地球缶 隕石チョコレート
地球缶に入った隕石チョコレート
食べ終わった後の地球缶は
小物入れに使えます。

宇宙白飯

スペースカレー
[ビーフ] 新パッケージ
牛肉と3種類のキノコが入った
栄養満点のおいしいビーフカレー
です。

やきとり宇宙食2缶セット
日本宇宙食に新しい仲間が誕生
スペースカレーと合せればま
さに宇宙ディナー

宇宙おにぎり [鮭]
日本宇宙食に新しい仲間が誕生、宇宙でお
にぎり、日本の心 ISSで食べられてい
る鮭おにぎりとレシピが全く同じですので
どなたでも長期滞在気分を楽しめます

名古屋コーチン味噌煮
『名古屋コーチン味噌煮』は、
2021年1月18日宇宙日本
食として認証されました。

宇宙ちりめん山椒（瓶詰）
2020年3月13日に宇宙日
本食に認証された「ちりめん山
椒」です。

ホテイのやきとりがついに宇宙
食に！やきとりたれ味、柚子胡
椒味の2缶セットです。

宇宙おにぎり [赤飯]
日本宇宙食に新しい仲間が誕生
宇宙でおにぎり、日本の心
新しく赤飯が仲間入り

「北海道産牛肉とミニトマトのハンバーグ」
コスモバーグ
無重力下でもおいしく食べられ
る様にソースの粘度や味付け工
夫が詰まったハンバーグ 宇宙
日本食搭載品！

宇宙ちりめん山椒
（アルミ袋）
2020年3月13日に宇宙日本食に認証さ
れた「ちりめん山椒」です。 こちらのパ
ッケージはISS（国際宇宙ステーション）
に搭載される商品のレプリカ版です。

スペースようかん
-YOHKAN- [小倉]
特殊なパッケージで地上と変わ
らない味を保つことに成功した
スタンダードなようかんです。

若狭宇宙鯖缶

スペースようかん
-YOHKAN- [栗]
特殊なパッケージで地上と変わ
らない味を保つことに成功した
栗入りのようかんです。

LIFESTOCK
[ムーンショットレモン味 100mg]

福井県立若狭高等学校海洋科学科の高校生が、HACCPの
食品衛生の技術を駆使し、小浜市田烏で養殖された新鮮なマ
サバを用いて、研究開発しました。 先輩から後輩へ研究を
引き継ぎ12年かけて完成したサバ醤油味付け缶詰です。

ゼリータイプの保存食です。ワンテーブルと
JAXAが共創する、災害時や宇宙でも活用可能
な食の新カテゴリ創出を目指すプロジェクト
(BSFP)の一環で生まれたものです。

LIFESTOCK
[スターダストラムネ味 30mg×3]

スペースブレッド
宇宙のパン [チョコレート味]

ゼリータイプの保存食です。ワンテーブルと
JAXAが共創する、災害時や宇宙でも活用可能
な食の新カテゴリ創出を目指すプロジェクト
(BSFP)の一環で生まれたものです。

チョコレートを練り込んだ缶入
りの香ばしいパンです。

スペースブレッド
宇宙のパン [ミルク味]
ほんのり甘いミルクの味がする
缶入りのやわらかいパンです。

スペースフード
[エビグラタン]
こんがり焼けた人気の洋食が宇宙食に。
大振りなエビと濃厚ホワイトソースが
絶品！！サクッと噛めば、口いっぱいに
豪華ディナーのおいしさが広がります。

スペースフード
[たこやき]
一番人気の宇宙食。大粒の中身
はたこ以外の様々な具材の味わ
いを噛むほどに楽しめます。

スペースフード
[ライスケーキ(おもち)]
宇宙へ持ち運べるよう、乾燥させて軽くしたお餅
水に数秒間つけるだけで、あっという間に柔らか。
きなこをかければ、みずみずしい和風宇宙ス
イーツのできあがり！長期保存可能商品です。

スペースアイスクリーム
[バニラアイス]
アイスなのに冷たくない！？
軽くておいしい新食感アイス
（バニラ味）です。

スペースフード
[杏仁豆腐]
濃厚で風味豊かな人気の中華デザート
杏仁豆腐が宇宙の装いで登場。プレー
ン味をはじめ、数種のフルーツ味も入
ったちょっとぜいたくな一品です。

スペーススイーツ
[チョコレートケーキ]
シリーズ人気No.3商品しっ
とり甘いチョコレートと軽やか
なケーキの食感が楽しめる未来
感覚のスイーツです。

スペーススイーツ
[ミルクレープ]
何層にも重なった食感まで再現
した未来感覚スイーツです。

スペースチョコレート
[ミルク(茶)]
フリーズドライのイチゴをチョ
コレートで丸く包みこんだ甘酸
っぱいお菓子です。

スペースアイスクリーム
[いちごアイス]
冷たくないのに食べれば納得！？
おもしろくておいしい新食感
アイス（いちご味）です。

スペースフード
[プリン]
カスタードの風味がそのままぎゅっと詰
まった軽い食感のプリンです。サクサク
食べてもゆっくり味わってもおいしい宇
宙時代にぴったりのおやつです。

スペーススイーツ
[ストロベリーケーキ]
甘酸っぱくておいしいいちごのソース
がたっぷりかかったショートケーキ。
スポンジと生クリームがサクサクして
いる未来風の洋菓子となりました。

