ペンデュラム サンドアート

価格：2,300 円（税込 2,530 円）
ロット：6

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：6

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：4

サイズ：Ｗ :115 Ｄ :95 Ｈ :186mm

サイズ：Ｗ :205 Ｄ :120 Ｈ :345mm

サイズ：Ｗ :180 Ｄ :183 Ｈ :70mm

サイズ：W:175 D:155 H:320mm

4957907439586

4957907439562

4957907439579

4957907436080

砂時計 30 秒計 マグネティックアート

砂時計 1 分計 マグネティックアート

コンパクトミラー 地球

コンパクトミラー 月

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

サイズ：W:70 D:70 H:170mm

サイズ：W:75 D:75 H:205mm

サイズ：Ｗ :90 Ｄ :20 Ｈ :140mm

サイズ：Ｗ :90 Ｄ :20 Ｈ :140mm

4957907435519

コンパクトミラー 星座
価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6
サイズ：Ｗ :90 Ｄ :20 Ｈ :140mm

4957907439845

4957907435526

ニュートンのゆりかご
（バランスボール）

4957907439838

ラジオメーター ドーム

ラジオメーター ツイン

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：3,500 円（税込 3,850 円）
ロット：6

価格：5,000 円（税込 5,500 円）
ロット：2

サイズ：W:135 D:115 H:135mm

サイズ：W:80 D:80 H:105mm

サイズ：H:250 Φ 70mm

4957907440056

天球儀 ライト
価格：15,000 円（税込 16,500 円）
ロット：1
サイズ：W:255 D:240 H:305mm

4957907439821

4957907439944
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4957907437032

4957907439814

観察教材

メーカーコード：5367
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冒険キット
（単眼鏡・顕微鏡・時計・コンパス・LED ライト）

顕微鏡 STV － 40M コンパクト

ズームマイクロスコープ STV － 120M

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：5

サイズ：W:128 D:30 H:180mm

サイズ：W:146 D:49 H:192mm

サイズ：W:105 D:31 H:170mm

4961607213780

4961607213667

4961607300664

ギャラリー EYE 4 × 12
ミュージアム単眼鏡 4 倍 ブラック
価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：3
サイズ：W:130 D:55 H:55mm

4961607001462

ギャラリー EYE 6 × 16
ミュージアム単眼鏡 6 倍 ブラック

トイカメラ DSC Pieni ブラック

トイカメラ DSC Pieni スカイブルー

トイカメラ DSC Pieni コーラルピンク

価格：9,980 円（税込 10,978 円）
ロット：3

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：5

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：5

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：5

サイズ：W:130 D:55 H:55mm

サイズ：W:127 D:40 H:205mm

サイズ：W:127 D:40 H:205mm

サイズ：W:127 D:40 H:205mm

4961607014707

4961607437438

トイカメラ DSC Pieni レモンイエロー

トイカメラ PIENIFLEX

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：5

価格：5,980 円（税込 6,578 円）
ロット：3

サイズ：W:127 D:40 H:205mm

サイズ：W:46 D:39 H:60mm

4961607437469

4961607437445

モノクロインスタントカメラ
KC － TY01 ブラック

モノクロインスタントカメラ
KC － TY01 ブラウン

サイズ：W:137 D:51 H:90mm

サイズ：W:137 D:51 H:90mm

価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：3

4961607438619

4961607437452

4961607438626

価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：3
4961607438633

モノクロインスタントカメラ
KC － TY01 コーラルピンク

モノクロインスタントカメラ
KC － TY01 スカイブルー

モノクロインスタントカメラ
ホワイトペーパー 3 個セット

モノクロインスタントカメラ
ホワイトシール 3 個セット

サイズ：W:137 D:51 H:90mm

サイズ：W:137 D:51 H:90mm

3 個セット

3 個セット

価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：3
4961607438640

価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：3

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

4961607438657

4961607439852

モノクロインスタントカメラ
カラーペーパー 3 色セット

モノクロインスタントカメラ
カラーシール 3 色セット

スマホで使える PC 顕微鏡 KMS-160

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：8,980 円（税込 9,878 円）
ロット：5

3 個セット

3 個セット

サイズ：H:120mm 約φ 34mm

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

4961607439876

4961607439883
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4961607438466

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5
4961607439869

スマホで使えるスネイクカメラ
iPhone・iPad 用 LT-01
価格：3,980 円（税込 4,378 円）
ロット：5
サイズ：約φ 4mm

ケーブル長さ：約 1m

0653334415479

天体グッズ

メーカーコード：5058
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北天・南天 星座早見盤

こども星座早見盤

カードサイズ星座早見盤

ポケット星座図鑑

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:210 D:3 H:180mm

サイズ：W:290 D:5 H:265mm

サイズ：W:290 D:5 H:265mm

4560107141229

4560107141786

4560107140291

サイズ：W:145 D:10 H:205mm

ポケット星座早見盤

ポケット月齢星座早見盤

こども図鑑 月の観察

こども図鑑 太陽の観察

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

サイズ：W:185 D:2 H:155mm

サイズ：W:185 D:2 H:155mm

サイズ：W:183 D:5 H:258mm

4560107141212

4560107141380

9784902450095

サイズ：W:183 D:5 H:258mm

9784902450132

9784902450163

組立天体望遠鏡 15 倍

組立天体望遠鏡 35 倍

12 星座キーホルダー おひつじ座

12 星座キーホルダー おうし座

価格：1,750 円（税込 1,925 円）
ロット：10

価格：2,850 円（税込 3,135 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:210 D:30 H:297mm

サイズ：W:210 D:30 H:297mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

9784902450330

9784902450316

4560107142714

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142721

12 星座キーホルダー ふたご座

12 星座キーホルダー かに座

12 星座キーホルダー しし座

12 星座キーホルダー おとめ座

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142738

4560107142745

4560107142752

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142769

12 星座キーホルダー てんびん座

12 星座キーホルダー さそり座

12 星座キーホルダー いて座

12 星座キーホルダー やぎ座

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142776

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142783

サイズ：W:70 D:5 H:155mm
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4560107142790

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142806

天体グッズ

メーカーコード：5058
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12 星座キーホルダー みずがめ座

12 星座キーホルダー うお座

天体キーホルダー 土星

天体キーホルダー 月面

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142813

4560107142820

4560107142684

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

天体キーホルダー 太陽コロナ

天体キーホルダー アンドロメダ銀河

天体キーホルダー オリオン座大星雲

天体キーホルダー すばる

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142691

4560107142653

4560107142677

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142707

4560107142660

天体キーホルダー 地球

天体キーホルダー ソンブレロ銀河

天体キーホルダー おおぐま座 M81

天体キーホルダー 土星の衛星

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

4560107142615

4560107142639

4560107142622

サイズ：W:70 D:5 H:155mm

精密月面図ポスター

幻想全天 88 星座絵図ポスター

北天夜光大星図ポスター

天体したじき A4 判 月

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:645 D:45 H:45mm

サイズ：W:645 D:45 H:45mm

サイズ：W:645 D:45 H:45mm

サイズ：W:210 D:2 H:330mm

4560107141601

4560107140147

4560107141618

天体したじき A4 判 地球

天体したじき A4 判 太陽コロナ

天体したじき A4 判 土星

太陽観察グラス

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:210 D:2 H:330mm

4560107141915

サイズ：W:210 D:2 H:330mm

4560107141892

サイズ：W:210 D:2 H:330mm
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4560107141922

サイズ：W:257 H:182mm

4560107142646

4560107141908

4560107143216

鉱物・化石・恐竜

メーカーコード：5368
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あが～る テレビ石（曹灰硼石）

すいこ～む 珪藻土

みえ～る 透明方解石

ピタッと、とま～る

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

サイズ：W:60 D:60 H:60mm

サイズ：W:60 D:60 H:60mm

サイズ：W:60 D:60 H:60mm

4562447401100

4562447408901

4562447401117

サイズ：W:60 D:60 H:60mm

4562447406198

アンモナイトを磨いてペンダントをつくろう

コーパル研磨体験セット

発掘 三葉虫フレキシカリメネ

化石発掘クリーニングセット 古生代編

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:194 D:130 H:30mm

サイズ：H:160 245mm

サイズ：50mm ～

サイズ：W:130 D:98 H:26mm

4562447401056

4562447404637

4562447409502

4562447401025

化石発掘クリーニングセット 中生代編

化石標本 4 種

化石標本 6 種

化石標本 8 種

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：W:130 D:98 H:26mm

サイズ：W:119 D:49 H:17mm

サイズ：W:120 H:195mm

4562447401032

4562447401193

4562447401186

サイズ：W:125 D:110 H:30mm

4562447401209

火打石セット

鉱物万華鏡組立キット

黒曜石矢じり 小

黒曜石矢じり 大

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：H:160 100 35mm

サイズ：W:170 H:270mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

4562447401087

4562447401148

4562447400523

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

4562447400530

デイノニクスの爪（レプリカ）

人工 蛍石チップ（青）

人工 蛍石チップ（緑）

人工 蛍石チップ（変色効果）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：φ 15 65mm

サイズ：φ 15 65mm

サイズ：φ 15 65mm

4562447409977

4562447409540
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4562447409557

4562447407201

鉱物・化石・恐竜
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地質年代表クリアファイル（古生代）

地質年代表クリアファイル（中生代）

地質年代表クリアファイル（新生代）

ジェムストーン 袋入り

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

サイズ：A4（220 310mm）

サイズ：A4（220 310mm）

サイズ：A4（220 310mm）

4562447408680

4562447408697

4562447408703

サイズ：W:70 H:100mm

4562447400967

ジェムストーン 8 種

ジェムストーン 25 種

蛍光鉱物標本 6 種 長波（L.W.）

蛍石八面体

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

サイズ：W:120 H:195mm

サイズ：W:125 D:110 H:30mm

サイズ：W:87 D:59 H:20mm

サイズ：約 30mm

4562447401261

4562447401278

4562447406433

ミニ鉱物 黄鉄鉱（ペルー）

ミニ鉱物 黄鉄鉱（スペイン）

ミニ鉱物 ヘマタイト

ミニ鉱物 カーネリアン

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400011

4562447400325

4562447400097

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

ミニ鉱物 水晶

ミニ鉱物 ハーキマー・ダイヤモンド

ミニ鉱物 ルチル・クォーツ

ミニ鉱物 紅石英

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447406204

4562447400202

4562447400257

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400424

4562447400042

4562447400110

ミニ鉱物 蛍石

ミニ鉱物 オレンジ方解石

ミニ鉱物 グリーン方解石

ミニ鉱物 霰石（あられ石）

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400103

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400035

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

ー 23 －

4562447400066

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447404071

鉱物・化石・恐竜
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ミニ鉱物 砂漠のバラ

ミニ鉱物 ラピス・ラズリ

ミニ鉱物 孔雀石

ミニ鉱物 方鉛鉱

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400073

ガチャ 化石②
（全 10 種）

4562447400318

ガチャ ジェムストーン ③
（全 12 種）

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：100

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：50

4562447401964

4562447409656

4562447400349

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400226

化石 琥珀（小）

化石 琥珀

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

サイズ：W:60 D:41 H:20mm

4562447408925

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

4562447409229

化石 虫入り琥珀 Mus － SB008

化石 木の葉ノ化石

化石 メタセコイアの化石

化石 蘆木（シダ植物トクサ類）

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

4562447400592

4562447409519

4562447407270

4562447409526

化石 シダ類子類（裸子植物）

化石 グロッソプテリス（シダ類）

化石 珪化木（アラウカリア）

鉱物鑑定用 UV ライト（長波）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：4,500 円（税込 4,950 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：4,500 円（税込 4,950 円）
ロット：5

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:193 D:27 H:70mm

4562447400790

4562447401872

4562447409663

4580690350051

化石 アンモナイト 小

化石 アンモナイト ペリスフィンクテス

化石 アンモナイト レインボー

化石 アンモナイト 断面

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:60 D:41 H:20mm

4562447400561

4562447400646
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4562447405740

4562447400769
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化石 アンモナイト ペア

化石 三葉虫 小

化石 三葉虫 エルラシア

化石 三葉虫 フレキシカリメネ

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:60 D:41 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

4562447404682

4562447400578

4562447400677

4562447402800

化石 サメの歯化石 オトダス

化石 サメの歯化石 オトダス

化石 モササウルスの歯

化石 スピノサウルスの歯

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：4,500 円（税込 4,950 円）
ロット：5

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

4562447400691

4562447404217

4562447400653

4562447400875

PAPO ベロキラプトル

PAPO カルノタウルス

PAPO ティラノサウルス（茶）

PAPO アンキロサウルス

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：5

価格：4,700 円（税込 5,170 円）
ロット：5

価格：2,100 円（税込 2,310 円）
ロット：5

サイズ：160mm

サイズ：180mm

サイズ：190mm

サイズ：140mm

3465000550233

3465000550325

3465000550011

3465000550158

PAPO マンモス

レプリカ アロサウルスの鉤爪

レプリカ ティラノサウルスの歯

レプリカ スピノサウルスの歯

価格：3,400 円（税込 3,740 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：200mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

サイズ：W:118 D:82 H:40mm

3465000550172

4562447400899

4562447400912

4562447400929

オデッサ隕石（隕鉄）

NWA869（石質隕石）

石質隕石 3000

隕鉄 1500

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

サイズ：W:82 D:60 H:20mm

4562447400547

4562447400554
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4562447409595

4562447409618

鉱物・化石・恐竜

メーカーコード：5368

５３６８

隕鉄 2000

隕鉄 2500

隕鉄 3000

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5

4562447409625

4562447409632

4562447409649

誕生石シリーズ 2 月
アメシスト

誕生石シリーズ 3 月
アクアマリン

誕生石シリーズ 4 月
ダイアモンド

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5
4562447400233

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5
4562447400363

誕生石シリーズ 6 月
ムーンストーン

誕生石シリーズ 7 月
ルビー

誕生石シリーズ 8 月
ペリドット

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5
4562447400301

誕生石シリーズ 10 月
メキシコ・オパール

誕生石シリーズ 11 月
トパーズ

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

4562447400394

4562447400059

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5
サイズ：W:39 D:39 H:34mm

ー 26 －

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447407331

誕生石シリーズ 5 月
エメラルド

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5
サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447400158

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

誕生石シリーズ 12 月
トルコ石

4562447400295

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

誕生石シリーズ 9 月
サファイア・コランダム

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5
4562447405641

4562447400400

誕生石シリーズ 1 月
ガーネット

4562447400196

サイズ：W:39 D:39 H:34mm

4562447409106

恐竜グッズ

メーカーコード：5027

５０２７
デスクキーパー
（ティラノサウルス頭部骨格）
価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6
サイズ：W:60 D:140 H:85mm

4945119096079

デスクキーパー
（ティラノサウルス頭部）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6
サイズ：W:75 D:130 H:95mm

4945119094280

スマホスタンド
（ティラノサウルス）

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：6
サイズ：W:70 D:140 H:130mm

4945119094488

ステーショナリースタンド
（ティラノサウルス）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6
サイズ：W:70 D:130 H:100mm

4945119094976

ティシュケース
（ステゴザウルス）

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：6
サイズ：W:200 D:530 H:230mm

4945119095058

テープディスペンサー
（ティラノサウルス頭部骨格）

ステープラー
（ティラノサウルス頭部）

価格：2,600 円（税込 2,860 円）
ロット：6
サイズ：W:70 D:145 H:120mm

4945119096086

デスクキーパー
（トリケラトプス頭部）

サイズ：W:35 D:65 H:50mm

4945119094297

サイズ：W:85 D:145 H:110mm

クリップホルダー
（ティラノサウルス）

サイズ：W:90 D:175 H:95mm

サイズ：W:30 D:55 H:60mm

価格：2,600 円（税込 2,860 円）
ロット：6

4945119094471

4945119094310

4945119095560

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

4945119094983

3 本傘立て
（トリケラトプス）

サイズ：W:65 D:145 H:95mm

4945119094990

3 本傘立て
（ステゴザウルス）

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：6

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：6

4945119094945

サイズ：W:210 D:125 H:135mm
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4945119094273

スマホスタンド
（ヴェロキラプトル）

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：6
サイズ：W:60 D:130 H:125mm

4945119094464

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：12

ステーショナリースタンド
（ステゴザウルス）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

サイズ：W:30 D:60 H:50mm

クリップホルダー
（トリケラトプス）

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：12

ステーショナリースタンド
（トリケラトプス）

サイズ：W:190 D:125 H:110mm

4945119094266

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：6

テープディスペンサー
（トリケラトプス）

サイズ：W:70 D:140 H:90mm

価格：950 円（税込 1,045 円）
ロット：12

スマホスタンド
（トリケラトプス）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6
サイズ：W:100 D:130 H:100mm

ステープラー
（ヴェロキラプトル頭部）

価格：950 円（税込 1,045 円）
ロット：12

4945119094952

サイズ：W:5 D:50 H:50mm

4945119095577

ティシュケース
（トリケラトプス）

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：6
サイズ：W:200 D:550 H:220mm

4945119095041

3 本傘立て
（ブラキオサウルス）

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：6
サイズ：W:215 D:130 H:300mm

4945119094969

恐竜グッズ

メーカーコード：6170

６１７０

抗菌スライド箸箱セット
ハッピー＆スマイル ABS2AMAG
価格：470 円（税込 517 円）
ロット：10
サイズ：W:195 D:15 H:27mm

4973307510731

抗菌食洗機対応プラコップ
ハッピー＆スマイル KE4AAG

抗菌スライドトリオセット
ハッピー＆スマイル TACC2AG

食洗機対応箸スプーンセット
ハッピー＆スマイル CCA1

直飲みコップ付きプラ水筒
ハッピー＆スマイル PSB5KD

サイズ：W:74 D:68 H:74mm

サイズ：W:198 D:17 H:76mm

サイズ：W:199 D:16.5 H:60mm

サイズ：W:95 D:210 H:95mm

価格：340 円（税込 374 円）
ロット：10

4973307510779

価格：1,020 円（税込 1,122 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

4973307510786

4973307510762

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

4973307510830

食洗機対応プラクリアボトル
ハッピー＆スマイル PSB5TR

抗菌ふわっとタイトラン
ハッピー＆スマイル RBF3ANAG

抗菌ふわっとタイトラン
ハッピー＆スマイル QAF2BAAG

抗菌直飲プラボトル
ハッピー＆スマイル PSB5SANAG

サイズ：W:95 D:210 H:95mm

サイズ：W:170 D:60 H:105mm

サイズ：W:148 D:56 H:123mm

サイズ：W:95 D:210 H:95mm

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：6

4973307513374

価格：1,030 円（税込 1,133 円）
ロット：6

価格：1,230 円（税込 1,353 円）
ロット：6

4973307510809

マチ付き巾着
ハッピー＆スマイル KB65C

マチ付き巾着
ハッピー＆スマイル KB64C

ランチ巾着
ハッピー＆スマイル KB7

サイズ：W:320 H:330mm

サイズ：W:200 H:80mm

サイズ：W:290 D:120 H:165mm

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：6

価格：450 円（税込 495 円）
ロット：10
4973307510922

4973307510915

おでかけポケット
ハッピー＆スマイル ODKP1

レジャーシート（S）
ハッピー＆スマイル VS1

サイズ：W:110 H:140mm

サイズ：W:145 H:110mm

サイズ：W:900 H:600mm

4973307521980

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：6

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：6
4973307510908

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：6

4973307510977
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4973307510847

ペットボトルキャップコップ
ハッピー＆スマイル CPB1

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：6

ショルダー付おでかけポケット
ハッピー＆スマイル ODKP2
価格：800 円（税込 880 円）
ロット：6

4973307510793

価格：1,230 円（税込 1,353 円）
ロット：6

4973307510960

サイズ：W:71 D:53 H:71mm

4973307510984

恐竜グッズ

メーカーコード：6170

６１７０
抗菌スライド箸箱セット
ディノサウルス ABS2AMAG

食洗機対応スライドコンビセット
ディノサウルス CC2

食洗機対応箸スプーンセット
ディノサウルス CCA1

メラミン製 ランチプレート
ディノサウルス M370 － A

サイズ：W:195 D:15 H:27mm

サイズ：W:65 D:17 H:166mm

サイズ：W:199 D:16.5 H:60mm

サイズ：W:260 D:195 H:40mm

価格：470 円（税込 517 円）
ロット：10

4973307530067

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

4973307488863

抗菌ふわっとタイトラン
ディノサウルス QAF2BAAG

抗菌ふわっとタイトラン
ディノサウルス RBF3ANAG

アルミ弁当箱
ディノサウルス ALB5NV

サイズ：W:148 D:56 H:123mm

サイズ：W:170 D:60 H:105mm

サイズ：W:97 D:42 H:134mm

価格：1,230 円（税込 1,353 円）
ロット：6
4973307530098

価格：1,030 円（税込 1,133 円）
ロット：6

4973307493225

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：6

4973307530104

4973307446672

価格：750 円（税込 825 円）
ロット：5

4973307457012

抗菌直飲プラボトル
ディノサウルス PSB5SANAG
価格：1,230 円（税込 1,353 円）
ロット：6
サイズ：W:95 D:210 H:95mm

4973307530081

直飲みコップ付きプラ水筒
ディノサウルス PSB5KD

食洗機対応プラクリアボトル
ディノサウルス PSB5TR

ワンプッシュダイレクトボトル
ディノサウルス PDDR5

ワンプッシュストローボトル
ディノサウルス PDSH5

サイズ：W:95 D:210 H:95mm

サイズ：W:95 D:210 H:95mm

サイズ：W:73 D:180 H:78mm

サイズ：W:73 D:180 H:78mm

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6
4973307451942

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：6

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：6

4973307451959

ランチ巾着
ディノサウルス KB7

マチ付き巾着
ディノサウルス KB64C

ケース付おしぼり
ディノサウルス OA5

サイズ：W:290 D:120 H:165mm

サイズ：W:200 H:80mm

サイズ：W:280 H:320mm

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：6

価格：450 円（税込 495 円）
ロット：10
4973307442643

4973307454172
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4973307454189

レジャーシート（S）
ディノサウルス VS1

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：6
4973307442650

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：6

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：6
4973307446689

サイズ：W:900 H:600mm

4973307442674

鉱物・化石グッズ

メーカーコード：6127

６１２７

宝石万華鏡

琥珀の万華鏡

コーパル磨きセット

アンモナイト磨きセット

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

サイズ：W:190 D:270 H:50mm

サイズ：W:190 D:270 H:50mm

サイズ：W:160 D:240 H:20mm

サイズ：W:160 D:240 H:20mm

4589875410030

4589875410047

4589875410016

4589875411716

コーパルをみがいてペンダントをつくろう

琥珀みがきセット

鉱物コレクション 12

ジェムコレクション 24

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

サイズ：W:160 D:240 H:20mm

サイズ：W:160 D:240 H:20mm

サイズ：W:190 D:270 H:50mm

サイズ：W:190 D:270 H:50mm

4589875410023

4589875410054

化石コレクション 12

ガチャ ジェムストーン 全 10 種＋α

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：100

サイズ：W:190 D:270 H:50mm

サイズ：直径 65mm

4589875411747

4589875411754

ガチャ 化石（大むかしの生きもの）
全 10 種＋α

ガチャ 鉱物（世界の不思議な石）
全 10 種＋α

サイズ：直径 65mm

サイズ：直径 65mm

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：100
4589875411709

4589875411761

4589875411686

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：100

4589875411693

飼育観察セット

メーカーコード：5332

５３３２

アリの巣飼育観察セット

トリオブス飼育観察セット

ホウネンエビ飼育観察セット

アルテミア飼育観察セット

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：24

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：24

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：24

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：24

サイズ：W:165 D:100 H:140mm

サイズ：W:165 D:86 H:140mm

サイズ：W:165 D:86 H:140mm

サイズ：W:165 D:86 H:140mm

4975677040627

4975677040610
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4975677040641

4975677040634

実験・体験キット

メーカーコード：5313

５３１３
ソーラーモーターカー

ポンポン蒸気船

かんたん手作り楽器

木炭電池

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

サイズ：W:100 D:45 H:225mm

サイズ：W:100 D:45 H:225mm

サイズ：W:100 D:45 H:225mm

4526155309820

4526155309752

4526155309783

ジャンボバルーンロケット

風力モーターカー

スパイペンセット

ひかるベッタりん ピンク

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

サイズ：W:100 D:55 H:295mm

サイズ：W:100 D:45 H:225mm

サイズ：W:105 D:12 H:170mm

4526155309806

4526155309769

4980580000422

サイズ：W:105 D:25 H:170mm

ひかるベッタりん ブルー

インスタント UV 写真

くねくねどうぶつえん

わくわく光アート

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

サイズ：W:105 D:25 H:170mm

サイズ：W:105 D:11 H:170mm

サイズ：W:105 D:10 H:170mm

4980580000460

4980580000415

4980580000453

サイズ：W:105 D:11 H:170mm

4526155309790

4980580000477

4980580000408

くねくねすいぞくかん

色がかわる水！のもと

ペーパーブーメラン N

ペーパーブーメラン D

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：360 円（税込 396 円）
ロット：6

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

サイズ：W:105 D:11 H:170mm

サイズ：W:105 D:11 H:170mm

サイズ：W:225 H:300mm

4980580000446

4980580000439

4980580000668

サイズ：W:225 H:300mm

くるくるアニメスコープ

ゴム動力カー

水中の雪

かんたん水耕栽培

価格：580 円（税込 638 円）
ロット：6

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

サイズ：W:115 D:55 H:295mm

サイズ：W:100 D:45 H:225mm

サイズ：W:105 H:170mm

サイズ：W:225 H:300mm

4980580000620

4526155309813

ー 31 －

4526155309776

4980580000125

4526155309523

実験キット

メーカーコード：5344

５３４４

ダンボールガチャを作ってみよう！

ダンボール金庫を作ってみよう！

化学のヒカリ水でいろいろな色を作ろう！

キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう！

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

サイズ：W:180 D:100 H:270mm

サイズ：W:180 D:35 H:270mm

サイズ：W:110 D:25 H:190mm

4967574310866

4967574310859

マリンせっけんをつくろう！

みるみる膨らむ風船

つかめる水玉

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

サイズ：W:130 D:55 H:190mm

サイズ：W:90 H:130mm

サイズ：W:90 H:130mm

4967574592620

4967574310736

4967574310835

サイズ：W:110 D:25 H:190mm

ヒカリ水 ブルー・ピンク
（色アソート）
価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

4967574310828

サイズ：W:90 H:130mm

光るアメーバジェル

結晶の山

ひえひえカイロ

やわらかいぷにょボール

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

サイズ：W:90 H:130mm

サイズ：W:90 H:130mm

サイズ：W:90 H:130mm

4967574310811

大きくなる香り玉
（カラフル）

4967574310804

4967574310897

4967574312068

サイズ：W:90 H:130mm

4967574310781

4967574312044

いきなり氷る魔法の水

フラスコで溶岩バブルをつくろう！

クローンフィンガーをつくろう！

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：6

サイズ：W:90 H:130mm

サイズ：W:90 H:130mm

サイズ：W:110 D:55 H:190mm

4967574312037

シュワシュワあわボール
ブルー・ピンク アソート
価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12
サイズ：W:90 H:130mm

4967574313751

4967574312051

4967574313294

サイズ：W:115 D:55

H:295mm

4967574590787

色が変化するアメーバジェル

光る水の層をつくろう！

ぷるぷるカラフルな水玉をつくろう！

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：12

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

サイズ：W:90 H:130mm

4967574313768

サイズ：W:110 D:50 H:190mm

ー 32 －

4967574592705

サイズ：W:110 D:25 H:190mm

4967574592712

工作キット

メーカーコード：5318

５３１８
カードガチャ工作キット

クレーンゲーム工作キット

プリントプラバン A4

ダンボール工作・ガチャマシーン

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：20

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：20

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：20

サイズ：W:210 D:60 H:345mm

サイズ：W:210 D:60 H:345mm

サイズ：W:210 D:0.3 H:297mm

4973107719273

4973107719280

4973107101085

サイズ：W:210 D:60 H:345mm

顕微鏡

からくりのタネ クランク②いったりきたり

からくりのタネ カム②ばたばた

蓄光かみねんど グリーン

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：12

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：20

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:220 D:90 H:210mm

サイズ：W:175 D:20 H:275mm

サイズ：W:175 D:20 H:275mm

サイズ：W:190 D:20 H:108mm

4973107003013

4973107292332

4973107292318

蓄光かみねんど ブルー

蓄光かみねんど バイオレット

プリントプラ板

お米のねんど 単色 赤

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：6

サイズ：W:190 D:20 H:108mm

サイズ：W:190 D:20 H:108mm

サイズ：W:140 D:3 H:206mm

4973107991365

4973107991372

4973107101078

サイズ：W:70 D:70 H:122mm

お米のねんど 単色 青

お米のねんど 単色 黄

お米のねんど 単色 黒

お米のねんど 単色 白

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：6

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：6

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：6

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：6

サイズ：W:70 D:70 H:122mm

サイズ：W:70 D:70 H:122mm

サイズ：W:70 D:70 H:122mm

4973107462322

4973107462339

4973107462353

お米のねんど 9 色セット

お米のねんど パステル

お米のねんど どうぶつおべんとうセット

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：6

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：6

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

サイズ：W:217 D:36 H:182mm

4973107462360

サイズ：W:217 D:36 H:182mm

4973107462377

サイズ：W:250 D:51 H:220mm
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4973107462407

サイズ：W:70 D:70 H:122mm

4973107719204

4973107991358

4973107462315

4973107462346

サイエンス玩具

メーカーコード：5369

５３６９

ご縁独楽コマ
価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：24
サイズ：H:8 Φ 25mm

精密投げごま
レッド

4560460547805

ハヤブサ太刀

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6
サイズ：W:67 D:67 H:60mm

4560460544163

日本こままわし協会認定こま
ヒバリ クリアレッド

日本こままわし協会認定こま
ヒバリ クリアブルー

精密投げごま
ブルー

サイズ：H:8 Φ 25mm

サイズ：H:8 Φ 25mm

サイズ：W:67 D:67 H:60mm

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：10

精密投げごま
ブラック

4560460544026

ハヤブサ太刀

4560460544149

伝統玩具 鳴り独楽

マーブルマシン らせん

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：6

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

サイズ：W:67 D:67 H:60mm

サイズ：H:138 φ 77mm

サイズ：W:210 D:32 H:135mm

4560460544156

けん玉 大空 レッド

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：24
4560460549595

4560460544019

ハヤブサ太刀

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

SG けん玉 mini レッド

サイズ：W:46 D:38 H:120mm

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：10

サイズ：W:70 D:60 H:180mm

4560460545559

4560460549328

4580294612005

サイエンス玩具

メーカーコード：6098

６０９８

コマのもと＋ CD

みんなの逆立ち独楽 Φ 12
ステンレス

価格：550 円（税込 605 円）
ロット：20
サイズ：W:135 D:4 H:145mm

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
赤

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：10
4573302330732

サイズ：W:80 D:12 H:110mm

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
黒

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5
4573302330015

サイズ：W:80 D:16 H:110mm
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価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5
4573302330053

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

4573302330084

サイエンス玩具

メーカーコード：6098

６０９８
みんなの逆立ち独楽 Φ 16
水

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
緑

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
ピンク

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5
4573302330114

4573302330145

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
オレンジ

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
黄色

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
赤

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5
4573302330237

4573302330275

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
緑

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
ピンク

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5
4573302330121

4573302330152

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
黄色

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
赤

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:24 H:110mm

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5
4573302330244

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
水

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
サイズ：W:80 D:24 H:110mm

4573302330329

4573302330282

4573302330060

サイズ：W:80 D:24 H:110mm

ー 35 －

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

4573302330091

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
紫
価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5
4573302330183

4573302330305

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330336

4573302330206

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
ピンク

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

サイズ：W:80 D:16 H:110mm

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
黒

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
緑
サイズ：W:80 D:24 H:110mm

4573302330176

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
オレンジ
価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

みんなの逆立ち独楽 Φ 20
水
価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

みんなの逆立ち独楽 Φ 16
紫

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

4573302330343

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

4573302330213

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
黒

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
サイズ：W:80 D:24 H:110mm

4573302330312

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
紫

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
サイズ：W:80 D:24 H:110mm

4573302330350

サイエンス玩具

メーカーコード：6098

６０９８

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
オレンジ

みんなの逆立ち独楽 Φ 24
黄色

みんなのたのしい独楽 A side
ブルー

みんなのたのしい独楽 A side
グリーン

サイズ：W:80 D:24 H:110mm

サイズ：W:80 D:24 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5
4573302330367

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330374

4573302330411

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330428

みんなのたのしい独楽 A side
オレンジ

みんなのたのしい独楽 A side
ピンク

みんなのたのしい独楽 A side
イエロー

みんなのたのしい独楽 A side
レッド

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330435

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330442

4573302330459

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330466

みんなのたのしい独楽 B side
ブルー

みんなのたのしい独楽 B side
グリーン

みんなのたのしい独楽 B side
オレンジ

みんなのたのしい独楽 B side
ピンク

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330510

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330527

みんなのたのしい独楽 B side
イエロー

みんなのたのしい独楽 B side
レッド

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

サイズ：W:80 D:20 H:110mm

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330558

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330565
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4573302330534

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

4573302330541

知育パズル

メーカーコード：5357

５３５７
JOIZ ファースト

JOIZ ベーシック

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

価格：5,000 円（税込 5,500 円）
ロット：6

サイズ：W:195 D:80 H:300mm

サイズ：W:295 D:80 H:300mm

4977489025199

4977489025182

3・4 年生の小学生ピタゴラス

高学年の小学生ピタゴラス

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：6

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：6

サイズ：W:210 D:40 H:297mm

サイズ：W:210 D:40 H:297mm

4977489024581

ピタゴラス WORLD
時間・色彩を考えるとけいハウス

ピタゴラス WORLD
アスレチックパーク

サイズ：W:280 D:60 H:300mm

サイズ：W:280 D:60 H:300mm

価格：6,000 円（税込 6,600 円）
ロット：6

4977489026332

ピタゴラス BASIC
1 歳の知育ピタゴラス

1・2 年生の小学生ピタゴラス

価格：3,980 円（税込 4,378 円）
ロット：6

価格：3,480 円（税込 3,828 円）
ロット：6

サイズ：W:230 D:60 H:330mm

サイズ：W:210 D:40 H:297mm

4977489022471

ピタゴラス BASIC
ひらめきのプレート

価格：12,000 円（税込 13,200 円）
ロット：6

4977489024598

サイズ：W:410 D:100 H:330mm

4977489022488

4977489024574

ピタゴラス BASIC
知育いっぱい！ボールコースター DX
価格：15,000 円（税込 16,500 円）
ロット：6
サイズ：W:200 H:300 D:90mm

4977489026844

価格：6,600 円（税込 7,260 円）
ロット：6
4977489025205

知育文具（恐竜・魚類・動物・昆虫）
メーカーコード：5323

５３２３
深海大全 下敷き

海の危険な生き物 下敷き

海の哺乳類 下敷き

トカゲ大全 下敷き

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:210 H:297mm

4969077022710

サイズ：W:210 H:297mm

4969077023557

サイズ：W:210 H:297mm
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4969077024691