スペーススイーツ
[レアチーズケーキ]
チーズケーキの風味を宇宙食製
法により最大限に生かしました。

スペースチョコレート
[いちご(桃)]
フリーズドライのイチゴをチョ
コレートで丸く包みこんだ甘酸
っぱいお菓子です。

スペースチョコレート
[ホワイト(白)]
フリーズドライのイチゴをチョ
コレートで丸く包みこんだ甘酸
っぱいお菓子です。

宇宙グミキャンディー
[ソーダ]
宇宙で培養された乳酸菌を練り
込み青くて丸い地球をイメージ
したほのかに甘酸っぱいグミ
（ソーダ）

宇宙グミキャンディー
[グレープ]
宇宙で培養された乳酸菌を練り
込んだ宇宙グミの第3弾
（グレープ）

はやぶさ２
チョコインクッキー
実際のリュウグウの画像を利用
をした箱にプリントクッキーを
入れました。クレーター名は正
式な名称です。

H-ⅡA缶入り
チョコクランチ
可愛くも重厚感のあるロケット型の缶にサク
サクのチョコクランチがたくさん詰まった宇
宙のお土産にぴったりなお菓子です。食べた
後の缶は小物入れとしても使えます。

宇宙藻キャンディー
研究の一環として、国際宇宙ステーション
（ISS）に搭載されたイシクラゲを育て
増やし、1粒あたり約1億2000万個
（細胞）を練り込んだキャンディーです。

宇宙グミキャンディー
[コーラ]
宇宙で培養された乳酸菌を練り
込んだ宇宙グミの第2弾
（コーラ）

宇宙なんちゃらこてつ君宇宙ｸﾞﾐ
[ﾚﾓﾝｿｰﾀﾞ]
宇宙で培養された乳酸菌を練り
込んだ宇宙グミ
（レモンソーダ）

宇宙飛行士
チョコチップクッキー
日本人宇宙飛行士が宇宙へ飛び立ってか
ら 20年が過ぎたことを記念して作ら
れた、歴代ミッションマークのステッカー
入りのチョコチップクッキーです。

ASTRONAUTS WATAR
（宇宙の種水）
世界一美しい射場と呼ばれる宇宙センターを有する種子島
アストロノーツウォーター「宇宙の種水」は、種子島の
天然の美味しさと高品質をそのままパッケージ。美味しく
喉を潤して、宇宙飛行士の気分も味わえる1本です。

リポビタンＤ
宇宙飛行士応援ボトル
宇宙飛行士を応援する為に作ら
れたリポビタンD限定ボトル
です。

JAXAピンバッヂ
[HTV-X]
こうのとり（HTV）の意思を
受け継ぐ次世代の無人補給機の
ピンバッヂです。

ISS長期滞在記念ワッペン
[若田宇宙飛行士 クルードラゴン]
若田宇宙飛行士が国際宇宙ステ
ーションへ5度目の滞在を記念
したワッペンです。

HTVピンバッヂ
[こうのとり7号機]
国際宇宙ステーションへ物資を運ぶ、
宇宙ステーション補給機
(こうのとり/HTV7号機)の打ち
上げ記念ピンバッヂです。

HTVピンバッヂ
[こうのとり9号機]
国際宇宙ステーションへ物資を運ぶ、
宇宙ステーション補給機
(こうのとり/HTV9号機)の打ち
上げ記念ピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[若田宇宙飛行士]クルードラゴン
若田宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションへ5度目の滞在を
記念したピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ２＃]
はやぶさ２の拡張ミッションを
記念したピンバッヂです。

HTVピンバッヂ
[こうのとり6号機]
国際宇宙ステーションへ物資を運ぶ、
宇宙ステーション補給機
(こうのとり/HTV6号機)の打ち
上げ記念ピンバッヂです。

HTVピンバッヂ
[こうのとり8号機]
国際宇宙ステーションへ物資を運ぶ、
宇宙ステーション補給機
(こうのとり/HTV8号機)の打ち
上げ記念ピンバッヂです。

こうのとりミッション終了記念
オフィシャルピンバッチセット
こうのとり1号機から9号機ま
でコンプリートした記念額です。

ISSミッションピンバッヂ
[野口宇宙飛行士]
野口宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[星出宇宙飛行士]
星出宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[油井宇宙飛行士]
油井宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[金井宇宙飛行士]
金井宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[星出宇宙飛行士]クルードラゴン
星出宇宙飛行士が新型宇宙船
「クルードラゴン」運用２号機に搭乗
した国際宇宙ステーションに長期
滞在した記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[山崎宇宙飛行士]
山崎宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[若田宇宙飛行士]
若田宇宙飛行士が日本人として
初めてのコマンダー(船長)として
国際宇宙ステーションに長期滞在
した記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[大西宇宙飛行士]
大西宇宙飛行士が国際宇宙
ステーションに長期滞在した
記念のピンバッヂです。

ISSミッションピンバッヂ
[野口宇宙飛行士]クルードラゴン
野口宇宙飛行士が日本人として初めて
新型宇宙船「クルードラゴン」運用
初号機に搭乗した国際宇宙ステーションに
長期滞在した記念のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[DPR]
日米を中心にした国際協力の下
で進められている全球降水観測
計画(GPM計画)のピンバッ
ヂです。

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ2オレンジ]
はやぶさ２ピンバッヂ
地球からの旅立ち
フェーズ１カラー

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ２ピンク]
はやぶさ２ピンバッヂ
リュウグウヘ到着
フェーズ３カラー

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ２グリーンPhase5]
はやぶさ２ピンバッヂ
カプセル到着
フェーズ５カラー

JAXAピンバッヂ
[ERG]
2016年12月20日に打上げ
られたジオスペース探査衛星
「あらせ（ＥＲＧ）」の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[GCOM-C]
地球環境変動観測ミッション
「GCOM-C]のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ２ブルーカラー]
はやぶさ２ピンバッヂ
スイングバイからの宇宙航海
フェーズ２カラー