サイズ：W:210 H:297mm

4969077025841

知育文具（恐竜・魚類・動物・昆虫）
メーカーコード：5323

５３２３

淡水・熱帯魚大全 下敷き

海月大全 下敷き

水族館の人気者 下敷き

恐竜大全 下敷き

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:210 H:297mm

サイズ：W:210 H:297mm

サイズ：W:210 H:297mm

4969077019109

甲虫 大全 下敷き

動物下敷き
（アフリカ・アジア編）

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10
サイズ：W:210 H:297mm

4969077019802

動物下敷き
（オセアニア・アメリカ大陸編）

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

4969077018089

サイズ：W:210 H:297mm

4969077018119

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

4969077022277

サイズ：W:210 H:297mm

4969077022284

サイズ：W:210 H:297mm

お魚漢字 100 下敷き
価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10
サイズ：W:210 H:297mm

海の危険な生き物 クリアファイル

トカゲ大全 クリアファイル

海の哺乳類 クリアファイル

深海大全 クリアファイル

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

サイズ：W:220 H:300mm

サイズ：W:220 H:300mm

サイズ：W:220 H:300mm

4969077023564

4969077025858

4969077024707

4969077018447

サイズ：W:220 H:300mm

4969077019130

4969077022727

淡水・熱帯魚大全 クリアファイル

恐竜 クリアファイル

海月大全 クリアファイル

海の魚たち 50 クリアファイル

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

サイズ：W:220 H:300mm

サイズ：W:220 H:300mm

サイズ：W:220 H:300mm

4969077019093

4969077018454

森の甲虫たち 60 クリアファイル

ウミウシ大全 クリアファイル

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

サイズ：W:220 H:300mm

4969077018010

サイズ：W:220 H:300mm

4969077019819

海産物大全クリアファイル
海老・蟹・烏賊・蛸・貝編
サイズ：W:220 H:310mm
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4969077017945

海産物大全クリアファイル
鮪・鰹・鰤・青魚・河豚編

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10
4969077022932

サイズ：W:220 H:300mm

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10
4969077027012

サイズ：W:220 H:310mm

4969077028293

知育文具（恐竜・魚類・動物・昆虫）
メーカーコード：5323

５３２３
鮫大全 A1 ポスター

深海大全 A1 ポスター

お魚漢字 103 A1 ポスター

海月大全 A1 ポスター

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

サイズ：W:841 H:594mm

サイズ：W:841 H:594mm

サイズ：W:841 H:594mm

4969077025278

4969077025230

4969077022925

サイズ：W:841 H:594mm

4969077020426

動物大全 A1 ポスター

恐竜大全 A1 ポスター

甲虫大全 A1 ポスター

水族館の人気者 A1 ポスター

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

サイズ：W:841 H:594mm

サイズ：W:841 H:594mm

サイズ：W:841 H:594mm

4969077017990

4969077018423

4969077018003

サイズ：W:841 H:594mm

淡水・熱帯魚大全 A1 ポスター

動物のマメ辞典

魚のマメ辞典Ⅰ

魚のマメ辞典Ⅱ

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：12

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:841 H:594mm

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

4969077018928

4969077016948

4969077016658

4969070017938

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

4969077016665

淡水・熱帯魚マメ辞典

恐竜のマメ辞典

水族館の人気者 マメ辞典

カブト・クワガタ マメ図鑑

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：10

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

サイズ：W:43 D:10 H:53mm

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

4969077018935

ガチャ ジュラ輪リング
（全 6 種）

ガチャ ジュラ玉ワールド
（全 6 種）

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：50
カプセルサイズ：65 φ

4969077018430

ガチャ 標本コレクションキーホルダー
（全 5 種）

価格：182 円（税込 200 円）
ロット：50

4969077027180

カプセルサイズ：65 φ

4969077017914

価格：182 円（税込 200 円）
ロット：50

4969077027128

カプセルサイズ：65 φ

ー 39 －

4969077027272

サイズ：W:45 D:10 H:95mm

4969077018126

ガチャ 発掘！恐竜化石キット
（全 6 種）
価格：182 円（税込 200 円）
ロット：50
カプセルサイズ：65 φ

4969077026459

知育文具（恐竜・魚類・動物・昆虫）
メーカーコード：5323

５３２３

ガチャ ちんあなご＆にしきあなご＆フレンズ
（全 6 種）
価格：273 円（税込 300 円）
ロット：40
カプセルサイズ：65 φ

4969077027159

なりきりマウスカバー
（カワウソ・S サイズ）

ガチャ クリスタルキューボイド
ジェリーフィッシュ

ガチャ くらげすらいむ

ほわっと光る！！カラフル・カラフルかえる

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：40

価格：182 円（税込 200 円）
ロット：50

価格：273 円（税込 300 円）
ロット：40

カプセルサイズ：65 φ

カプセルサイズ：65 φ

4969077029528

なりきりマウスカバー
（カワウソ・M サイズ）

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

なりきりマウスカバー
（イルカ・S サイズ）

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

4969077029689

なりきりマウスカバー
（サメ・S サイズ）

4969077029672

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

4969077029726

4969077029719

ー 40 －

カプセルサイズ：65 φ

4969077028927

なりきりマウスカバー
（イルカ・M サイズ）

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

なりきりマウスカバー
（サメ・M サイズ）

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

4969077028842

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

4969077029702

4969077029696

サイエンス玩具

メーカーコード：5299

５２９９
ダビンチ ヘリコプター

ダビンチ 羽ばたき鳥形飛行機

ダビンチ カタパルト

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：3

価格：5,800 円（税込 6,380 円）
ロット：3

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：3

サイズ：W:255 D:55 H:190mm

サイズ：W:390 D:55 H:165mm

サイズ：W:255 D:55 H:190mm

0718122199518

飛燕

三菱零戦 52 型

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：12

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：12

サイズ：W:280 D:10 H:118mm

サイズ：W:280 D:10 H:118mm

4571397652469

4710409067929

ホワイトウィングスレーサー 554
（1 機セット）
価格：600 円（税込 660 円）
ロット：12

4571397652258

ウイングスプレーン スカイ レッド

ウイングスプレーン スカイ ブルー

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：12

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：12

サイズ：W:120 D:80 H:280mm

サイズ：W:120 D:80 H:280mm

4571397652432

0718122200016

サイズ：W:280 D:10 H:118mm

4571397652272

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
サイズ：W:280 D:10 H:118mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
サイズ：W:280 D:10 H:118mm

スカイコプター

サイズ：W:200 D:30 H:280mm

サイズ：W:145 D:35 H:240mm

4571397652135

4571397652210

レーサースカイカブ 4
（1 機セット）

ブーメランヒコーキ ルーパー
2 機入り
価格：600 円（税込 660 円）
ロット：12

4571397652449

レーサースカイカブ 3
（1 機セット）

4571397652227

価格：680 円（税込 748 円）
ロット：12
4571397651466

天文グッズ

メーカーコード：5301

５３０１
ほぼ日のアースボール

星座早見盤

スターディスク

スターハーモニー

価格：3,600 円 ( 税込：3,960 円 )
ロット：8

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

サイズ：W:180 D:160 H:160mm

サイズ：W:205 D:25 H:205mm

サイズ：W:225 D:5 H:225mm

サイズ：W:225 D:2 H:225mm

4580541450725

4582251801019

ー 41 －

4582251801118

4582251801194

天文グッズ

メーカーコード：5301

５３０１

かぐや・月球儀 15

月球儀 KAGUYA

ミニ火星儀

火星儀 MY

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：3

価格：15,000 円（税込 16,500 円）
ロット：3

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：3

価格：13,000 円（税込 14,300 円）
ロット：3

サイズ：W:330 D:330 H:350mm

サイズ：W:305 D:305 H:330mm

サイズ：W:130 D:130 H:150mm

サイズ：W:280 D:280 H:400mm

4582251801590

4582251803662

環境地球儀 ブルーテラ

シティーズ 15WF（木台）

価格：3,300 円（税込 3,630 円）
ロット：3

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：3

サイズ：W:130 D:130 H:150mm

サイズ：W:160 D:160 H:210mm

4582251801309

4582251801521

4582251801286

4582251802696

卓上用地球儀
コンティネンツ アンティーク調

卓上地球儀 ラ・メール スチール台

価格：5,800 円（税込 6,380 円）
ロット：3

価格：11,500 円（税込 12,650 円）
ロット：3

サイズ：W:205 D:205 H:280mm

サイズ：W:290 D:290 H:400mm

4582251802047

4582251802665

観察器具

メーカーコード：5050

５０５０

コンパス ノーマルコンパス C1-34

コンパス C5-45

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

サイズ：W:60 D:14 H:105mm

サイズ：D:155xW:52xH:19mm

4955295420513

ルーペ コケ観察セット
価格：4,200 円（税込 4,620 円）
ロット：3
サイズ：W:170 D:30 H:210

4955295711222

Vixen コンパス LED コンパス
グリーン

サイズ：W:83 D:18 H:176mm

サイズ：W:83 D:18 H:176mm

価格：925 円（税込 1,017 円）
ロット：6

4955295420506

ルーペ メタルホルダー
D12

4955295430246

ルーペ メタルホルダー
D12-7

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5
サイズ：W:61 D:21 H:126mm

Vixen コンパス LED コンパス
ブルー

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：5

4955295413744

サイズ：W:61 D:21 H:126mm

ー 42 －

4955295413751

価格：925 円（税込 1,017 円）
ロット：6

4955295430239

ルーペ メタルホルダー
D19

価格：4,200 円（税込 4,620 円）
ロット：5
サイズ：W:61 D:21 H:126mm

4955295413737

観察器具

メーカーコード：5050

５０５０
ルーペ メタルホルダー・シマミ
D20

ルーペ メタルホルダー・シマミ
D25

顕微鏡 マイクロスコープ
PC-230

サイズ：W:61 D:21 H:126mm

サイズ：W:61 D:21 H:126mm

サイズ：W:148 D:65 H:230mm

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：5

4955295413829

価格：3,400 円（税込 3,740 円）
ロット：5

高度計 AL

価格：11,000 円（税込 12,100 円）
ロット：2

4955295413799

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：1

4955295212613

4955295468119

天体望遠鏡 モバイルポルタ
A70Lf

価格：40,000 円（税込 44,000 円）
ロット：1
サイズ：本体 :W:22 D:23 H:100mm 三脚 :W:25 D:20 H:95mm

4955295399055

メタルクラフト

メーカーコード：5305

５３０５
きんのしおり 落ち葉

きんのしおり 蝶

きんのしおり 鳥かご

きんのしおり 羽根ペン

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

4989364494884

4989364499506

4989364496260

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

4989364494853

きんのしおり 恐竜 ティラノサウルス

きんのしおり 恐竜 トリケラトプス

きんのしおり 恐竜 ブロントサウルス

きんのしおり 恐竜 ステゴサウルス

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

4989364932065

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

4989364932034

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

ー 43 －

4989364932027

サイズ：W:116 D:0.3 H:68mm

4989364932058

文具・工作キット

メーカーコード：5144

５１４４

12 星座消しゴム

イロプラ レッド

イロプラ イエロー

イロプラ グリーン

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：24

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

サイズ：W:55 D:24 H:13mm

サイズ：2 本入

サイズ：2 本入

4906643151283

W:45 D:5 H:135mm

4906643004428

W:45 D:5 H:135mm

4906643004442

サイズ：2 本入

W:45 D:5 H:135mm

イロプラ ブルー

イロプラ ライトブルー

イロプラ バイオレット

イロプラ ピンク

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

サイズ：2 本入

サイズ：2 本入

サイズ：2 本入

W:45 D:5 H:135mm

4906643004480

W:45 D:5 H:135mm

4906643004503

W:45 D:5 H:135mm

4906643004527

サイズ：2 本入

W:45 D:5 H:135mm

イロプラ ブラック

イロプラ ホワイト

イロプラ クリア

恐竜バランス

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：10

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

サイズ：2 本入

サイズ：2 本入

サイズ：2 本入

W:45 D:5 H:135mm

4906643004565

W:45 D:5 H:135mm

きらきらスター
ブルーベリー・ストロベリー（2 種アソート）

宇宙がキラリ ねりけし

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：20

価格：100 円（税込 110 円）
ロット：20

サイズ：W:40 D:15 H:90 ｍｍ

サイズ：W:40 D:15 H:90 ｍｍ

4906643000987

太陽のレーダー BG
（ライトブルー→グリーン）
価格：150 円（税込 165 円）
ロット：10
サイズ：W:55 D:21 H:12mm

4906643014236

4906643004589

W:45 D:5 H:135mm

4906643004602

太陽のレーダー PV
（ピンク→ヴァイオレット）
価格：150 円（税込 165 円）
ロット：10

4906643151399

サイズ：W:55 D:21 H:12mm

太陽のレーダー 専用箱入
（3 種各 10 個入）

価格：4,500 円（税込 4,950 円）
ロット：1
4906643014267

ー 44 －

4906643014243

サイズ：W:62 D:13 H:132 ｍｍ

4906643004466

4906643004541

4906643003513

太陽のレーダー LB
（ライトグリーン→ブルー）
価格：150 円（税込 165 円）
ロット：10
サイズ：W:55 D:21 H:12mm

4906643014250

おもしろ科学グッズ
メーカーコード：5053

５０５３
電池で動く DIY ギアブロック

DIY くねくねブロックラッシュカー

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：36

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：12

サイズ：W:230 D:105 H:130mm

サイズ：W:160 D:95 H:180mm

4534253292005

びっくりメガたまご恐竜
（4 種アソート）

4534253292104

4534253266662

サイズ：W:77 D:55 H:106mm

4534253200116

サイズ：W:240 D:200 H:65mm

温泉卵スライム

光る恐竜スライム

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：12

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：24

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：24

サイズ：H:150 D:65mm

サイズ：H:65 D:55mm

ビーズスライミー
（4 色アソート）
サイズ：H:75 Φ 60mm

4534253265726

ふわふわピョンピョン大作戦
（6 色アソート）

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：24
4534253265740

4534253265801

いたずらフェイス・スライム
（4 色アソート）
価格：300 円（税込 330 円）
ロット：24
サイズ：H:77 Φ 53mm

4534253265719

ー 45 －

4534253265733

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
4534253266617

4534253292999

マジックサンド
（6 色アソート）

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：24

4534253265764

サイズ：H:30 Φ 70 ｍｍ

4534253268802

光る海のスライム

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：24
サイズ：H:77 Φ 53mm

サイズ：W:107 D:45 H:154mm

キューブパズル 3 個セット
ストラップ付き

カラフルスライム
（6 色アソート）

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：24
サイズ：H:55 Φ 70mm

4534253266679

価格：150 円（税込 165 円）
ロット：36

プロジェクションランプ

4534253281801

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：24

600％大きくなる恐竜
（6 種アソート）

価格：7,000 円（税込 7,000 円）
ロット：1
サイズ：W:140 D:110 H:200mm

実験！スライムをつくろう

価格：350 円（税込 385 円）
ロット：12

New 試験管ﾀｯﾁﾊﾞﾌﾞﾙ
(48 個入 単価 150 円 )

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：12
サイズ：W:94 D:83 H:134mm

びっくりたまご恐竜
（6 種アソート）

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：24
4534253265702

サイズ：H:65 D:55mm

4534253265757

おもしろ科学グッズ

メーカーコード：5046

５０４６

学研の図鑑ライブ
恐竜バスボール

学研の図鑑ライブ
昆虫バスボール

学研の図鑑ライブ 動物バスボール

学研の図鑑ライブ 魚バスボール

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：40

価格：550 円（税込 605 円）
ロット：36

価格：550 円（税込 605 円）
ロット：36

サイズ：W:124 D:55 H:165mm

サイズ：W:124 D:55 H:165mm

サイズ：W:124 D:55 H:165mm

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：40
4535304431961

恐竜アメーバー
（フィギュア入・9 種アソート）
価格：450 円（税込 495 円）
ロット：46

アクアリウムアメーバー
（フィギュア入・12 種アソート）

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：90
サイズ：W:225 D:170 H:165mm

4535304431527

クレイサウルス
スティラコサウルス

4535304697664

4535304557333

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

4535304474913

サイズ：W:178 D:50 H:240mm

価格：420 円（税込 462 円）
ロット：40
4535304698852
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4535304085508

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：48

クレイサウルス
ティラノサウルス

価格：280 円（税込 308 円）
ロット：60

続・わけあって絶滅しました。バスボール

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6
サイズ：W:178 D:50 H:240mm

恋のおまもり
（パワーストーン入 9 種アソート）

サイズ：W:300 D:255 H:325mm

サイズ：W:124 D:55 H:165mm

華みくじ
（パワーストーン入 8 種アソート・パッケージ 6 種）

価格：780 円（税込 858 円）
ロット：24

4535304692997

サイズ：W:220 D:190 H:184mm

4535304085492

MEGA 秘宝伝説

価格：450 円（税込 495 円）
ロット：46

4535304696643

お守り天然石
（パワーストーン入 9 種アソート）

4535304693956

4535304697640

サイズ：W:220 D:145 H:185mm

4535304553892

クレイサウルス
パラサウロロフス

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6
サイズ：W:178 D:50 H:240mm

4535304697657

おもしろ科学グッズ
メーカーコード：5046

５０４６

宝の石すくいかんたんセット

メノウ磨き小石パックセット

■初回導入
（下記の商品をまとめてご注文いただきます）

・宝の石：10kg
・プラカップ：116個
・陳列用木箱：1個
※初回導入費用はお問合せください。

ピンク
NDM-2-01 独創石メノウ磨キ小石 1kg
ピンク
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461821

メノウ磨き小石パックセット

パープル

ブルー

NDM-2-02 独創石メノウ磨キ小石 1kg
パープル
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

グリーン

NDM-2-03 独創石メノウ磨キ小石 1kg
ブルー
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461838

ナチュラル

NDM-2-04 独創石メノウ磨キ小石 1kg
グリーン
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461845

4535304461852

NDM-2-05 独創石メノウ磨キ小石 1kg
ナチュラル
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461869

磨き小石Aパックセット

ローズクォーツ

ヘマタイト

NDA-2-01 独創石磨キ小石 A 1kg
ローズクォーツ
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

NDA-2-03 独創石磨キ小石 A 1kg
ヘマタイト
価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461586

スノークリスタル

ブラックオニキス

NDA-2-04 独創石磨キ小石 A 1kg
スノークリスタル

NDA-2-05 独創石磨キ小石 A 1kg
ブラックオニキス

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461609

4535304461616

磨き小石Bパックセット

アメジスト

シトリン

NDB-2-01 独創石磨キ小石 B 1kg
アメジスト
価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：1

4535304461715

クリスタル

NDB-2-02 独創石磨キ小石 B 1kg
シトリン

NDB-2-03 独創石磨キ小石 B 1kg
クリスタル

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：1

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：1

4535304461722

ー 47 －

4535304461739

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：1

4535304461623

科学反応グッズ

メーカーコード：6140

６１４０

たれぷるせっけん・ねこ

たれぷるせっけん・しろくま

瞬間冷却スライミー

ナタデココスライミー・ソーダ

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：3

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：3

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：5

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：5

サイズ：W:90 D:45 H:150mm

サイズ：W:90 D:45 H:150mm

サイズ：W:100 D:60 H:150mm

4901478174384

4901478174377

4901478153853

サイズ：W:100 D:60 H:150mm

4901478153822

ナタデココスライミーマンゴー

ナタデココスライミーピーチ

宝石スライミー・エメラルド

紙せっけんをつくろう・アクアマリン

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：5

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：5

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：5

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：3

サイズ：W:100 D:60 H:150mm

サイズ：W:100 D:60 H:150mm

サイズ：W:100 D:60 H:150mm

4901478153846

4901478153839

4901478153815

サイズ：W:90 D:45 H:150mm

紙せっけんをつくろう・ユニコーン

無限ペーパーで絵はがきをつくろう

動く絵日記をつくろう

お金を食べちゃう貯金箱

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：3

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5

サイズ：W:90 D:45 H:150mm

サイズ：W:160 D:60 H:210mm

サイズ：W:160 D:60 H:210mm

サイズ：W:150 D:50 H:220mm

4901478174407

4901478154300

4901478154287

4901478174414

4901478149061

にょろへびのしゃぼんだま

バドミントンしゃぼんだま

神秘の透明生物

スライミーネオ

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：5

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：5

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：5

サイズ：W:120 D:45 H:230mm

サイズ：W:150 D:45 H:250mm

サイズ：W:160 D:65 H:170 ｍｍ

サイズ：W:195 D:50 H:225 ｍｍ

4901478148958

4901478148972

お金を取っちゃう貯金箱
価格：900 円（税込 990 円）
ロット：5
サイズ：W:150 D:50 H:220 ｍｍ

4901478149054
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4901478158858

4901478158865

知育玩パズル

メーカーコード：5352

５３５２
かつのう 15 ゲーム

かつのう ラッキーパズル

かつのう タングラム

かつのう ソーマキューブ

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

サイズ：W:150 D:18 H:119mm

サイズ：W:150 D:18 H:119mm

サイズ：W:150 D:18 H:119mm

サイズ：W:150 D:47 H:119mm

4977513065856

4977513065825

4977513065832

4977513065900

かつのう ハノイの塔

かつのう 王将出陣

かつのう 立体四目

かつのう マッチ棒パズル

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

サイズ：W:150 D:47 H:119mm

サイズ：W:150 D:18 H:119mm

サイズ：W:150 D:86 H:119mm

サイズ：W:150 D:28 H:120mm

4977513065849

4977513065894

4977513065917

かつのう ペントミノ 2D ＋ 3D

パズリング Blue

パズリング Orange

パズリング Green

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

価格：680 円（税込 748 円）
ロット：12

価格：680 円（税込 748 円）
ロット：12

価格：680 円（税込 748 円）
ロット：12

サイズ：W:150 D:28 H:120mm

サイズ：W:110 D:30 H:120mm

サイズ：W:110 D:30 H:120mm

4977513068055

4977513064781

4977513064804

サイズ：W:110 D:30 H:120mm

4977513068086

4977513064798

パズリング Purple

キャスト シリンダー

キャスト ダイヤモンド

キャスト ABC

価格：680 円（税込 748 円）
ロット：12

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

サイズ：W:110 D:30 H:120mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

4977513065610

4977513055581

4977513055888

4977513074995

キャスト カルテット

キャスト ヴォルテックス

キャスト ニューズ

キャスト UFO

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

4977513055819

4977513055826
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4977513055789

4977513075022

知育玩パズル

メーカーコード：5352

５３５２

キャスト マーブル

キャスト フラグ

キャスト ドット

キャスト ボックス

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

4977513055727

4977513075008

4977513074902

4977513055321

キャスト ケーキ

キャスト ギャラクシー

キャスト ドーナッツ

キャスト デュエット

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

4977513055895

4977513055475

4977513055574

4977513055703

キャスト デビル

キャスト インフィニティ

キャスト エニグマ

かつのう ダブルキューブ

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6

価格：1,680 円（税込 1,848 円）
ロット：6

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:75 D:45 H:119mm

サイズ：W:150 D:28 H:119mm

4977513055659

キャスト アワーグラス
価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：6
サイズ：W:75 D:45 H:119mm

4977513075039

ロジカルニュートン
ファーブルの昆虫採集

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：6
サイズ：W:130 D:40 H:250mm

4977513059350

4977513055857

ロジカルニュートン
ガリレオの鉄球

ロジカルニュートン
エジソンの電球

サイズ：W:250 D:55 H:250mm

サイズ：W:165 D:70 H:250mm

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5

4977513059503

ロジカルニュートン
ニュートンのリンゴ

価格：2,980 円（税込 3,278 円）
ロット：5
サイズ：W:165 D:70 H:250mm

4977513055796

4977513059473

4977513059312

ロジカルニュートン
ガガーリンの宇宙飛行

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：6
サイズ：W:130 D:40 H:250mm

ロジカルニュートン
コロンブスのひらめきタマゴ

ロジカルニュートン
マルコポーロの地図

サイズ：W:130 D:40 H:250mm

サイズ：W:130 D:40 H:250mm

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：6

ー 50 －

4977513059329

4977513068048

4977513059343

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：6
4977513059336

知育パズル・恐竜グッズ
メーカーコード：6157

６１５７
恐竜大きさくらべ・ワールド
（150 ピース）
価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741671

ティラノサウルス VS モササウルス
（150 ピース）
価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741688

恐竜ミュージアム
（150 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741695

太陽系おぼえちゃおう！
（80 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524800149

白亜紀の恐竜
（80 ピース）

ティラノサウルス VS トリケラトプス
（40 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

4977524800163

大恐竜ワールド
（150 ピース）

価格：3,300 円（税込 3,630 円）
ロット：6

4977524741756

動物おぼえちゃおう！
（80 ピース）

4977524614401

巨大生物くらべてみよう！
（150 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524400202

星月夜のティラノサウルス
（1，000 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

サイズ：W:230 D:50 H:170mm

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

4977524800156

ブラックホールジグソー
（150 ピース）

サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741848

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741831

恐竜大きさくらべ
（150 ピース）

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524741053

シマウマニア
（1，000 マイクロピース）

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：6
サイズ：W:230 D:50 H:170mm

4977524815891

ジグソー用木製ナチュラルパネル

クリスタルパズル T-REX・ブラウン

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6

サイズ：W:230 D:50 H:170mm

サイズ：W:380 H:260mm

サイズ：W:143 D:48 H:175 ｍｍ

4977524741855

4977524210313

クリスタルパズル ユニコーン・クリア

クリスタルパズル オウル・クリア

クリスタルパズル オウル・ゴールド

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

サイズ：W:143 D:48 H:175 ｍｍ

サイズ：W:95 D:48 H:175 ｍｍ

サイズ：W:95 D:48 H:175 ｍｍ

4977524486978

ティラノサウルス VS ティラノサウルス
（150 ピース）

4977524484646

ー 51 －

4977524484653

4977524486435

クリスタルパズル ブリキ
ロボット・レッド

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6
サイズ：W:95 D:48 H:175 ｍｍ

4977524484813

知育パズル・恐竜グッズ

メーカーコード：6157

６１５７

クリスタルパズル ブリキ
ロボット・ブルー

クリスタルパズル ブリキ
ロボット・イエロー

ディスプレイライトブラック LED

脳トレパズル ハート

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：6

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

サイズ：W:95 D:48 H:175 ｍｍ

サイズ：W:95 D:48 H:175 ｍｍ

サイズ：W:120 D:27 H:170 ｍｍ

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6
4977524484820

4977524484806

4977524484141

サイズ：W:65 D:26 H:95mm

4977524483687

脳トレパズル コイン

キャットスタック パズル

ドッグパイル パズル

動物大きさ比べ

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：6

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：6

サイズ：W:65 D:26 H:95mm

サイズ：W:90 D:40 H:165mm

サイズ：W:90 D:40 H:165mm

サイズ：W:230 H:170 D:50mm

4977524483991

4977524486114

4977524486121

4977524890256

恐竜大集合

ダイナソー クリアファイル

ダイナソー 下敷き

恐竜カルタ

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：6

価格：250 円（税込 275 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:230 H:170 D:50mm

サイズ：A4

サイズ：W:250 H:180mm

4977524890225

恐竜トランプ
価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6
サイズ：W:122 H:132 D:22mm

4977524486817

4977524156703

ダイナソー えんぴつキャップ
（5 本入り）

ダイナソー B5 じゆうちょう

価格：180 円（税込 198 円）
ロット：10
サイズ：W:85 H:65mm

4977524156697

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

4977524156666

サイズ：B5
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4977524156635

サイズ：W:124 H:132 D:30mm

4977524486800

知育教育

メーカーコード：6120

６１２０
はじめてのソフトパズル

ジャラットプレート

くるくるチャイム

スネークルン

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：4

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

サイズ：W:330 D:65 H:290mm

サイズ：W:190 D:180 H:230mm

サイズ：W:360 D:220 H:230mm

サイズ：W:220 D:50 H:200mm

4944121546817

4944121546770

4944121546763

ぴたっとめいろ

図形モザイクパズル

NEW くみくみスロープ

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：6

価格：3,300 円（税込 3,630 円）
ロット：6

価格：4,200 円（税込 4,620 円）
ロット：4

サイズ：W:315 D:50 H:240mm

サイズ：W:245 D:56 H:190mm

サイズ：W:260 D:170 H:272mm

4944121546886

4944121546640

4944121544745

NEW くみくみスロープ
ジャンプ＆大車輪セット

くもんの日本地図パズル

くもんの世界地図パズル

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：6

価格：4,800 円（税込 5,280 円）
ロット：6

サイズ：W:170 D:110 H:260mm

サイズ：W:314 D:89 H:276mm

サイズ：W:314 D:89 H:276mm

4944121546695

4944121547203

4944121547296

4944121546626

NEW くみくみスロープ
ボリュームアップセット

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：6
サイズ：W:170 D:85 H:260mm

4944121547265

知らない国がすぐに見つかる
くもんの地球儀
価格：6,300 円（税込 6,930 円）
ロット：4
サイズ：W:235 D:210 H:270mm

4944121546893

ロジカル国旗パズル

サイコロたしざんかけざんランド

はじめての分数パズル

ロジカルルートパズル

価格：3,400 円（税込 3,740 円）
ロット：6

価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：6

価格：3,300 円（税込 3,630 円）
ロット：6

サイズ：W:360 D:60 H:213mm

サイズ：W:311 D:43 H:200mm

サイズ：W:278 D:52 H:175mm

サイズ：W:336 D:80 H:235mm

4944121547401

4944121547562

4944121546909

4944121546855

わごむパターンボード

空間パズル

くろくまくんのかたちあわせトラック

ロジカルロードメーカー

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：6

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：6

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：6

価格：3,500 円（税込 3,850 円）
ロット：6

サイズ：W:314 D:58 H:200mm

サイズ：W:295 D:60 H:185mm

サイズ：W:294 D:141 H:151mm

サイズ：W:336 D:80 H:235mm

4944121546923

4944121547302
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4944121546879

4944121547319

科学反応グッズ

メーカーコード：6131

６１３１

ガチャコロダンボールマシーン
価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：20
サイズ：W:290 D:90 H:330mm

4904901936573

スライミー Q
ラメレッド＆グリーン

スライミー Q
ラメイエロー＆ミルキーブルー

スライミー Q
ラメピンク＆パープル

サイズ：W:127 D:25 H:200mm

サイズ：W:127 D:25 H:200mm

サイズ：W:127 D:25 H:200mm

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：30

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：30
4904901936658

スライミー Q
ラメブルー＆ミルキーピンク

スライミーができちゃう～
パープル

スライミーができちゃう～
ピンク

サイズ：W:127 D:25 H:200mm

サイズ：W:92 D:40 H:145 mm

サイズ：W:92 D:40 H:145 mm

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：30

4904901936665

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：30

4904901936672

4904901936641

スライミーができちゃう～
ブルー

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：30
4904901936504

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：30

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：30
4904901906811

サイズ：W:92 D:40 H:145 mm

4904901906347

知育おりがみ

メーカーコード：5239

５２３９

動く図鑑 MOVE
恐竜おりがみ

動く図鑑 MOVE
こんちゅう（昆虫）おりがみ

動く図鑑 MOVE
は虫類・両生類おりがみ

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:150 H:150mm

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10
4902031315558

動く図鑑 MOVE
危険生物おりがみ
サイズ：W:150 H:150mm

4902031315565

動く図鑑 MOVE
深海の生きものおりがみ

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10

サイズ：W:150 H:150mm

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10
4902031315572

動く図鑑 MOVE
動物おりがみ

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10
4902031315596

動く図鑑 MOVE
生きもののふしぎおりがみ

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10

サイズ：W:150 H:150mm
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4902031315589

動く図鑑 MOVE
乗りものおりがみ

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10
4902031315602

サイズ：W:150 H:150mm

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10
4902031316678

サイズ：W:150 H:150mm

4902031316685

知育おりがみ

メーカーコード：5239

５２３９
船のおりがみ

光るおりがみ
5 枚入（2 色）

折り紙コマ

昆虫おりがみ

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:150 H:150mm 14 枚 W:250 H:250mm 3 枚

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:150 H:150mm

創作折紙 15cm
60 色 500 枚入り

創作折紙 15cm
60 色 220 枚入り

創作おりがみ 35㎝

おりがみくるくる回転寿司

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：10

価格：550 円（税込 605 円）
ロット：5

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:350 H:350mm

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10
4902031299414

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10
4902031300233

4902031282034

4902031300226

おべんとうおりがみ すみっコぐらし

光るちよがみ

くるくるレインボー

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：380 円（税込 418 円）
ロット：10

サイズ：W:150 H:150mm

サイズ：W:150 H:150mm

4902031315510

4902031313790

サイズ：W:95 D:5 H:400mm
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4902031298615

4902031001994

4902031303258

サイズ：W:150 H:150mm 10 枚 W:290 H:290mm 1 枚

4902031288456

サイズ：W:150 H:150mm

4902031302350

化学元素グッズ

メーカーコード：6132

６１３２

周期表下敷き
A4 オレンジ 113 元素決定号

周期表ポスター
118 元素掲載版

周期表手ぬぐい
桜編～ SAKURA ～

サイズ：W:220 H:300mm

サイズ：A4

サイズ：W:900 H:350 ｍｍ

価格：398 円（税込 437 円）
ロット：50

4571476861182

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：20

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：30
4571476861472

周期表手ぬぐい
波

周期表手ぬぐい
冨士山

アクリルキーホルダー
銅の反応

サイズ：W:900 H:350 ｍｍ

サイズ：W:900 H:350 ｍｍ

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：30
4571476861366

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：30
4571476861144

アクリルキーホルダー
過マンガン酸カリウム

アクリルキーホルダー
DNA

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476861250

周期表クリアファイル
元素の不思議

周期表クリアファイル
炎色反応と花火

周期表クリアファイル
放射線 113 元素掲載版

サイズ：A4

サイズ：A4

サイズ：A4

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50
4571476861205

ガラスストラップ
ニホニウム

ガラスストラップ
地球

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50
サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm
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サイズ：W:10 D:10 H:20mm

4571476861243

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476861281

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

4571476861298

周期表クリアファイル
沈殿・錯イオン反応

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50
4571476860611

サイズ：A4

4571476861168

ガラスストラップ
エテン

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476861120

4571476861199

アクリルキーホルダー
短周期表

ガラスストラップ
硫酸銅五水和物

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476861007

4571476861236

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50
4571476861229

サイズ：W:900 H:350 ｍｍ

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476861267

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：30

アクリルキーホルダー
メチルオレンジ

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

アクリルキーホルダー
芳香族化合物

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

4571476861311

周期表手ぬぐい
百人一首編

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476860352

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

4571476860369

化学元素グッズ

メーカーコード：6132

６１３２
ガラスストラップ
ベンゼン

ガラスストラップ
植物細胞

ガラスストラップ
グラファイト

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476860376

4571476860499

ガラスストラップ
DNA

ガラスストラップ
フラーレン

ガラスストラップ
ダイヤモンド

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20
4571476860529

ガラスストラップ
カーボンナノチューブ

周期表タンブラー
113 元素（ニホニウム）

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：容量 400ml

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

4571476860536

4571476861045

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

クリアファイル
有機アゾ染料

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：50
サイズ：A4

4571476860765

4571476860628
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サイズ：W:10 D:10 H:20mm