JAXAピンバッヂ
[はやぶさ２グリーン]
はやぶさ２ピンバッヂ
地球への帰還
フェーズ4カラー

JAXAピンバッヂ
[いぶき2号]
2018年10月29日に打上げ
られた温室効果ガス観測衛星
「いぶき２号」のピンバッヂ
です。

みちびき（QZSS）
ピンバッヂ
「みちびき」準天頂衛星システム
のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[ベピコロンボ]
水星探査計画「べピ・コロンボ
BepiColombo」の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[革新的衛星技術実証1号機]
イプシロン4号機で打ち上げら
れる「革新的衛星技術実証1号
機」のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[だいち3号]
陸域観測技術衛星「ALOS-2
（だいち2号）」の後継機
「だいち3号」のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[H3×ALOS3]
2022年打ち上げ予定のH-3
ロケット初号機ミッションの
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[H-ⅡAロケット30号機記念]
H-2Aロケット30号機
打ち上げを記念して作成した
ピンバッヂです。

H-ⅡA [37号機ピンバッヂ]
気象変動観測衛星「しきさい」
を搭載した H-2A37号機
の打上げを記念したピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[革新的衛星技術実証2号機]
イプシロン5号機で打ち上げら
れる「革新的衛星技術実証2号機」
のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[H3ミッション]
2022年打ち上げ予定のH-3
ロケットミッションのピンバッヂ
です。

JAXAピンバッヂ
[SS-520-5号機]
宇宙科学研究所（ISAS）が
開発し運用する固体燃料ロケット
「SS-520」をモチーフ
にしたピンバッヂです。

H-ⅡA [36号機ピンバッヂ]
みちびき４号機を搭載した
H-2A36号機の打上げを
記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [38号機ピンバッヂ]
情報収集衛星「光学6号機」を
搭載したH-2A38号機の打
上げを記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [39号機ピンバッヂ]
情報収集衛星「レーダ6号機」
を搭載した H-2A39号機
の打上げを記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [41号機ピンバッヂ]
情報収集衛星「光学7号機」を
搭載した H-2A41号機の
打上げを記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [43号機ピンバッヂ]
「データ中継衛星1号機・光
データ中継衛星」を搭載した
H-2A42号機の打上げを記念し
たピンバッヂです。

H-ⅡA [45号機ピンバッヂ]
「Inmarsat-6」シリーズ
初号機衛星を搭載したH-2A45号機
の打上げを記念したピンバッヂ
です。

JAXAピンバッヂ
[イプシロン2号機]
ジオスペース探査衛星(ERG)
を搭載した イプシロン2号
機のピンバッヂです。

H-ⅡA [40号機ピンバッヂ]
温室効果ガス観測技術衛星
「いぶき2号」「ハリーファサット」
を搭載したH-2A40号機の打上
げを記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [42号機ピンバッヂ]
UAE火星探査機「HOPE」
を搭載した H-2A42号機
の打上げを記念したピンバッヂです。

H-ⅡA [44号機ピンバッヂ]
「みちびき初号機後継機」を搭
載したH-2A44号機の打上げ
を記念したピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[イプシロン]
小型人工衛星の打上げ用として
開発された M-Vロケットの
後継機である「イプシロン」の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[イプシロン3号機]
高性能小型レーダ衛星
(ASNARO-2)を搭載した
イプシロン３号機のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[イプシロン4号機]
革新的衛星技術実証１号機を
搭載したイプシロン4号機の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[飛翔]
飛行実証技術の向上を目指し導
入した 実験用航空機 飛翔の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[実験用ヘリコプタ]
実験用ヘリコプター「MuPA
L-ε」のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[臼田]
臼田宇宙空間観測所のアンテナ
ピンバッヂです。

シャトル搭乗記念ワッペン
[毛利宇宙飛行士 STS-47]
毛利宇宙飛行士が1回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

JAXAピンバッヂ
[イプシロン5号機]
革新的衛星技術実証２号機を
搭載したイプシロン5号機の
ピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[MuPAL-α]
実験用航空機「MuPAL-α」
のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[深宇宙探査用地上局GREAT]
深宇宙探査用地上局（GREAT:Ground
Station for Deep Space
Exploration and Telec
ommunication)のピンバッヂです。

JAXAピンバッヂ
[美笹]
美笹深宇宙探査用基地局
GREAT2のピンバッヂです。

シャトル搭乗記念ワッペン
[向井宇宙飛行士 STS-65]
向井宇宙飛行士が1回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

シャトル搭乗記念ワッペン
[若田宇宙飛行士 STS-72]
若田宇宙飛行士が1回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

シャトル搭乗記念ワッペン
[向井宇宙飛行士 STS-95]
向井宇宙飛行士が2回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

シャトル搭乗記念ワッペン
[若田宇宙飛行士 STS-92]
若田宇宙飛行士が2回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

きぼうワッペン・ブルー
[土井宇宙飛行士]
土井宇宙飛行士が「きぼう」組
み立てミッションでシャトルに
搭乗した記念のワッペンです。

きぼうワッペン・レッド
[若田宇宙飛行士]
若田宇宙飛行士が「きぼう」組
み立てミッションでシャトルに
搭乗した記念のワッペンです。

シャトル搭乗記念ワッペン
[土井宇宙飛行士 STS-87]
土井宇宙飛行士が1回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

シャトル搭乗記念ワッペン
[毛利宇宙飛行士 STS-99]
毛利宇宙飛行士が2回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

シャトル搭乗記念ワッペン
[野口宇宙飛行士 STS-114]
野口宇宙飛行士が1回目にシャ
トルに搭乗した記念のワッペン
です。

きぼうワッペン・グリーン
[星出宇宙飛行士]
星出宇宙飛行士が「きぼう」組
み立てミッションでシャトルに
搭乗した記念のワッペンです。

シャトル搭乗記念ワッペン
[山崎宇宙飛行士 STS-131]
野口宇宙飛行士がシャトルに搭
乗した記念のワッペンです。

シャトル搭乗記念ワッペン
[若田宇宙飛行士 STS-119/127]

ソユーズ搭乗記念ワッペン
[野口宇宙飛行士 TMA-17]

若田宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

野口宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

ISS長期滞在記念ワッペン
[古川宇宙飛行士 Ex28/29]

ISS長期滞在記念ワッペン
[星出宇宙飛行士 Ex32/33]

古川宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

星出宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

ISS長期滞在記念ワッペン
[若田宇宙飛行士 Ex38/39]

ISS長期滞在記念ワッペン
[油井宇宙飛行士 Ex44/45]

若田宇宙飛行士がISS(国際
宇宙ステーション）に長期滞在
した記念のワッペンです。

油井宇宙飛行士がISS(国際
宇宙ステーション）に長期滞在
した記念のワッペンです。

ISS長期滞在記念ワッペン
[大西宇宙飛行士 Ex48/49]

ISS長期滞在記念ワッペン
[金井宇宙飛行士 Ex54/55]

大西宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

金井宇宙飛行士がISS
（国際宇宙ステーション）に長期
滞在した記念のワッペンです。

ISS長期滞在記念ワッペン
[野口宇宙飛行士 クルードラゴン]

ISS長期滞在記念ワッペン
[星出宇宙飛行士 クルードラゴン]

野口宇宙飛行士が日本人として初めて
新型宇宙船「クルードラゴン」運用
初号機に搭乗した国際宇宙ステーション
に長期滞在した記念のワッペンです。

星出宇宙飛行士が新型宇宙船
「クルードラゴン」運用２号機に
搭乗した国際宇宙ステーションに
長期滞在した記念のワッペンです。

JAXA Tシャツ
[ホワイト] (130)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ホワイト] (M)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ホワイト] (XL)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ネイビー] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ネイビー] (L)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ホワイト] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ホワイト] (L)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ネイビー] (130)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ネイビー] (M)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ネイビー] (XL)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ブラック] (130)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ブラック] (M)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ブラック] (XL)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ネイビー] (M)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ネイビー] (XL)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA Tシャツ
[ブラック] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA Tシャツ
[ブラック] (L)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったＴシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ネイビー] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ネイビー] (L)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ブラック] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ブラック] (M)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ポロシャツ
[ブラック] (XL)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ドライキャップ
[ネイビー]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った清涼感キャップです。

JAXA キャップ
[ネイビー]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったキャップです。
つばのロゴがポイントです。

JAXA ウォッシュドチノキャップ
[ベージュ]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った綿キャップです。

JAXA ポロシャツ
[ブラック] (L)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったポロシャツです。

JAXA ドライキャップ
[ホワイト]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った清涼感キャップです。

JAXA ドライキャップ
[ブラック]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った清涼感キャップです。

JAXA キャップ
[ブラック]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったキャップです。
つばのロゴがポイントです。

JAXA ウォッシュドチノキャップ
[ネイビー]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った綿キャップです。

JAXA ウォッシュドチノキャップ
[ブラック]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った綿キャップです。

JAXA トートバッグ
[ネイビー]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったトートバックです。
内ポケット付き

JAXA トートバッグ
[ナチュラル] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったミニトートバックです。

JAXA ハンカチタオル
[ホワイト]

JAXA トートバッグ
[ナチュラル]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったトートバックです。
内ポケット付き

JAXA トートバッグ
[ブラック]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったトートバックです。
内ポケット付き

JAXA トートバッグ
[ネイビー] (S)
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったミニトートバックです。

JAXA ハンカチタオル
[ネイビー]

JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った今治製の
ハンカチタオルです。

JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入った今治製の
ハンカチタオルです。

JAXA カラビナリールクリップ
[ホワイト/ブルー]

JAXA カラビナリールクリップ
[ブルー/ホワイト]

JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったカラビナ型の
リールクリップです。

JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったカラビナ型の
リールクリップです。

JAXA カラビナリールクリップ
[ブラック/ホワイト]
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったカラビナ型の
リールクリップです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(110㎝)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(XS)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(M)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(XL)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

JAXA ネックストラップ
JAXA (宇宙航空研究開発機構)
のロゴが入ったネックストラップです。
長さ調節機能付き

H3ロケットTシャツ
Vol.01(130㎝)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(S)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.01(L)
袖にはロゴマーク、背中にH3
ロケット試験機1号機が詳細に
描かれたカッコイイTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(110㎝)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(130㎝)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(S)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(L)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットトートバッグ
H3ミッションロゴをシンプル
に入れたトートバッグです。
内ポケット付き

はやぶさ2 SRC Recovery Operation Team Tシャツ
[ネイビー](M)
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
Tシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(XS)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(M)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

H3ロケットTシャツ
Vol.02(XL)
H3ロケットの画像を入れたお
しゃれなデザインTシャツです。

はやぶさ2 SRC Recovery Operation Team Tシャツ
[ネイビー](S)
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
Tシャツです。

はやぶさ2 SRC Recovery Operation Team Tシャツ
[ネイビー](L)
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
Tシャツです。

はやぶさ2 SRC Recovery Operation Team Tシャツ
[ネイビー](XL)
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
Tシャツです。