4571476860772

周期表下敷き A4 ブルー
113 元素決定号
価格：398 円（税込 437 円）
ロット：50
サイズ：W:220 H:300mm

4571476861069

ガラスキーホルダー DNA
チミン

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：20
4571476861380

4571476860512

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

4571476861038

ガラスキーホルダー DNA
グアニン

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：20

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

ガラスストラップ
動物細胞

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10

ガラスキーホルダー DNA
シトシン

4571476861373

4571476860505

周期表マグカップ
113 元素決定号

ガラスキーホルダー DNA
アデニン
価格：650 円（税込 715 円）
ロット：20

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：1,280 円（税込 1,408 円）
ロット：10
4571476860871

ガラスストラップ
体心立方格子

価格：462 円（税込 508 円）
ロット：20

価格：650 円（税込 715 円）
ロット：20
4571476861397

サイズ：W:10 D:10 H:20mm

4571476861403

元素記号グッズ

メーカーコード：6129

６１２９

アクリルキーホルダー
たのしい過マンガン酸イオン

マスキングテープ
元素記号

マスキングテープ
三角関数

サイズ：W:35 H:50mm プラスチック

サイズ：15mm 10m、和紙

サイズ：15mm 10m、和紙

価格：545 円（税込 599 円）
ロット：20

4580622678444

価格：463 円（税込 509 円）
ロット：20

がんばる人の四字熟語
マスキングテープ

価格：463 円（税込 509 円）
ロット：20
4580622678260

価格：463 円（税込 509 円）
ロット：20
4580622678222

サイズ：15mm 10m、和紙

4580622678284

下敷き 炎色反応と遷移元素

クリアファイル pH 指示薬

クリアファイル 周期表 Ver.2

クリアファイル 誕生石

価格：463 円（税込 509 円）
ロット：20

価格：370 円（税込 407 円）
ロット：20

価格：417 円（税込 458 円）
ロット：20

価格：370 円（税込 407 円）
ロット：20

サイズ：B5、プラスチック

サイズ：A4

サイズ：A4

4580622678147

4580622672176

4580622672213

サイズ：A4

4580622672183

クリアファイル 遷移元素

ノート 円周率

メモ帳 フィボナッチ

文庫カバー フィボナッチ

価格：370 円（税込 407 円）
ロット：20

価格：741 円（税込 815 円）
ロット：20

価格：463 円（税込 509 円）
ロット：20

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

サイズ：A4

サイズ：A5 リングノート

サイズ：A7 方眼紙 75 枚

4580622672121

60 枚（無地）

4580622678024

4580622678048

ポーチ バラ曲線

ポーチ たのしい物理

トートバック 酸素の製法

価格：1,435 円（税込 1,578 円）
ロット：6

価格：1,435 円（税込 1,578 円）
ロット：6

価格：3,241 円（税込 3,565 円）
ロット：6

サイズ：縦幅 100mm，横幅 150mm，マチ 60mm

サイズ：縦幅 100mm，横幅 150mm，マチ 60mm

サイズ：縦：37cm 横：43cm 底マチ：14cm 持ち手幅：3cm

4580622678338

フィボナッチ T シャツ
（M サイズ）

価格：2,759 円（税込 3,034 円）
ロット：6
サイズ：着丈 64cm

身幅 51cm

身長目安 165cm ～ 170cm

4580622670059

4580622678352

フィボナッチ T シャツ
（L サイズ）

等式の変形 T シャツ
（S サイズ）

価格：2,759 円（税込 3,034 円）
ロット：6
サイズ：着丈 69cm

身幅 53cm

身長目安 170cm ～

4580622678178

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6

4580622670066

サイズ：着丈 61cm
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身幅 47.5cm

身長目安～ 165cm

4580622670196

サイズ：文庫サイズ

4580622678017

フィボナッチ T シャツ
（S サイズ）

価格：2,759 円（税込 3,034 円）
ロット：6
サイズ：着丈 61cm

身幅 47.5cm

身長目安～ 165cm

4580622670042

等式の変形 T シャツ
（M サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 64cm

身幅 51cm

身長目安 165cm ～ 170cm

4580622670202

元素記号グッズ

メーカーコード：6129

６１２９
等式の変形 T シャツ
（L サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 69cm

身幅 53cm

身長目安 170cm ～

4580622670219

珪藻アート T シャツ
（S サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 61cm

身幅 47.5cm

身長目安～ 165cm

4580622670103

得意の絶頂 T シャツ
（S サイズ）

得意の絶頂 T シャツ
（M サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 61cm

身幅 47.5cm

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6

身長目安～ 165cm

4580622670165

珪藻アート T シャツ
（M サイズ）

身幅 51cm

身幅 51cm

身長目安 165cm ～ 170cm

4580622670172

珪藻アート T シャツ
（L サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 64cm

サイズ：着丈 64cm

身長目安 165cm ～

4580622670110

得意の絶頂 T シャツ
（L サイズ）

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6
サイズ：着丈 69cm

身幅 53cm

身長目安 170cm ～

4580622670189

マグカップ 周期表 Ver.2

価格：3,009 円（税込 3,309 円）
ロット：6

価格：1,545 円（税込 1,699 円）
ロット：6

サイズ：着丈 69cm

サイズ：直径約 80mm 高さ 95mm

身幅 53cm

身長目安 170cm ～

4580622670127

4580622673074

マグカップ 問題＋解答 グラフ

マグカップ オイラーの公式 Ver.2

タンブラー 波の式

タンブラー 問題＋解答：グラフ

価格：1,389 円（税込 1,527 円）
ロット：6

価格：1,389 円（税込 1,527 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：6

サイズ：直径約 75mm（底面直径約 55mm）高さ 90mm

サイズ：直径約 80mm（底面直径約 55mm）高さ 100mm

サイズ：直径 70mm 高さ 125mm

サイズ：直径 70mm 高さ 125mm

4580622673050

4580622673067
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4580622678536

4580622678543

木工工作キット

メーカーコード：5374

５３７４

芝生のある家 木工工作キット

観覧車貯金箱 木工工作キット

カタコットン貯金箱 木工工作キット

坂あがり貯金箱 木工工作キット

価格：1,250 円（税込 1,375 円）
ロット：5

価格：1,550 円（税込 1,705 円）
ロット：5

価格：1,700 円（税込 1,870 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

サイズ：W:167 D:25 H:215mm

サイズ：W:155 D:32 H:215mm

サイズ：W:180 D:31 H:320mm

サイズ：W:175 D:24 H:285mm

4514502101005

4514502100473

4514502201378

4514502201132

シューターゲーム 木工工作キット

コロコロドミノタワー型 木工工作キット

コロコロドミノ装置 木工工作キット

ボールダーツゲーム 木工工作キット

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,850 円（税込 2,035 円）
ロット：5

サイズ：W:210 D:30 H:285mm

サイズ：W:210 D:30 H:285mm

サイズ：W:175 D:24 H:285mm

サイズ：W:210 D:30 H:285mm

4514502101043

4514502100992

4514502100947

4514502201354

ループゲーム 木工工作キット

オットットゲーム 木工工作キット

丸玉の冒険旅行 木工工作キット

クレーンゲーム 木工工作キット

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,550 円（税込 1,705 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：1,850 円（税込 2,035 円）
ロット：5

サイズ：W:130 D:30 H:290mm

サイズ：W:200 D:20 H:260mm

サイズ：W:130 D:30 H:290mm

サイズ：W:155 D:32 H:215mm

4514502200937

4514502100954

4514502201330

4514502100923

ロボット組立てキット 木工工作キット

紳士諸君組立てキット

昼下がりの猫たち組立てキット

おあずけ組立てキット

価格：890 円（税込 979 円）
ロット：5

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:175 D:115 H:50mm

サイズ：W:100 D:45 H:170mm

サイズ：W:100 D:45 H:170mm

サイズ：W:100 D:35 H:170mm

4514502200715

4514502201262

4514502201279

4514502201293

でこぼこ道の自動車組立てキット

鉄棒クルリン組立てキット

手作りカリンバ

手作り木琴

価格：1,700 円（税込 1,870 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,700 円（税込 1,870 円）
ロット：5

サイズ：W:100 D:30 H:285mm

サイズ：W:100 D:35 H:170mm

サイズ：W:155 D:20 H:215mm

サイズ：W:180 D:31 H:320mm

4514502201255

4514502201316
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4514502100879

4514502100688

ペーパー工作キット
メーカーコード：5330

５３３０
ふきごま

ふきごま ～紅葉～

ふきごま ～花火～

かみずもう

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

4589705480011

4589705480035

4589705480059

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

ぴょんぴょん、かえる

トコトコ、ぞうさん

のぼり人形（カブトムシ）

ゆらゆら、こけこっこ

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

4589705480158

4589705480141

4589705480233

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

4589705480066

4589705480080

ゆらゆら、ヨット

ストローとんぼ

ストローとんぼ type － B

かみコプター ～ colorful ～

価格：200 円（税込 220 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:0.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

4589705480103

4589705480172

4589705480196

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

のぼり人形（ロケット）

のぼり人形（宇宙飛行士）

糸でんしゃ

のぼり人形（サンタ）

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

4589705480219

4589705480226

4589705480301

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

でんぐりにんじゃ

バランスとんぼ

すいすい、きんぎょ

さかなつり

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

価格：300 円（税込 330 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:13 H:178mm

4589705480349

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

4589705480356

サイズ：W:105 D:13 H:178mm
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4589705480295

サイズ：W:105 D:6.5 H:178mm

4589705480325

4589705480240

4589705480264

ペーパー工作キット

メーカーコード：5376

５３７６

ステゴサウルス

トリケラトプス

ティラノサウルス

ヴェロキラプトル

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

4582465121859

4582465121811

4582465121835

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

NEW －ヴェロキラブトル ブラック

NEW －トリケラトプス（L）

ヴェロキラプトル ゴールド

ティラノサウルス ゴールド

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：10

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

4582465128322

4582465124881

4582465122382

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

4582465121866

4582465120937

NEW －トリケラトプス ゴールド

NEW ティラノサウルス－ C（藍）

NEW ティラノサウルス－ C（藍金）

自由に動かせる DX ティラノサウルス

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：10

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

サイズ：W:120 D:1.0 H:224mm

サイズ：W:120 D:1.0 H:224mm

サイズ：W:135 D:1.0 H:235mm

4582465124898

4582465129619

4582465129602

4582465135696

髑髏 シャレコーベ（白）

三角座り全身骨格

ダ・ヴィンチ「人体の調和」

シャチ「骨格」
（専用台座付）

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：10

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

サイズ：W:110 D:2.0 H:185mm

4582465135191

4582465135399

4582465133173

サイズ：W:140 D:2.0 H:232mm

NEW ダイオウイカ

シーラカンス（L）

ヘラクレスオオカブト

カブトムシ

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：10

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

価格：600 円（税込 660 円）
ロット：10

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

サイズ：W:120 D:2.0 H:224mm

4582465125611

4582465125468
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4582465125277

サイズ：W:105 D:2.0 H:185mm

4582465127134

4582465121002

錯視・錯覚グッズ

メーカーコード：6134

６１３４
変身立体 ハートの変身

変身立体 交差する丸四角

変身立体 男と女

変身立体 箱の中のパイプのたわむれ

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：12

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：12

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：12

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：12

サイズ：W:150 D:18 H:180mm

サイズ：W:150 D:25 H:180mm

サイズ：W:150 D:25 H:180mm

4582555660008

4582555660015

4582555660022

サイズ：W:150 D:25 H:180mm

なんでも吸引 4 方向すべり台
科学工作キット

反重力 T 字型すべり台
科学工作キット

じょうだんの好きな 2 本の柱
科学工作キット

落ちないかまぼこ屋根
科学工作キット

サイズ：W:225 H:344mm

サイズ：W:225 H:344mm

サイズ：W:225 H:344mm

サイズ：W:225 H:344mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

4582555660206

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
4582555660213

4582555660220

4582555660039

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
4582555660237

錯覚美術館

だまし絵創作カード

向きの変る手すりつき階段
科学工作キット

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
サイズ：W:225 H:344mm

価格：500 円（税込 550 円）
ロット：12
4582555660244

サイズ：W:225 H:344mm

4582555660251

錯視・錯覚文具

メーカーコード：6153

６１５３
錯視トリックノート「NOUTO」

トリック付箋 ピンク

トリック付箋 イエロー

トリック下敷き（消しかす）

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：400 円（税込 440 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

サイズ：W:179

サイズ：W:82 D:4 H:80mm

D:4 H:252mm

4589874350368

4589874350054

サイズ：W:82 D:4 H:80mm
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4589874350115

サイズ：W:260 H:190mm 厚さ :1mm

4589874350375

サイエンス書籍

メーカーコード：6151

６１５１

立体トリックアート工作キットブック

立体トリックアート工作キットブック〈2〉

立体トリックアート工作キットブック〈3〉

ふしぎなかいだん

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：6

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：6

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

32 ページ

9784323072463

32 ページ

9784323072609

32 ページ

9784323072951

28 ページ

9784323073095

ひみつのちかしつ

ひらめきパズルタングラム

宇宙人っているの？

デザインあ かくほん

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：6

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：6

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：6

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：6

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：A4 変型判

サイズ：A5 判

28 ページ

9784323073583

64 ページ

9784323890449

どうしてしんがたコロナになるの？

細菌ホテル

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

サイズ：A4 変型判

サイズ：A4 変型判

32 ページ

9784323035765

40 ページ

50 ページ

9784323073576

96 ページ

9784323074023

9784323074658

サイエンス書籍

メーカーコード：5295

５２９５

10 分で読めるわくわく科学
小学 1・2 年

10 分で読めるわくわく科学
小学 3・4 年

10 分で読めるわくわく科学
小学 5・6 年

小学生の自由研究パーフェクト
1・2 年生

サイズ：A5 判 224 ページ

サイズ：A5 判 224 ページ

サイズ：A5 判 224 ページ

サイズ：B5 判 128 ページ

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：10

9784415314075

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：10

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：10

9784415314082
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9784415314099

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

9784415318523

サイエンス書籍

メーカーコード：5295

５２９５
小学生の自由研究パーフェクト
3・4 年生

小学生の自由研究パーフェクト
5・6 年生

小学生の自由工作パーフェクト
低学年編 1・2・3 年

小学生の自由工作パーフェクト
高学年編 4・5・6 年

サイズ：B5 判 128 ページ

サイズ：B5 判 128 ページ

サイズ：B5 判 112 ページ

サイズ：B5 判 112 ページ

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

9784415318530

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

9784415318547

9784415321479

身近な素材でつくる小学生のわくわく工作

動く！遊べる！小学生のおもしろ工作

中学生 理科の自由研究 パーフェクト

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

価格：900 円（税込 990 円）
ロット：10

サイズ：B5 判 160 ページ

サイズ：B5 判 112 ページ

9784415315584

9784415318561

サイズ：B5 判 144 ページ

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：10

9784415321486

9784415321493

サイエンス書籍

メーカーコード：5294

５２９４
新 錯視図鑑

だまし絵の描き方入門

まさか？のへんな立体

だまし絵の不思議な世界

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

サイズ：A5 判 224 ページ

サイズ：A4 変形判 144 ページ

サイズ：A4 変形判 144 ページ

サイズ：B5 変形判 96 ページ

9784416518991

9784416808627

だまし絵でわかる脳のしくみ

ぜんぶわかる 118 元素図鑑

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

サイズ：B5 変形判 96 ページ

サイズ：B5 変形判 80 ページ

9784416212134

9784416810583

ゆかいなイラストですっきりわかる
惑星のきほん

ゆかいなイラストですっきりわかる
太陽のきほん

サイズ：A5 判 160 ページ

サイズ：A5 判 160 ページ

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

9784416517154

9784416211397
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9784416617526

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

9784416617618

サイエンス書籍

メーカーコード：5294

５２９４

月のきほん

星のきほん

地球の不思議を科学する

なぜか宇宙はちょうどいい

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

サイズ：A5 判 160 ページ

サイズ：A5 判 160 ページ

サイズ：AB 判 96 ページ

サイズ：四六判 208 ページ

9784416617595

9784416617496

9784416211359

9784416620380

ビーカーくんとすごい先輩たち

ビーカーくんのゆかいな化学実験

ビーカーくんとそのなかまたち

子供の科学ビジュアル図鑑 理科の図鑑

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：3

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：3

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：3

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：3

サイズ：W:148 D:7 H:210mm

サイズ：W:148 D:7 H:210mm

サイズ：W:148 D:7 H:210mm

サイズ：W:222 D:27 H:284mm

9784416619681

9784416518144

単位と記号 パーフェクトガイド

真実を発見！科学捜査

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：3

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：3

サイズ：W:182 D:16 H:257mm

サイズ：B5 変形判 80 ページ

9784416518960

9784416521366

9784416616512

9784416619537

図解でよくわかる
核融合エネルギーのきほん

ひと目でわかる！ウイルス大解剖

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：3

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：3

サイズ：A5 判 168 ページ

サイズ：B5 変形判 80 ページ

9784416620564

9784416620663

サイエンス書籍

メーカーコード：6152

６１５２

トリックアート図鑑
錯覚！ 立体ペーパークラフト

作ってふしぎ！？トリックアート工作

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：10

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：10

サイズ：A4 判 48 ページ

サイズ：A4 変型判 48 ページ

9784251097736

9784251097538

トリックアート図鑑ペーパークラフト
ふしぎの館

トリックアート図鑑ペーパークラフト

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10

価格：1,000 円（税込 1,100 円）
ロット：10

サイズ：A4 判 60 ページ

サイズ：A4 判 60 ページ

ー 66 －

9784251097729

9784251097712

サイエンス書籍

メーカーコード：6152

６１５２
トリックアートゆうえんち
価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10
サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