はやぶさ2 Re-entry Capsule Tｼｬﾂ
[アイボリー] (M)
はやぶさ２チームがオーストラ
リアへカプセル回収を行った際
に着用していた同じデザインの
Tシャツです。

はやぶさ2 Re-entry Capsule Tｼｬﾂ
[アイボリー] (XL)
はやぶさ２チームがオーストラ
リアへカプセル回収を行った際
に着用していた同じデザインの
Tシャツです。

NASA Tシャツ
[ブラック] (M)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

NASA Tシャツ
[ブラック] (XL)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

はやぶさ2 Re-entry Capsule Tｼｬﾂ
[アイボリー] (S)
はやぶさ２チームがオーストラ
リアへカプセル回収を行った際
に着用していた同じデザインの
Tシャツです。

はやぶさ2 Re-entry Capsule Tｼｬﾂ
[アイボリー] (L)
はやぶさ２チームがオーストラ
リアへカプセル回収を行った際
に着用していた同じデザインの
Tシャツです。

NASA Tシャツ
[ブラック] (S)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

NASA Tシャツ
[ブラック] (L)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

NASA Tシャツ
[ブラック] (子供110cm)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

NASA Tシャツ
[ブラック] (子供130cm)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

イプシロンTシャツ
[ブラック] (130㎝)
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイTシャツです

イプシロンTシャツ
[ブラック] (M)
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイTシャツです

イプシロンTシャツ
[ブラック] (XL)
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイTシャツです

オレンジスーツレプリカ
(85～95㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

NASA Tシャツ
[ブラック] (子供150cm)
NASA（アメリカ航空宇宙局）
のロゴマークが入ったTシャ
ツです。しっかり丈夫なヘビー
ウェイト仕様。

イプシロンTシャツ
[ブラック] (S)
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイTシャツです

イプシロンTシャツ
[ブラック] (L)
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイTシャツです

オレンジスーツレプリカ
(70～85㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

オレンジスーツレプリカ
(95～110㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

オレンジスーツレプリカ
(110～125㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

オレンジスーツレプリカ
(140㎝～)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

オレンジスーツレプリカ
アダルトラージ(175～190㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用するACES
与圧服（オレンジスーツ）のレプリカです
NASAのロゴ入りキャップ（黒）付き。
大人サイズ 取り扱い始めました！

ブルースーツレプリカ
(85～95㎝)
宇宙飛行士が会見などの時に着用
する宇宙飛行士訓練服
（ブルースーツ）のレプリカです。NASA
のロゴ入りキャップ（白）付き。

ブルースーツレプリカ
(110～125㎝)
宇宙飛行士が会見などの時に着用
する宇宙飛行士訓練服
（ブルースーツ）のレプリカです。NASA
のロゴ入りキャップ（白）付き。

オレンジスーツレプリカ
(125～140㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用する
ACES与圧服（オレンジスーツ）
のレプリカです。NASAの
ロゴ入りキャップ（黒）付き。

オレンジスーツレプリカ
アダルトスモール(155～170㎝)
宇宙飛行士が宇宙船内で着用するACES
与圧服（オレンジスーツ）のレプリカです
NASAのロゴ入りキャップ（黒）付き。
大人サイズ 取り扱い始めました！

ブルースーツレプリカ
(70～85㎝)
宇宙飛行士が会見などの時に着用
する宇宙飛行士訓練服
（ブルースーツ）のレプリカです。NASA
のロゴ入りキャップ（白）付き。

ブルースーツレプリカ
(95～110㎝)
宇宙飛行士が会見などの時に着用
する宇宙飛行士訓練服
（ブルースーツ）のレプリカです。NASA
のロゴ入りキャップ（白）付き。

ブルースーツレプリカ
(125～140㎝)
宇宙飛行士が会見などの時に着用
する宇宙飛行士訓練服
（ブルースーツ）のレプリカです。NASA
のロゴ入りキャップ（白）付き。

ブルースーツレプリカ
アダルトスモール(155～170㎝)

ブルースーツレプリカ
アダルトラージ(175～190㎝)

宇宙飛行士が会見などの時に着用する宇宙
飛行士訓練服（ブルースーツ）のレプリカ
です。NASAのロゴ入りキャップ（白）
付き。大人サイズ 取り扱い始めました！

宇宙飛行士が会見などの時に着用する宇宙
飛行士訓練服（ブルースーツ）のレプリカ
です。NASAのロゴ入りキャップ（白）
付き。大人サイズ 取り扱い始めました！

NASA ドライキャップ
[ブラック]
中央にNASAロゴがあしらわ
れたドライキャップです。

はやぶさ2 キャップ
[ネイビー] NEW DESIGN
はやぶさ2のイラストをあしら
ったキャップです。

H3ロケットマスク
グレー
日本の最新ロケット
H3ロケットのマスクです

はやぶさ2 SRC Recovery Operation
マスク（L）
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
マスクです。 Lサイス 紐の
調整可能です。

はやぶさ2 キャップ
[ブラック] NEW DESIGN
はやぶさ2のイラストをあしら
ったキャップです。

H3ロケットマスク
ブラック
日本の最新ロケット
H3ロケットのマスクです

はやぶさ2 SRC Recovery Operation
マスク（M）
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
マスクです。 Mサイス 紐の
調整可能です。

イプシロントートバッグ
5機連続成功 日本の固体ロケ
ット イプシロンの機体と発射
台を忠実にデザインしたカッコ
イイトートバッグです

はやぶさ2 SRC Recovery Operation
トートバッグ
はやぶさ２が地球に帰還した
2020年12月6日を記念した
トートバッグです。内ポケット付き

はやぶさ2 TOUCHDOWN
トートバッグ
はやぶさ２のファーストタッチ
ダウンを記念したトートバッグ
です。

アストロノートスヌーピートートバッグ
0390 (ホワイト）
BCCオリジナル アストロノート
スヌーピートートバッグ
内ポケット2個と外ポケットが
１つ付いています。

アストロノートスヌーピーデイリーバッグ
0391
BCCオリジナル アストロノート
スヌーピーデイリーバッグ 内ポケ
ット1個と外ポケット（ファスナー
付き）が1つ付いています。

はやぶさ２
マフラータオル
はやぶさ２のジャガード織りマ
フラータオルです。

はやぶさ2 Re-entry Capsule
トートバッグ
はやぶさ２チームがオーストラリ
アへカプセル回収を行った際に着
用ていた同じデザインのトートバ
ッグです。内ポケット付き

ムーンエコ トートバッグ
小さくて軽量。プリントの地球
のサイズとポーチの月の大きさ
を、実際の比率に近づけた所が
こだわりポイントです。

アストロノートスヌーピートートバッグ
0390 (ブラック）
BCCオリジナル アストロノート
スヌーピートートバッグ
内ポケット2個と外ポケットが
１つ付いています。

アストロノートスヌーピーチューブバッグ
0392
BCCオリジナル アストロノート
スヌーピーチューブーバッグ
内ポケット１個と外ポケッ
トが1つ付いています。

全天星座バンダナ
[改訂版]
全天星座が印刷されたバンダナ
です。ゆったりサイズで、使い
方いろいろ。 国内生産品に変
わりました。

星座手ぬぐい
[ブルー]
日本から見える北緯35度の星
座をメルカルト図法にて作成し
ています。

３Ｄクリスタル
[イプシロンVol 02]
イプシロン発射台とイプシロン
ロケットを再現した、キラキラ
と綺麗な置物です。

H-ⅡAロケット
レジン製モデル
200分の1スケールの精巧な
H-2Aロケットのレジン製モ
デルです。

こうのとりミッション終了記念
オフィシャルピンバッチセット
こうのとり1号機から9号機ま
でコンプリートした記念額です。

H-ⅡB 3号機フェアリング
片封入キーチェーン
H-2B3号機のフェアリング
を使ったキーホルダーです。
パッケージリニューアルしました。

星座手ぬぐい
[ホワイト]
日本から見える北緯35度の星
座をメルカルト図法にて作成し
ています。

H3ロケット試験機
一号機モデル
200分の1スケールの精巧な
H3ロケットモデルです。

強化型イプシロンロケット
レジン製モデル
100分の1スケールの精巧な
強化型イプシロンのレジン製モ
デルです

フェアリングウチュウカプセル
カプセルの中に本物のH-ⅡB
2号機のフェアリングが入った
カプセルです

H-ⅡBロケット2号機
オフィシャルフライトキット(証明書付)
完全受注生産品

ロケットタイピン
[H3ロケットJAXA(TF1)]
H3ロケット試験機1号機(TF1)
H3-22S型 全長約58ｍを
1000分の1の58㎜でリアルに表現
した、H3ロケットタイピンです。

はやぶさ-木製キット
ALOS-だいち-の研究者が
教育現場向けに衛星機能を学習
するために製作した はやぶさ
の木製キットです。

ALOS-だいち3号
木製キット
ALOS-だいち-の研究者が
教育現場向けに衛星機能を学習
するために製作した だいち3
号の木製キットです。

３Ｄペーパーパズル
はやツー君と太陽系
子供と一緒に宇宙の星を覚えな
がら楽しめるパズルです。風が
当たると上部のヤジロベーがゆ
らゆら回ります。

日本の宇宙開発フィギュア
4種アソート
日本の宇宙開発をテーマにした、精巧
なフィギュアモデルです。はやぶさ・
はやぶさ2・H-ⅡA・イプシロンの
いずれか1つが入っています。

ロケットタイピン
[H3ロケットMHI(24L)]
H3ロケットH3-24L型,
全長約63mを1000分の1
の63㎜でリアルに表現した、
H3ロケットタイピンです。

はやぶさ2-木製キット
ALOS-だいち-の研究者が
教育現場向けに衛星機能を学習
するために製作した はやぶさ
2の木製キットです。

３Ｄペーパーパズル
はやぶさ２
全てのパーツに紙を使用し、
シート状態での販売になります。
とても精巧な出来です。

宇宙4Dパズル
組み立てて飾れるパズル型のカ
プセルフィギュアです。

スペースシャトル
プラモデル
老舗模型メーカーハセガワ製プ
ラモデルです。限られた市場に
しか出ていないプラモ好きにお
勧めの限定販売品です。

スペースシャトル
プラモデル 2200
老舗模型メーカーハセガワ製の
プラモデルです。打上げ台や
ブースターも付いた本格派向け。

メタリックナノパズル
[はやぶさ]
薄い金属を組み立てて作るはや
ぶさのクラフトパズルです。接
着剤いらずの手軽さと仕上がり
の重厚感が人気です。

メタリックナノパズル
[火星探査車スピリット]
薄い金属を組み立てて作る火星
探査車のクラフトパズルです。
接着剤いらずの手軽さと仕上が
りの重厚感が人気です。

ナノブロック
[スペースセンター]
大人も夢中になれる超ミニサイ
ズブロックです 510ピース

３Ｄクリスタル
[H3Launch Vehicle]
H3Launch Vehic
leが発射台に鎮座する姿を再
現した３Dクリスタルです。

メタリックナノパズル
[スペースシャトル(アトランティス)]
薄い金属を組み立てて作るスペ
ースシャトルのクラフトパズル
です。接着剤いらずの手軽さと
仕上がりの重厚感が人気です。