9784251097835

おばけトリックアート
おばけやしきのきょうふ

おばけトリックアート
おばけめいろにチャレンジ

サイズ：W:260 H:270mm 32 ページ

サイズ：W:260 H:270mm 32 ページ

価格：1,250 円（税込 1,375 円）
ロット：10

価格：1,250 円（税込 1,375 円）
ロット：10

9784251097910

9784251097934

おばけトリックアート
たんけん！おばけじま

価格：1,250 円（税込 1,375 円）
ロット：10
サイズ：W:260 H:270mm 32 ページ

9784251097927

トリックアート図鑑 ふしぎ絵

だまし絵・錯視大事典

トリックアートミステリートレイン

トリックアートたからさがし

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：10

価格：5,000 円（税込 5,500 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

サイズ：A4 変型判 48 ページ

サイズ：A4 判 144 ページ

サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

9784251097521

トリックアート図鑑（全 4 巻セット）
価格：6,000 円（税込 6,600 円）
ロット：5
サイズ：A4 変型判

9784251905253

9784251097415

9784251097828

トリックアート図鑑（4）
トリックアートクイズ

トリックアートアドベンチャー（8）
トリックアート戦国時代

トリックアートアドベンチャー（7）
トリックアートハロウィーン

サイズ：A4 変型判 48 ページ

サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：10

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

9784251097545

トリックアートアドベンチャー（6）
トリックアートサンタクロース
価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10
サイズ：W:240 H:320mm 32 ページ

9784251097859

9784251097866
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9784251097880

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

9784251097873

サイエンス書籍

メーカーコード：5334

５３３４

周期表 完全版―ゆかいな元素たち！

天文学―きらめく世界！

化学―化けるの大好き！

地学―未知なる星テラ！

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

194 ページ

9784472059360

126 ページ

9784472059018

126 ページ

9784472059070

126 ページ

9784472059063

恐竜―骨たちは語る！

人体―永遠のふしぎ！

物理学 ぶつぶつ物質！

代数と幾何 数と図形のマジック！

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：その他・規格外

サイズ：その他・規格外

62 ページ

9784472059346

123 ページ

9784472059087

128 ページ

9784472059049

128 ページ

9784472059315

サイエンス書籍

メーカーコード：5308

５３０８

名探偵コナン推理ファイル 地球の謎

サイエンスコナン 宇宙と重力の不思議

サイエンスコナン 磁石の不思議

サイエンスコナン 元素の不思議

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

サイズ：W:128 D:15 H:182mm

サイズ：W:128 D:16 H:182mm

サイズ：W:128 D:14 H:182mm

9784092961012

9784092961050

9784092961036

サイズ：W:128 D:13 H:182mm

9784092966345

名探偵コナン理科ファイル 太陽と月の秘密

小学館の図鑑 NEO 岩石・鉱物・化石

小学館の図鑑 NEO くらべる図鑑

小学館の図鑑 NEO 宇宙（新版）

価格：700 円（税込 770 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:220 D:23 H:285mm

サイズ：W:217 D:20 H:263mm

サイズ：W:217 D:26 H:283mm

サイズ：W:128 D:13 H:182mm

9784092961876

9784092172180
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9784092172333

9784092173095

サイエンス書籍

メーカーコード：5308

５３０８
小学館の図鑑 NEO 昆虫（新版）

小学館の図鑑 NEO 恐竜（新版）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：W:216 D:25 H:284mm

サイズ：W:216 D:25 H:284mm

9784092173033

ドラえもん科学ワールド
生物の源 海の不思議

9784092173118

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

ドラえもん科学ワールド
地球の不思議

ドラえもん科学ワールド
天気と気象の不思議

ドラえもん科学ワールド
昆虫の不思議

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5
9784092591233

9784092591349

ドラえもん科学ワールド
未来のくらし

ドラえもん探究ワールド
すごい！ 発明のひみつ

サイズ：W:130 H:182 厚さ :12mm

サイズ：W:128 H:182 厚さ :12mm

サイズ：W:128 H:182 厚さ :11mm

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5
9784092591646

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5
9784092591455

9784092591356

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5
9784092591417

サイズ：W:130 H:182 厚さ :12mm

9784092591592

しつもん！ドラえもん 教えて！
宇宙・科学編

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5
9784092591714

サイズ：W:130 D:12 H:182mm

ドラえもん科学ワールド
電気の不思議

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

ドラえもん科学ワールド
人類進化の不思議

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

ドラえもん科学ワールド
ミクロの世界

価格：850 円（税込 935 円）
ロット：5

価格：800 円（税込 880 円）
ロット：5
9784092591806

サイズ：W:148 H:210 厚さ :9mm

9784092966741

地球について知っておくべき 100 のこと

この星を救うために知っておくべき 100 のこと

科学について知っておくべき 100 のこと

宇宙について知っておくべき 100 のこと

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5

サイズ：W:170 H:239 厚さ :10mm

サイズ：W:170 H:239 厚さ :10mm

サイズ：W:170 H:240 厚さ :12mm

サイズ：W:170 H:240 厚さ :12mm

9784097250357

人体について知っておくべき 100 のこと
価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5
サイズ：W:170 H:240 厚さ :12mm

9784097266952

9784097250913

数とコンピューターについて
知っておくべき 100 のこと
価格：1,500 円（税込 1,650 円）
ロット：5
サイズ：W:170 H:240 厚さ :10mm

9784097268390
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9784097266938

9784097266945

生き物シール・サイエンス書籍

メーカーコード：5308

５３０８

小学館の図鑑 NEO
イモムシとケムシシール

小学館の図鑑 NEO
花シール

小学館の図鑑 NEO
宇宙シール

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

価格：560 円（税込 616 円）
ロット：5

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5
9784097355670

9784097355212

小学館の図鑑 NEO
きのこシール

小学館の図鑑 NEO
魚シール

小学館の図鑑 NEO
どうぶつ・ペットシール

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5
9784097355021

9784097348191

小学館の図鑑 NEO
恐竜シール

小学館の図鑑 NEO
昆虫シール

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

9784097344933

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5
9784097355137

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

9784097344964

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5
9784097344957

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

9784097344940

ハッブル宇宙望遠鏡 25 年の軌跡

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5
9784097344926

サイズ：W:103 D:95 H:6mm

小学館の図鑑 NEO
はたらく乗りものシール

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

小学館の図鑑 NEO
カブトムシ クワガタムシシール
価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

小学館の図鑑 NEO
飛行機シール

価格：552 円（税込 607 円）
ロット：5

価格：4,200 円（税込 4,620 円）
ロット：5
9784097344919

サイズ：Ａ４ 256 ページ

9784778035181

サイエンス書籍

メーカーコード：5296

５２９６

世界で一番美しい元素図鑑

世界で一番美しい化学反応図鑑

不思議で美しい石の図鑑

世界で一番美しい深宇宙図鑑

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：5

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：5

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：5

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：5

サイズ：B4 判 240 ページ

サイズ：B4 判 224 ページ

サイズ：B5 判 173 ページ

サイズ：B4 判 224 ページ

9784422420042

9784422420080
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9784422440019

9784422450018

サイエンス書籍

メーカーコード：5296

５２９６
世界で一番美しい海のいきもの図鑑

恐竜の教科書

恐竜と古代の生き物図鑑

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：5

価格：4,500 円（税込 4,950 円）
ロット：4

価格：2,200 円（税込 2,420 円）
ロット：7

サイズ：A4 判 231 ページ

サイズ：B5 判 240 ページ

サイズ：商品サイズ :A4 判 208 ページ

9784422430157

9784422430287

9784422430294

あの恐竜どこにいた？
地図で見る恐竜のくらし図鑑
価格：2,400 円（税込 2,640 円）
ロット：6
サイズ：商品サイズ :A4 判 160 ページ

9784422430317

サイエンス書籍

メーカーコード：5333

５３３３
宇宙においでよ！
価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5
サイズ：A5 判

184 ページ

9784062145466

講談社の動く図鑑 MOVE 宇宙
（新訂版）
価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5
サイズ：AB 判

196 ページ

9784065149713

講談社の動く図鑑 MOVE 恐竜
（新訂版）
サイズ：AB 判

224 ページ

9784062201032

講談社の動く図鑑 MOVE 魚
（新訂版）
サイズ：AB 判

224 ページ

講談社の動く図鑑 MOVE 科学のふしぎ

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：四六判

サイズ：AB 判 192 ページ

9784065219522

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：AB 判

サイズ：AB 判

224 ページ

9784062198226

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

9784062201063

サイズ：AB 判

224 ページ

講談社の動く図鑑 MOVE
最新研究

9784065148617

講談社の動く図鑑 MOVE 星と星座

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

講談社の動く図鑑 MOVE 昆虫
（新訂版）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

ドキュメント「はやぶさ 2」の大冒険－
密着取材・地球帰還までの 2195 日
306 ページ

講談社の動く図鑑 MOVE 動物
（新訂版）

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

9784065122211

恐竜 2

176 ページ

9784062194877

講談社の動く図鑑 MOVE
危険生物＋猛毒の生きものマグネットブック
価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5
サイズ：A4 変形

6 ページ

9784065151457

講談社の動く図鑑 MOVE 地球のふしぎ

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：5

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：5

サイズ：AB 判 88 ページ

サイズ：AB 判 192 ページ
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9784065186671

9784065199671

サイエンス書籍

メーカーコード：5346

５３４６

リアルサイズ古生物図鑑
古生代編

リアルサイズ古生物図鑑
中生代編

古生物のサイズが実感できる！
リアルサイズ古生物図鑑 新生代編

ハッブル宇宙望遠鏡で見る
驚異の宇宙

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判 200 ページ

サイズ：B6 判

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：2
207 ページ

9784774199139

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：2
255 ページ

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：2

9784297106560

9784297115142

価格：2,280 円（税込 2,508 円）
ロット：3
128 ページ

9784774193755

ハッブル宇宙望遠鏡でたどる
果てしない宇宙の旅（新装改訂版）

宇宙はどのように誕生・進化したのか

星空撮影の教科書

星がとびだす星座写真

価格：2,380 円（税込 2,618 円）
ロット：3

価格：2,380 円（税込 2,618 円）
ロット：3

価格：1,980 円（税込 2,178 円）
ロット：3

価格：2,280 円（税込 2,508 円）
ロット：3

サイズ：B6 判

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：B6 判

128 ページ

9784774193748

127 ページ

9784774177182

175 ページ

9784774196817

128 ページ

9784774193762

いろいろな星

探査機でここまでわかった太陽系

天文学の図鑑

星空案内人（星のソムリエ）になろう！

価格：2,680 円（税込 2,948 円）
ロット：3

価格：1,580 円（税込 1,738 円）
ロット：3

価格：2,480 円（税込 2,728 円）
ロット：3

価格：1,580 円（税込 1,738 円）
ロット：3

サイズ：B5 判

サイズ：B6 判

サイズ：B5 判

サイズ：B6 判

127 ページ

9784774157825

304 ページ

9784774147123

143 ページ

9784774172934

271 ページ

9784774131979

サイエンス書籍

メーカーコード：5335

５３３５

星と海の楽園

悠久の宙（そら）

天空讃歌

星月夜への招待

価格：1,950 円（税込 2,145 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

サイズ：B5 80 ページ

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

サイズ：B5 判

9784309279954

80 ぺージ

9784309278940

ー 72 －

79 ぺージ

9784309277837

79 ぺージ

9784309276229

サイエンス書籍・大人のぬりえ
メーカーコード：5335

５３３５
ステラ メモリーズ

星と空の日めくり

一瞬の宇宙

すごい物理学講義

価格：3,000 円（税込 3,300 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：1,600 円（税込 1,760 円）
ロット：6

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：6

サイズ：A4 判

サイズ：A5 変形 36 ページ

サイズ：A5 判

サイズ：文庫判

63 ぺージ

9784309273686

9784309290492

176 ぺージ

改訂新版 全天星座百科

料理の科学大図鑑

大人の塗り絵 愛の名画編

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：6

価格：4,600 円（税込 5,060 円）
ロット：6

価格：990 円（税込 1,089 円）
ロット：5

サイズ：A5 判

サイズ：A4 判

サイズ：A4 変形 40 ページ

286 ページ

9784309252964

256 ページ

9784309253824

9784309027036

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

9784309718187

大人の塗り絵 花鳥風月編

大人の塗り絵 人気浮世絵師編

価格：950 円（税込 1,045 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5

サイズ：A4 変形 40 ページ

サイズ：A4 変形 40 ページ

サイズ：A4 変形 40 ページ

大人の塗り絵 樹の花と実編
【新装版】
価格：980 円（税込 1,078 円）
ロット：5
サイズ：A4 変形 40 ページ

9784309718095

9784309719573

大人の塗り絵 POSTCARD BOOK
ピーターラビットの絵本の世界編
価格：880 円（税込 968 円）
ロット：5
サイズ：A4 変形 40 ページ

9784309718125
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9784309253626

大人の塗り絵 ゴッホ編
（新装改訂版）

大人の塗り絵 四季の田園風景編

9784309270685

384 ページ

サイズ：A4 変形 40 ページ

9784309718088

大人の塗り絵 POSTCARD BOOK
可憐なバラ編
価格：880 円（税込 968 円）
ロット：5

9784309276175

サイズ：A4 変形 40 ページ

9784309718149

サイエンス書籍

メーカーコード：5362

５３６２

元素生活 完全版（完全版）

元素手帳 2021

世界一わかりやすいイカとタコの図鑑

みんなをおどろかせよう 科学マジック図鑑

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：5

価格：1,200 円（税込 1,320 円）
ロット：5

価格：4,000 円（税込 4,400 円）
ロット：2

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：3

サイズ：A5 変判

サイズ：B6 判

サイズ：A4 変 224 ページ

サイズ：A4 変 96 ページ

216 ページ

9784759819274

208 ページ

9784759820461

9784759820522

9784759820454

楽しく学ぶ くらしの化学

えれめんトランプ

ネコだらけの Oh ！ 宇宙

ネコだらけの Oh ！ 科学

価格：1,800 円（税込 1,980 円）
ロット：3

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：5

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：3

価格：1,900 円（税込 2,090 円）
ロット：3

サイズ：B5 136 ページ

サイズ：W:115 D:22.5 H:150mm

サイズ：B5 変・112 ページ

サイズ：B5 変・112 ページ

9784759820553

9784759819281

9784759821307

9784759821291

手のひら図鑑 1 科学

手のひら図鑑 2 人体

手のひら図鑑 3 恐竜

手のひら図鑑 4 昆虫

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

156 ページ

9784759817911

156 ページ

9784759817928

156 ページ

9784759817935

156 ページ

9784759817942

手のひら図鑑 5 動物

手のひら図鑑 9 サメ・エイ

手のひら図鑑 10 宇宙

手のひら図鑑 11 地球

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

サイズ：A5 判

156 ページ

9784759817959

156 ページ

9784759817997

手のひら図鑑 12 岩石・鉱物
価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：5
サイズ：A5 判

156 ページ

9784759818024
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156 ページ

9784759818000

156 ページ

9784759818017

サイエンス書籍

メーカーコード：5377

５３７７
でんじろう先生のおもしろ科学実験室 1

でんじろう先生のおもしろ科学実験室 2

でんじろう先生のおもしろ科学実験室 3

でんじろう先生のおもしろ科学実験室 4

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：5

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：5

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：5

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：5

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

サイズ：A4 判

48 ページ

9784406061469

48 ページ

9784406061476

47 ページ

9784406061483

47 ページ

9784406061490

でんじろう先生のおもしろ科学実験室 5
価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：5
サイズ：A4 判

47 ページ

9784406061506

サイエンス書籍

メーカーコード：6168

６１６８
ビジュアル 銀河大図鑑

コスモス いくつもの世界

宇宙の今が全部わかる！宇宙の真実

ビジュアル 大宇宙［上］

価格：6,300 円（税込 6,930 円）
ロット：10

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：2,750 円（税込 3,025 円）
ロット：10

サイズ：W:224 H:287mm 324 ページ

サイズ：A5 判 408 ページ

サイズ：A4 変

サイズ：H:248 D:190mm 224 ページ

9784863134751

9784863134836

9784863134225

9784863132702

ビジュアル 大宇宙［下］

自然がつくる不思議なパターン

宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人

宇宙 48 の謎

価格：2,750 円（税込 3,025 円）
ロット：10

価格：4,800 円（税込 5,280 円）
ロット：10

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

サイズ：H:248 D:190mm 200 ページ

サイズ：H:254 D:215mm 288 ページ

サイズ：H:252 D:196mm

サイズ：H:283 D:195mm

9784863132719

9784863133594
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256 ページ

9784863134638

116 ページ

9784863133884

サイエンス書籍

メーカーコード：6168

６１６８

MARS（マーズ）火星移住計画

ビジュアル 地球大図鑑

天空の地図

ビジュアル恐竜大図鑑

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：10

価格：6,476 円（税込 7,123 円）
ロット：10

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：10

価格：4,800 円（税込 5,280 円）
ロット：10

サイズ：H:230 D:276mm 288 ページ

サイズ：H:308 D:245mm 256 ページ

サイズ：H:228 D:190mm 192 ページ

サイズ：H:284 左右 223

9784863133723

9784863130494

9784863134065

304 ページ

9784863134829

羽毛恐竜と巨大昆虫

恐竜がいた地球

NHK スペシャル 恐竜超世界

消えた巨大生物

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：10

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：10

サイズ：H:228 D:180mm

サイズ：H:283 D:195mm

サイズ：B5 160 ページ

サイズ：H:228 D:180mm

224 ページ

9784863134195

128 ページ

9784863133891

9784863134577

224 ページ

9784863134348

先端科学の現場で見る 人体の神秘

遺伝子の謎

天才の秘密

脳の謎

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

サイズ：H:283 D:195mm

サイズ：A4 変形 112 ページ

サイズ：A4 変 112 ページ

サイズ：H:283 D:195mm

128 ページ

9784863133815

9784863134874

9784863134508

トリックといかさま図鑑

動物園で会える絶滅危惧動物

消えゆく動物

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：10

価格：1,400 円（税込 1,540 円）
ロット：10

価格：3,600 円（税込 3,960 円）
ロット：10

サイズ：H:240 D:170mm

サイズ：H:283 D:195mm

サイズ：H:200 D:200mm

224 ページ

9784863134690

116 ページ

9784863133921

ここでしか味わえない非日常の世界！

不思議 MAPS

価格：2,500 円（税込 2,750 円）
ロット：10

価格：2,800 円（税込 3,080 円）
ロット：10

サイズ：H:200 D:200mm 256 ページ

サイズ：H:307 D:260mm 160 ページ

9784863134478

400 ページ

9784863134713

ビジュアル世界一の昆虫
［コンパクト版］

価格：2,700 円（税込 2,970 円）
ロット：10

9784863134331

サイズ：H:210 D:187mm 288 ページ
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9784863134720