メタリックナノパズル
[アポロ月着陸船]
薄い金属を組み立てて作るアポ
ロ月着陸船のクラフトパズルで
す。接着剤いらずの手軽さと仕
上がりの重厚感が人気です。

ナノブロック
[はやぶさ２]
弊社オリジナル はやぶさ２の
ナノブロックです 150ピース

ナノブロック
[宇宙飛行士]
大人も夢中になれる超ミニサイ
ズブロックです 110ピース

３Ｄクリスタル
[はやぶさ２旅立ち]
はやぶさ２が地球から飛び立っ
たシーンを再現した、キラキラ
と綺麗な置物です。

３Ｄクリスタル
[国際宇宙ステーション]
広大な宇宙を漂う、国際宇宙ス
テーションをクリスタルガラス
の中に再現した、キラキラと綺
麗な置物です。

クリスタルキューボイド
[惑星]
美しい３D彫刻の神秘的な宇宙
の世界

ガチャ
[日本の技術開発 宇宙航空 JAXA編]
細かい造形にまでこだわった日
本の宇宙開発マニアも満足でき
るフィギュアモデルのガチャガ
チャです。

宇宙開発学習えんぴつ
[H3、イプシロン、SS-520]
日本のロケットH3・イプシロ
ン・SS-520ロケットをモ
チーフにしたえんぴつセットです。

H3クリアファイル
Vol.02
日本の新しい基幹ロケットH3
のクリアファイルです。

３Ｄクリスタル
[スペースシャトル]
スペースシャトル発射台をクリ
スタルガラスの中に再現した、
キラキラと綺麗な置物です。

ガチャ
[日本の技術開発2 宇宙航空 JAXA編]
日本の宇宙開発マニアも満足で
きるフィギュアモデル第２弾！！

天体マグネットガチャ
360度全面プリント
ボール型のマグネットです。
球体ながらどの面でも貼り付け
られます。

H3クリアファイル
Vol.01
日本の新しい基幹ロケットH3
のクリアファイルです。

MMXクリアファイル
火星衛星探査計画（MMX）クリアファイル
MMXは、火星のフォボスとダイモスと呼ば
ばれる2つの衛星を観測し、うちひとつの衛星
から表層物質を採取して地球に帰還する計画

天体クリアファイルシリーズ
[ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡]
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（ジェイムズ・ウェッブうちゅうぼ
うえんきょう、英語: James Webb Space Tel
escope、JWST）は、アメリカ航空宇宙局（NASA）が中
心となって開発を行っている赤外線観測用宇宙望遠鏡である。

リラックマ3色ボールペン
[ブルー]
ぷっくり加工されたリラックマ
&ロケットがかわいい3色ボー
ルペンです。

世界のロケットボールペン
3本セット
日本のロケット「H-ⅡA」ロシア
のロケット「ソユーズ」アメリカの
ロケット「サターンV」各ロケット
を模したボールペンのセットです。

世界のロケットボールペン
(単体)[H-ⅡA]
日本のロケット「H-ⅡA」を
モチーフにした軽い書き味のボ
ールペンです。

世界のロケットボールペン
(単体)[サターンV]
アメリカのロケット「サターン
V」それぞれをモチーフにした
軽い書き味のボールペンです。

H-ⅡAロケット
2色ボールペン
H-ⅡAロケットをモチーフにした
2色ボールペン。下部の白いブース
ター部分が、それぞれ黒・赤インク
のノック部分になっています。

リラックマ3色ボールペン
[ピンク]
ぷっくり加工されたリラックマ
&ロケットがかわいい3色ボー
ルペンです。

日本のロケットシャープペンシル
3本セット
こうのとりを運ぶ「H-ⅡB」はやぶさ
を打ち上げた「M-V」新型ロケット「
イプシロン」日本の各ロケットを模した
シャープペンシルのセットです。

世界のロケットボールペン
(単体)[ソユーズ]
ロシアのロケット「ソユーズ」
アメリカのロケット「サターン
V」それぞれをモチーフにした
軽い書き味のボールペンです。

プラネットボールペン
（青ゲルインク）
ときめく書きごこち かわいい
球体が付いたゲルインクボール
ペンです。

スペースペン
一見すると普通のボールペン。しかしその実は
逆さにしても水の中でもそして宇宙空間のよ
うに無重力でもかすれず文字が書けるというと
ても実用性の高い宇宙仕様のボールペンです。