128 ページ

9784863134492

ビジュアルパンデミック・マップ
伝染病の起源・拡大・根絶の歴史
価格：2,600 円（税込 2,860 円）
ロット：10
サイズ：H:230 D:170mm 224 ページ

9784863134553

ビジュアル分解大図鑑
［コンパクト版］

価格：3,800 円（税込 4,180 円）
ロット：10
サイズ：H:255 D:213mm 256 ページ

9784863134621

サイエンス書籍

メーカーコード：6168

６１６８
禍いの科学

人類史マップ

科学の誤解大全

価格：2,000 円（税込 2,200 円）
ロット：10

価格：3,200 円（税込 3,520 円）
ロット：10

価格：1,300 円（税込 1,430 円）
ロット：10

サイズ：H:188 D:127mm 320 ページ

サイズ：H:289 D:210mm 208 ページ

サイズ：H:188 D:127mm 200 ページ

9784863134782

9784863134812
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9784863134423

NOTES
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Museum
Contents

高める、
ミュージアムの魅力
これまでのスペースグッズの企画・製造で
培った経験を活かした
科学館・博物館向けのコンテンツを
多数取り揃えております。
集客のきっかけ作りや、
来館者の満足度UPにつながる、
館の魅力を高めるためのコンテンツです。
ぜひご覧ください。

コンテンツの
ご案内

Virtual experience
BCCが提供する

360度バーチャル見学ツアー制作

NEW!

来館後の理解度・満足度をアップする事前バーチャル体験を
学校の
授業で

遠足の
下見に

自宅学習
として

Point

認知して

もらうために

学校や自宅等で事前にバーチャルツアーを通して展示を体験することで、来館後

の理解を高めることができ、結果として来館者の満足度が高まるサービスです。

また、
このコロナ禍で、
ネットを見る機会が多くなっていますので、今までと異なる
層へのアピールとしても今、
とても注目されているサービスです。
既存のホーム

ページに特設サイトのリンクを貼るだけなので手軽なことも魅力です。

コロナ禍のピンチをチャンスに！

●高クオリティ・低コスト
●屋内・屋外に関わらず4Kの画質で撮影。
●撮影ポイント画像、2D動画、画像埋め込み、WEBリンク等登録数無制限。
●VR連動、CG加工や、閲覧者制限等のカスタマイズが可能。
●コンテンツをエクスポート出来ることによりオフラインでの利用が可能。
●更新作業は貴館で行うことも可能。
（要相談）

企画から制作、
サービス提供まで
全てお任せください。
お気軽にBCCまでご相談を。

TEL:03-3435-5487

■ 事例
科学技術館様

マウスのドラッグまたは、画面のスワイプで、上下左右360度ご覧いただけます。実際に歩いているような気分に。
PickUpコンテンツ

体験コンテンツ

展示の目玉である箇所を1つ1つ

実際に体験するコーナーは、他の方が体感

じっくり見ることができるようにし、

している動画が見れるようになっています

興味をそそります。

ので、体験したような気分に。

実際に体感するなら、
こちらから
科学技術館様 特設ページ
http://www.jsf.or.jp/info/2020/12/virtual.php
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可能性は無限大！

Entertainment
BCCが提供する

エンターテイメント

重ねおしスタンプラリー

シャチハタ販売店のBCCから
スタンプラリーの新提案。

絵柄を重ねることで1つの画が完成。始めると必ず全てを回りたくなる
「重ねおしスタンプラリー」。
完成した時の子供が驚く顔は必見です。
重ね合せの絵柄の数は11版（11色）
まで可能。
貴館のご要望に合わせオリジナルスタンプを制作いたします。
◆重ね捺しスタンプ完成までの手順イメージ
（製作例 ： 広島空港様 エアポート恐竜ワールド）

①

①+②

①②+③

①②③+④

①②③④+⑤
完成

※上記の場合、色分けされたスタンプが5版必要となります。

広島空港 エアポート恐竜ワールド

スタンプ自販機「オスモ」

シャチハタ販売店のBCCから
スタンプの販売概念を変える新サービス
シャチハタ独自の印面加工技術を活用した、新しいスタンプ
自販 機です。直 感 的なタッチパネル操 作で、簡 単・スピー
ディーにオリジナルスタンプを作製することができます。お好
みのフレームやフォント、
イラストなどを選択することでオリ
ジナルスタンプをデザインできるので、設置場所のニーズや
ターゲットに合わせたスタンプの提案が可能です。
テーマパークや美術館、水族館・動物園やサービスエリアな
どで設置されはじめ、設置したお客様からご好評いただいて
おります。
販売店として、自販機・部材等を全てご用意いたします。

ＡＲカメラを利用した
販促ツールのご提案

ARカメラコンテンツ制作

「宇宙服を着て、宇宙飛行士に」、
「ヘルメットを被って戦
闘機パイロットに」。様々な拡張現実をデジタル画像に
残せるＡＲカメラコンテンツを制作いたします。
ＡＲカメラコンテンツを利用することで、来場者の満足度
UP。SNSとの連動で無限大の販促効果を生み出すこと
が可能です。すぐに
ご提供できるコンテ
ンツの他、オリジナ
ルでのコンテンツも
ご用意いたします。

上記QRコードから
「月で記

念撮影」編（サンプル）をご
体験ください。

※フェイスブックを利用して
いない方は、当コンテンツは
使用できません。
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絵を描くこと を通じて楽しく学べる

体験型コンテンツ

体験型レクリエーションツール

紙に描いた絵が、大画面にまるで命を吹き込まれたように動き出し、
「自分の描いた絵が、
動いた！」
という驚きと感動の体験を実現します。
※「紙アプリ」
は株式会社リコーの商標でイベント向けソリューションです。

見て楽しむアプリ

見て楽しむアプリ

描いた絵が恐竜世界を駆け回る！

見て楽しむアプリ

描いた絵が海の中でスイスイ泳ぐ！

「紙ダイナソー」

描いた絵が街中を走り回る！

「紙アクアリウム」

恐竜たちが卵から ポ
コッ と生まれて草原
を駆け回ります。

見て楽しむアプリ

「紙トレイン」

描いた絵が、海の生き
物のように自由に泳ぎ
回ります。
絵ひとつひと
つがそれぞれ違った
うごき をします。

描いた絵が、
立体化して
線路に沿って走ります。
電車は連結したり、
分岐
したりします。

ゲームを楽しむアプリ

夜空を描いた絵で彩る！

1位を狙え！描いた絵で競争！

「紙花火」

「紙レーサー」

描いた絵の特長に応
じて様々な花火が夜
空に打ち上がります。
絵はランダムに登場
します。

描いた絵が立体化し
てコースを走り、
レー
スを繰り広げます。

リコー販売店の
「BCC」
が提供する

デジタルサイネージ機材

リコー商品の販売店としての
「宇宙の店」
は、
デジタルサイネージ機材から
３６０度撮影可能カメラ
「シータ」
など皆様のお役に立てる機材を
ご用意しております。

■ 出力機材
（プロジェクター）

■ リコーデジタルサイネージ
配信システム

ADMINT STICK
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■ 入力機材
（カメラ機材）

Workshop
BCCが提供する

ワークショップ
オリジナル缶バッチ製作キットで
手軽にワークショップを開催

株式会社ビー・シー・シー
〒105-6114 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル１４階
TEL：03-3435-5487

FAX：03-3437-1988

オリジナル缶バッチ製作キット

数あるワークショップの中で
人気が高い缶バッチ製作。
好きな写真を選んだり、
好きな絵を選んで色を塗ったり、
好きな絵を描いたり、
来場者の思いで作りの一助になります。
ワークショップで必要な機材及び資材を
レンタルいたします。

シャチハタ販売店のBCCから
自分だけの惑星どろだんごを作ろう！
！

コロピカどろだんご製作キット

シャチハタ社が提供する製作キットを使い、
カラフルなものや
キラキラ輝くものなど、
オリジナル惑星どろだんごが作れます。
材料は自然の砂と粘土を使っており、
お子様にも安心してご利
用頂けます。親子で一緒に楽しめるワークショップです。

つくば
ピカピ
カ

わくわ

くワー

クショ

かがや
く

作ろう

コロコ
ロ転が
して、
自分だ
けのピ
ッカピ
乾いた
カどろ
後に油
だんご
性ペン
オリジ
を作ろ
で色を
ナル惑
う！
つける
星が出
と
来るよ
！

所要時間
参加 費

オリジナルのフェルトキットで
手軽にワークショップを開催！
ハイパーフェルトアーティスト・藍川りのさん監修のフェルトワーク
ショップ。
オリジナルのスペースフェルトモビールのキットを使用し、
針や糸を使わず、
切ってはることで作品が完成します。
小さなお子さんも楽しめるワークショップです。
講師として藍川りのさんの派遣も可能です。
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約3
0分
500
円

ップ

を

!!

Novelty & Original Goods
BCCが提供する

ノベルティ・オリジナルグッズ製作

ノベルティグッズ製作

ニーズにあった、
コストパフォーマンスに
優れた商品をご提供

イベントや記念品にぴったりのノベル
ティグッズ製作を小ロットから承ります。
文具メーカーやノベルティグッズメー
カーの販売代理店として、
ご予算やご
利用シーンに合わせ、多彩なライン
ナップの中からお客様に喜んでいた
だける商品をご提案いたします。
ぜひお気軽にお問合せください。

オリジナルグッズ製作

小ロットから大量生産まで
企画・製造・納品にいたるまで一括管理

貴館オリジナルグッズは他との差別化
を図り、貴館の目玉商品となることが
出来るツールです。
小ロットから製作出来るラインナップを
ご用意しております。
弊社では営業担当者と社内デザイナー
が連携し、
企画からデザイン・製作まで
ワンストップで対応いたします。
こちらもご予算や必要ロットに応じ、
ご満足いただける商品をご提案いた
します。
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Decoration
BCCが提供する

ミュージアム＆ショップ装飾
見る人にわかりやすく伝える。
そのための様々なツールをご用意しています。
販促の良し悪しは、
「企画＆デザイン」で決まります。
多数のイベントや展示会での経験を活かし、皆様のご要望にお応えします。

展示フロア装飾
展示パネルから看板・タペストリー・バナー・のぼり・既存什器装飾まで、
デザインから製作までワンストップで行います。

01

04

02

03

08

06

07

05

01 タイトルパネル

05 等身大パネル 06 のぼり

！
この夏 最大の冒険！

特別展示

はやぶさ&
はやぶさ２

©Akihiro Ikeshita

がやってくる！

07 フロアサインマット

２０１６企画展

（実物大模型）

©Akihiro Ikeshita

〜未知への扉をひらくとき〜
2016年7月23日（土）

©JAXA/NASA

8月28日（日）

©JAXA

宇宙科学研究所

02 看板

Institute of Space and Astronautical Science

相模原

限
定

特別展示

はやぶさ&
はやぶさ２

！
この夏 最大の冒険！

がやってくる！
（実物大模型）

©Akihiro Ikeshita

©Akihiro Ikeshita

２０１６企画展

ようこそ！
こども宇宙博 2018へ
人類はどこからきて、
どこにいくのだろう。

〜未知への扉をひらくとき〜

©JAXA/NASA

宇宙を知ればその手がかりが見つかるかもしれない。
人類が宇宙へとびだって約50年。
先人たちの勇気と知恵で、
宇宙はそんなに遠い存在じゃなくなったんだ。

2016

さあ、
キミのすぐそばにある宇宙を探しに行こう！

7.23

（土）

ゾーン Ⅲ
月・惑星探査

会

鳥取県立博物館

場

出口

工

宇

宙

発
に
貢

ゾーン Ⅳ
宇宙への進出

8.28

第1・第2特別展示室

（日）

開館
時間

国際宇宙ステーション長期滞在
宇 宙 飛 行 士

【主催】宇宙への挑戦 実行委員会（鳥取県立博物館、日本海テレビ）

会期中無休

お お に し た く や

【監修】鳥取大学宇宙教育プロジェクト、YAC 鳥取アストロ分団、（一財）
日本宇宙フォーラム

大西卓哉

【後援】鳥取県教育委員会、宇宙航空研究開発機構（JAXA）

午前9時〜午後5時

【協力】鳥取市さじアストロパーク、帝京大学、能代市こども館、HAKUTO

（土・日・祝日は午後7時まで開館）

【協賛】日本通運株式会社、株式会社モリックスジャパン、三和商事株式会社、株式会社吉備総合電設

一般：1,000円
（前売り・20名様以上の団体・70歳以上の方：800円） 高校生：500円
（前売り・４００円）

人

開

ゾーンIV： 宇宙への進出

星

ット
ロケ

ゾーンIII： 月・惑星探査

Ⅰ

観覧料
衛

ゾーン I ： ロケット
ゾーンII ： 人工衛星

ン
ゾー

ゾーン Ⅱ

● 展示構成

ISS EXPEDITION 48/49

©JAXA

次の方は無料です

ソユーズ帰還カプセル

特設コーナー： 宇宙開発に貢献するふくいの技術

主催
後援

08 デジタルサイネージ
機材

商品

●中学生以下
●学校教育活動で中学生以下の児童生徒を引率する者●障害者・要介護者およびその介護者 ●鳥取県立博物館友の会会員
船外活動用宇宙服

入口
献す
るふく
いの技術

福井県児童科学館
【指定管理者：
（福）
ふくい福祉事業団】
福井県／福井県教育委員会／福井新聞社／NHK福井放送局／FBC福井放送／福井テレビ／
FM福井／福井ケーブルテレビ／さかいケーブルテレビ
（順不同）

協力

宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
／
（一財）
日本宇宙フォーラム／株式会社アクセルスペース／
株式会社キュアテックス／株式会社ネスティ／清川メッキ工業株式会社／クラレファスニング株式会社／
サカセ・アドテック株式会社／セーレン株式会社／トーヨーマシックス株式会社／春江電子株式会社／
福井県立若狭高等学校／福井工業大学ふくいPHOENIXプロジェクト／ヤマウチマテックス株式会社／山田技研株式会社
（順不同）

※本企画展は、
来年6月開催の
「第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)福井大会」
に向けた地元事業として開催します。

ZONE

03

バナー

ZONE

宇宙を利用する
〜人工衛星・探査機で
私たちの暮らしをもっと便利に、
もっと豊かに〜

ZONE

宇宙で活動する
〜日本人宇宙飛行士の活躍〜

なんですか？
私たちの生活を宇宙から支えている
日本の人工衛星・探査機を紹介します。

国際宇宙ステーション
（ISS）
における

宇宙に挑戦する

宇宙大航海時代
〜地球文明から太陽系文明へ〜

宇宙飛行士の仕事や生活を通じて、

宇宙に飛び出した人類

地球文明の拡大

1961年4月12日、
ユーリ・ガガーリンは人類史上初めて宇宙に
飛び出しました。地球一周、
わずか108分の宇宙飛行でしたが、人類

『地球は人類のゆりかごである。

紹介します。

が初めて宇宙に飛び出した瞬間です。
それから8年後の1969年7

太陽系文明へ

これからの宇宙は、誰もが宇宙で活動し暮らすことができるようになるでしょう。

やがて人類は地球周辺のみならず、太陽系の奥深くまで進出し、

一般の人の宇宙旅行のための「宇宙ホテル」や、地上３万６千㎞の静止衛星ス

その活動領域を拡大していくことでしょう。

テーションから垂らしたケーブルで「宇宙エレベーター」
を作ろうという構想や、

2030年代には、火星に人間を送り込む計画も進められていま

月20日、ニール・アームストロングは 月 にその足跡を印しました。

38万㎞離れたラグランジュポイントに数万人もの人が住める
「スペースコロニー」

す。
月や火星に人間を送り込む構想は、国の機関だけではなく、今や

人類は遂に母なる星 地球 を離れ、他の天体に到達したのです。

を作る…などの構想もあります。
さらにこれからの人類の活動領域の拡大の為に、

そして2010年、地球周回軌道上に巨大な国際宇宙ステーション

地球と大きく異なる宇宙環境の特徴を

〜日本の宇宙開発の黎明期から〜

04 展示パネル

あなたの知ってる人工衛星・探査機は

民間の会社も打ち出しています。

月や火星に進出していく計画も進められています。

遠い将来、人類は太陽系のすべての惑星や衛星に進出し、
『太陽

を建設し、宇宙での活動の場としています。

系文明』
を構築していくことでしょう。
人類の永遠の発展のために…。

しかし、人類はゆりかごにいつまでもとどまっていないだろう。
』

Mars

〜コンスタンチン・ツィオルコフスキー〜

ペンシルロケットの水平発射実験に
始まった日本のロケット開発は、やがて

©Akihiro Ikeshita

世界のトップレベルに達しました。
その足跡をたどります。

Moon

『私たちの文明を地球だけに限る必要はなく、
太陽系のうちに押し込めておく必要もない。

©Akihiro Ikeshita

ローマ人が、
かつて太平洋の広大さを見て恐れたように、

スペースコロニー

宇宙ホテル
宇宙エレベーター

我々はこの恒星間の広大さを恐れることはない。
むしろ、
銀河系にある数万にも及ぶ他の太陽系を、

バナール球コロニー

人類が支配できると考えよう。』
〜エイドリアン・ベリー〜

トーラス型コロニー

©NASA

Earth

©JAXA
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シリンダー型コロニー

店舗リニューアルから装飾まで
せっかくの人気商品も、雑多に置いただけではお客様にはなかなかご購入いただけません。
客層や対象に合わせた装飾で売上げアップのお手伝いをいたします。

04
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06

05
02

02

03

07
spaceg
oods.n
et
最

@uty
uu_te
ntyou
宇宙
の店

新グッ
宇宙
の店
ズか
「宇
らマ
宙の
ニアッ
店」
検索
は宇
クな
宙が
欲しい 一品まで
東京
人の
都港
区浜
ため 勢揃い！
株式
松町
！
会社
のお
ビー・ 2-4 -1
店です
世界
シー・
貿易
シー
センター
TEL

ショップ
本店

01

トップボード

そら

文房具
STATIONERY

ᩊଛᑬଋଵିᠷἻ

科学・実験キット

そら

Science・Experiment

04

ディスプレイ
什器

宇宙を体験

休）

ショップカード

す。あら
かじめご
了承くだ
さい。

宇宙食
SPACE FOOD

spacegoods.net

@utyuu_tentyou
宇宙の店
宇 宙の 店

検索

最新グッズからマニアックな一品まで勢揃い！
！
「宇宙の店」
は宇宙が欲しい人のためのお店です

02 商品紹介POP
や研究者に
地上の管制官
送ると、
ボクが画像を
同じ視点から
宇宙飛行士と
来るよ。
作業を確認出
作業を

結）

JAX
A CO
SMO
画像か
DE は
ら
JAX
COSM 生まれた
Aが保
商品
ODE
有する
富な「
の商品 です。
技術
宇宙の
をお買
や
※一
店」へ
部取り
ご来店 い求めの方
扱いが
くださ
は、品
ない商
品もご
揃え豊
い
。
ざいま

Space Food

1

駅直

9:00
〜17

:40（土
日祝

MISCELLANEOUS GOODS

宇 宙 食

から
センター
るよ。
筑波宇宙
されてい
遠隔操作

月〜金

雑貨



も
力で
無重力で
ァンの動
！！
小型のフ
けるんだ
自在に動

06

: 033435-5 ビル14F
（浜
487
松町

JAXA が国
際宇宙ステ
ーションで
実証実験を
行っている
球形ドロー
ン

の

ところ

ボクが写真を撮ることで
宇宙飛行士の仕事を減らす
ことができるんだよ！

2

ショップ本店

05 プライスカード

3

宙の共同
だから、地上と宇
だ！
効率的に行えるん

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル14F（浜松町駅直結）
株式会社 ビー・シー・シー TEL : 03-3435-5487 月〜金 9:00〜17:40（土日祝休）

07 フロアサインマット
JAXA COSMODE はJAXAが保有する技術や
画像から生まれた商品です。
COSMODE の商品をお買い求めの方は、品揃え豊
富な「宇宙の店」へご来店ください。

※一部取り扱いがない商品もございます。あらかじめご了承ください。

03 POP什器

売り場作りのご提案
見て楽しい! 選んで楽しい!
売れるショップを
コンセプト作りからデザインまで
ご提案いたします。
お気軽にお見積りをご依頼下さい。
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Special Exhibition
BCCが提供する

企画展

トリックアート展
1991年、世界初のトリックアートミュージアムが誕生しました。
「トリックアート展」
は22年間で開催された会場は370回を数え、観客動員数は4000万人を超えています。
トリックアートは、一種の美術と透視学、設計学、幾何学及び心理学の融合芸術として認知されております。
従来の絵画鑑賞の概念を覆す、見るだけではなく、触っても写真を撮って楽しめる体験・参加型の展覧会として、
子供から大人まで多くのお客様から絶賛されるものとなりました。
開催実績例
周知宣伝費用
運営マニュアル
トリック物販
見積

■ レンタル料（参考例）

公共文化施設24会場 100〜150坪
開催日程30日 47,581人

会場サイズ

作品画像を提供
作成費用は開催施設の負担となります。

期間

設営完了後に、全ての作品ごとにご説明・資料を提供。
企画展の理解を深めるためのグッズを用意しております。
会場の平面図とご希望開催日程に合わせて見積いたします。

パネル数
計

70坪（230㎡）
30日間
40枚(20〜30作品)
¥3,700,000

※別途輸送費・設営・撤去費用が必要となります。

■ コンテンツ紹介（一例）
「名画シリーズ」

「水のない水族館シリーズ」

「アドベンチャー&メルヘンシリーズ 」

「江戸和風シリーズ」
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「檻のない動物園シリーズ」

錯視トリック展
「錯視トリック」
は人々に新しい驚きや刺激を与える展覧会として、TVや雑誌などのメディアで大きな注目をあびております。
錯視・錯覚は科学的に立証されて、平衡感覚、大小の認識、色彩の変化などもちいた体験型の展覧会です。
鏡の歴史は古く、古代エジプトから使われていた水鏡、金属鏡、
ガラス鏡と変化してきました。
形もさまざで平面鏡、凸面鏡、凹面鏡、
マジックミラーなど、全てを駆使した不思議な体験型の展覧会です。
杉原厚吉(明治大学研究特別教授)が不可能立体を研究開発、立体錯覚は、脳を刺激するトリックです。

開催実績例
周知宣伝費用
運営マニュアル
トリック物販
見積

■ レンタル料（参考例）

公共文化施設16会場 80〜100坪
開催日程30日 35,000人

会場サイズ

作品画像を提供
作成費用は開催施設の負担となります。
設営完了後に、全ての作品ごとにご説明・資料を提供。
企画展の理解を深めるためのグッズを用意しております。

期間

30日間

パネル数

40作品
¥4,100,000

計

会場の平面図とご希望開催日程に合わせて見積いたします。

80坪（240㎡）

※別途輸送費・設営・撤去費用が必要となります。

■ コンテンツ紹介（一例）
「鏡の魔法展」

「錯覚美術館展」

「妖怪の科学展」

「世にも不思議な科学館」

「名探偵大捜査展」

■ イベントオプション

トリックアート展 / 錯覚トリック展

来場者にトリックアート制作を体験していただき、記憶に残るワークショップや物販など様々なオプションをご用意しております。
オプション
■ 自分で不可能図形を描いてみよう
■ 大学教授の講演会
■ 制作実演
■ 記念に残る物販
■ トリックアート

ŠȈȪȃǯǢȸȈų੨Ɩ૾λᧉ
「ペンローズの三角形」

①不通に線を引く

②不要な線を消してみる

図形作図

製作実演
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ワークショップ

物販

トリックアート
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宇宙イベントコンテンツ提供団体様のご紹介
一般財団法人 日本宇宙フォーラム

日本宇宙フォーラムが提供する

宇宙分野コンテンツ

広報普及事業部
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-1

宇宙分野に関する様々なイベントコンテンツをご用意しております。
また、
イベント内容に合わせたコンテンツの制作もご相談ください。

新御茶ノ水アーバントリニティビル2階
TEL：03-6206-4902
https://www.jsforum.or.jp/

■ 展示コンテンツ
人類の 宇宙への挑戦 の姿を展望できる展示コンテンツ
「アポロ展」。人類史上最大級のプロジェクトである
【月を目指した人類の活動】
そして現在の
【人類の宇宙への進出】
・
【宇宙の謎に挑む活動】
を展望するとともに、
【なぜ人類は宇宙を目指すのか】
につい
て解説いたします。
『月への挑戦！』 〜月競争の壮大なドラマ〜
『月の石・砂！』

〜人類が手にした星のかけら〜

『月を科学する！
！』〜今なお謎を秘めた月〜
『宇宙への挑戦！』〜宇宙への進出〜
『宇宙への挑戦！』〜宇宙科学への挑戦〜 等
その他、宇宙をテーマにした展示やイベントのプランニング
から開催に至るご相談も承ります。
また、宇宙分野に関する解説パネル、展示物（宇宙服、模型
等）
も多岐にわたりご用意いたします。

■ 体験コンテンツ
スペーステクノロジーの素晴らしさを
「作る」
「実験する」
「遊ぶ」
の中から感じられる体験コンテンツです。
体験コンテンツ１ ペンシルロケットのリアルサイズペーパークラフト工作

日本の宇宙開発の原点とも言えるペンシルロケットの
リアルサイズペーパークラフト工作キット。
ストローや専用ランチャーを使って飛ばすことができます。

体験コンテンツ２ とてもよく飛ぶバルーンロケットの工作

ストローで膨らませることができおもりや尾翼の付け方を
工夫することで飛び方が変わってきます。

体験コンテンツ3 ミウラ折り体験

人工衛星の太陽電池パネルのたたみ方として
考え出された折り方を体験できます。

体験コンテンツ4 ロボットアーム工作

ロボットアームのグラップル機構を理解できる
ペーパークラフトです。

体験コンテンツ5 手づくり望遠鏡工作

望遠鏡の作成を通じて、
そのしくみを理解します。

体験コンテンツ6 星座早見盤工作

手づくり星座早見盤を使って、星空を
より身近に感じていただきます。

ー 89 －

日本宇宙少年団が提供する

公益財団法人日本宇宙少年団

宇宙関連コンテンツ向け

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21

講師派遣

ちよだプラットフォームスクウェアＣＮ３０６
TEL／FAX：03-5259-8280

公益財団法人日本宇宙少年団は、子ども達が「宇宙」のホンモノと出会い、
ホンモ
ノを見て触れるという体験が「宇宙」
への興味や関心、学習意欲をもたらすものとし
て大事であると考えます。
宇宙をテーマにした体験プログラム、水ロケットコンテスト、
スペースキャンプ、宇宙
飛行士との交流、衛星データを利用した学習プログラムなど、宇宙のホンモノを題
材としたさまざまな事業への取り組みを通じて、未来を担う青少年の育成に寄与し
てまいります。

■ 実施例
■ ロケット工作

■
■
■
■
■
■
■

・水ロケット
・モデルロケット
・傘袋ロケット
・エアーロケット

惑星模型づくり
宇宙飛行士訓練体験
ブルースーツ試着体験
宇宙食の試食体験
宇宙クイズ
人工衛星の眼分光器の工作実験
バルーンローバー工作

NPO法人宇宙アドバイザー協会が提供する

NPO法人

宇宙関連コンテンツ

宇宙アドバイザー協会

①講師派遣 ②地方巡回講演（宇宙・科学教室 in 〇〇〇市）
③地方と連携した宇宙・科学イベントの実施

〒３０５−００３１
茨城県つくば市吾妻４−６−１−５０６
E-mail

info@uchu-yume.jp

http://uchu-yume.jp

NPO法人宇宙アドバイザー協会は、子どもから大人まで 宇宙 の素晴らしさ、科学・技術 の魅力や可能性をわかり易く伝える機
会を社会教育や学校教育等を通じて国内外に提供し、科学・宇宙の普及啓発活動につなげるとともに、簡単な科学実験や物づくり
を通して科学の目を養い、科学・技術振興に貢献することを目指し、JAXA OBを中心に2016年1月に設立しました。

■ 活動内容
■ 講師派遣

・出張宇宙授業の実施

■ 地方巡回講演

・宇宙・科学教室の実施

■ 宇宙・科学イベント
・科学実験
・ロケット工作等

講演（宇宙関連の話題）

バンバンロケット
（スティック
バルーン使用ロケット）製作

※「講演」
には、
ものづくり・科学実験講演を含みます。
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真空・大気圧実験

プチロケット打上げ競技
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科学イベントコンテンツ提供団体様のご紹介
科学技術館が提供する

公益財団法人 日本科学技術振興財団・

巡回展示物のご案内

科学技術館
人財育成部 巡回展担当まで
〒102-0091

楽しく遊びながら沢山の発見と驚きや感動を体験できる、
ワクワクする
「科学館まるごと」、全国へ有料レンタルしています。

東京都千代田区北の丸公園 2-1

TEL：03-3212-4785

FAX 03-3212-7790

http://www.jsf.or.jp/business/travel/

来場者の興味をひく、楽しいイベントを多くご 用 意 。
身近にある不思議や疑問をテーマにし、実際に触れて体験できるので、子どもたちにも難
しい原理や技術に興味を持ってもらえるようにしています。親子で楽しめるので、理解も
より深められます。会場スペースに合わせた構成も可能。
セッティング、移動も容易で、担当

詳しい 内 容は、
H Pをご 覧ください
http://www.jsf.or.jp/business/travel/

者の方にも好評です。
まずは、
お気軽にご相談下さい。

■ パッケージ展示物貸出

＊パッケージでの貸出

● ラ・ビレット展

コ ロ 」を
「 科 学 するコ
いっぱ い！
育 てる 工 夫 が

「科学する心を育むこと」
を目的とした、
コンピューターに関わる展示。
フランスを代表する国立科学産業都市「ラ・ビレット」
との協力協定で開発しました。

● 地球環境展

誕生から46憶年の地球が迎えた急激な環境の変化。暮らしや生態系への影響をパネル・映像で
多角的に展示。地球を守るために私達がやらなければならないことを考えるきっかけに。

● マグネット展

普段使われている磁石では体現できないような仕組みを体験。
磁石の持つ性質をより理解できます。 乾電池1つで

● スポーツを科学する

人が持ち上がる…！？

スポーツの起源や歴史、
人間が持つ能力の凄さなど、
実験装置を使いながら科学的に解き明かします。

● 感覚・体感フィールド
人間の当たり前の感覚、五感をもう一度再認識し、改めて感覚の知らない部分や、
もし不自由に
なった場合どうなるのか…感覚の不思議さや素晴らしさを感じることができます。

● 科学捜査展
犯罪事件を解決するための物的証拠の収集、分析などを、科学捜査の手法を通して理解できます。
科学的な知識、考え方を身につけるきっかけを与えてくれます。

船の汽笛、野 球の打球 音は…どの音！？

● 究める！マグネット展
磁石の性能を定量的にとらえることを学習し、
より深く磁石について理解し、
ひいては科学的、技
術的な視点や考え方を養うことを目的とした展示です。

● 科学捜査展 ♯SEASON2
科学捜査で用いられる鑑定手法のうち7種類9項目に関する体験型の展示と、
タブレット端末を使
い操作の一連の流れを模擬体験できる捜査体験シミュレーションとで、科学捜査とは実際どのよ
うなものかを体験しながら学べます。

捜査開始！

科学の力で犯罪を暴け！!

● マスレチック・ランド
「数のしくみや大きさを感じる」、
「数に親しむ」、
「立体感覚が身につく」、
「数を五感で感じる」
の4つ
の具体的なテーマで構成され、算数・数学に関する興昧や理解を促進します。

■ サイエンスエンターテイナー派遣
科学戦隊「実験ジャー」
地球征服をもくろむ2人のナゾナゾマン。彼らが実験機材を持って場内に乱入、来場者に科
学の問題を出していきます。問題に答えられないと、地球が征服されてしまいます！
かなりの難問に…地球は征服されてしまうのか…？そこへ登場するのが、科学戦隊「実験
ジャー」
の3人！彼らは科学の申し子！来場者とのコミュニケーションを交え、笑いあり、感動
ありの中、難問を解いて行きます。科学が学べるエンターテイメントショーです。
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ー
V S 実 験 ジャ
ナ ゾ ナ ゾ マン
地 球 を 救 え！
V S あ な た！？

楽しむ科学実験の第一人者

米村でんじろう先生プロデュース

サイエンスショー ＆ 実験教室
、
る
べ
学
く
な
で
楽しいだけ
い!
し
楽
く
な
で
け
学べるだ
サイエンスショーや実験教室を開催しませんか？
子ども達の想像力を伸ばし、成長の手助けをするとともに、
科学の持つ不思議さ・楽しさを幅広く伝えます。
机上の勉強だけではわからない、
科学の魅力をお届けします！

世界
あっ ! と驚く科学の
サイエンスショー
学 校 の 体 育 館 、大 会 議 室 、市 民 会 館 の 大

実験教室

ホールなどで身近な物を使った驚き溢れる
実験の数々をショー形式で展開。一度にたく
さんのお客様にお楽しみ頂けます。

教室、実験室、会議室などで、でん
じろう先生のアイデア溢れる実験
や工 作に挑 戦！実 際に手を動かす
楽しさ・大切さを体感。親子でも参
加 可 能 、少 人 数での 展 開となりま
す。オンラインも開催可能です。

コロナ禍でも本物の体験を！

オンライン
可能です!

体験型オンライン
サイエンスショー

実 験 機 材をお届けし、キャストの 進 行に合わせて現 場スタッフ
の 方に実 演して いただきます 。オンラインですが 、実 験 は本 物
体験！感動や驚きはライブショーと変わりません。

お気軽にご相談ください！

米村でんじろうサイエンスプロダクション
TEL：03−3868−2994

Mail：science@denjiro.co.jp

〒112-0001 東京都文京区白山 2−17−7

！