エイリアンボールペン
ペン全体がエイリアン！？大変
目立つデザインのボールペンです。

星座えんぴつ
[ブラック]
星座柄が箔押しされたHB鉛筆
セットです。

ペンシルシャープナー
[スペースシャトル]
NASAの宇宙船をモチーフに
したえんぴつけずりです。

テレビストーン消しゴム
[ブルー]
窓の石を通してのぞくと絵や文
字が飛び出て見える不思議な消
しゴムです。

スペースシャトルボールペン
スペースシャトルのノック部分
がカッコイイボールペンです。

星座えんぴつ
[ホワイト]
星座柄が箔押しされたHB鉛筆
セットです。

星座えんぴつ
[ブルー]
星座柄が箔押しされたHB鉛筆
セットです。

ペンシルシャープナー
[サターンV]
NASAの宇宙船をモチーフに
したえんぴつけずりです。

テレビストーン消しゴム
[イエロー]
窓の石を通してのぞくと絵や文
字が飛び出て見える不思議な消
しゴムです。

消しゴムつめ放題セット
（ボトル）
選べる消しゴムの種類は10種類

宇宙ノート
NEWバージョン
地球からの距離はどれくらい？
かわいいイラストでお勉強に
なる自由帳です。

ジャポニカ学習帳
JXL-9 こくご 12マス
B5版(12マス）
十字リーダー入り 18㎜マス12×8
対象学年 小学１～3年生

ロケット学習ノート
NEW DESIGN
日本のロケットのカッコ良さそ
の歴史を表現した 横罫線の
ノートです。

ジャポニカ学習帳
JXL-2-2 さんすう 17マス
B5版(17マス）
12㎜マス13×17
対象学年 小学１～4年生

ジャポニカ学習帳
JXL-10 こくご 15マス
B5版(15マス）
十字リーダー入り 15㎜マス15×10
対象学年 小学2～4年生

ジャポニカ学習帳
JXL-49 かんじドリル84字

ジャポニカ学習帳
JXL-50-1L 漢字ドリル104字

B5版(84字）
十字リーダー入り 18㎜×17㎜
マス12×7
対象学年 小学1～4年生

B5版(104字）
十字リーダー入り 17㎜×15㎜
マス13×8
対象学年 小学2～5年生

ジャポニカ学習帳
JXL-50-2L 漢字ドリル120字

ジャポニカ学習帳
JXL-51L 漢字ドリル150字

B5版(120字）
十字リーダー入り 14㎜マス15×8
対象学年 小学3～6年生

B5版(150字）
十字リーダー入り 14㎜×12㎜
マス15×10
対象学年 小学3～6年生

ジャポニカ学習帳
JXL-68 れんらくちょう10行
B5版(10行）
13.5㎜縦罫10行
対象学年 小学1～3年生

ジャポニカ学習帳
JXL-82 自主学習5㎜方眼罫

ジャポニカ学習帳
JXL-72 じゆうちょう 白無地
B5版
（白無地/両開き）
対象学年１～2年生

ジャポニカ(B5)
JXS-5B ライトブルー（だいち4号）

B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～6年生

B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(B5)
JXS-5V パープル（SLIM）

ジャポニカ(B5)
JXS-5G グリーン（はやぶさ２）

B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(B5)
JXS-5Y イエロー（MMO）
B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(A4)
AXS-5B ライトブルー（H3）
A4版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(B5)
JXS-5R レッド（MMX）
B5版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(A4)
AXS-5G グリーン（ISS）
A4版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

ジャポニカ(A4)
AXS-5Y イエロー（ゲートウェイ）
A4版
（5㎜方眼罫リーダー罫入り）
10㎜方眼罫5㎜リーダー罫入り
対象学年 小学3～中学生

３Ｄリングノート
[サターンV]
サターンVの打上げを表現した
3Dの表紙が美しいリングノ
ートです。

３Ｄリングノート
[月面歩行]
月面に立つ宇宙飛行士の３Dの
表紙が美しいリングノートです。

12星座メタリックノート
[星図]
少し大人な12星座が描かれた
キラキラかわいいB6サイズ
のノートです

はやぶさ２クリアファイル
[Touch Down]
はやぶさ２がRYUGUへタッ
チダウンした様子を表したクリ
アファイルです。

３Ｄリングノート
[太陽系]
太陽系惑星が美しい3Dの
リングノートです。

３Ｄリングノート
[地球と宇宙飛行士]
地球をバックにISSと宇宙飛
行士が漂う ３Dの表紙が美し
いリングノートです。

12星座メタリックノート
[イラスト]
かわいいイラストの12星座が
揃った、キラキラかわいいB6
サイズのノートです

はやぶさ２クリアファイル
[Reach Ryugu]
はやぶさ２がRYUGUへ到着した様子
を表したクリアファイル、裏面には、ミ
ッションの日付が記されていてはやぶさ
２の今までの動向が分かります。

はやぶさ２クリアファイル
[Re-entry Capsule]
はやぶさ２が地球へ帰還する様
子を表したクリアファイルです。

はやぶさクリアファイル
[最後の光跡]
任務を終えた「はやぶさ」が大
気圏に突入で輝く光跡となった
際の感動的な写真を使用したク
リアファイルです。

実験用航空機
クリアファイル
飛翔・MUPAL-α・BK117の情報が分かるクリアフ
ァイルです。

12星座メタリッククリアファイル
[イラスト]
キラキラ光る星座イラストがか
わいいメタリック仕様のクリア
ファイルです。

天体クリアファイルシリーズ
[銀河のばら]
アンドロメダ座にあるArp273
は、地球からおよそ3億光年の距離
にあり、その姿は「銀河のバラ」
の様な姿をしています。

天体クリアファイルシリーズ
[土星]
カッシーニ探査機が撮影した土星
とその主な衛星のモンタージュ
画像でデザインされたクリア
ファイルです。

H-IIA 打上げ実績
クリアファイル
H-2Aの打ち上げの歴史が分
かるクリアファイルです

12星座メタリッククリアファイル
[星図]
キラキラ光る星図がかわいいメ
タリック仕様のクリアファイル
です。

天体クリアファイルシリーズ
[ブラックホール]
史上初、ブラックホールを姿を
捉えた画像を使用したクリアフ
ァイルです。

天体クリアファイルシリーズ
[大理石の木星]
ＮＡＳＡのジュノー探査機が送って
きた木星全体の美しい画像です。
ＮＡＳＡはこのすばらしい画像を
「大理石の木星」と名付けました。

天体クリアファイルシリーズ
[月]
ＮＡＳＡの月探査機ルナ—・リコネッサンス
・オービター（ＬＲＯ）の観測データか
ら作成された月の表側の地図をメインにデ
ザインされたクリアファイルです。

天体クリアファイルシリーズ
[火星]
NASAの火星探査機バイキング
・オービターの観測画像から合成
された火星の全球画像がデザイン
されたクリアファイルです。

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A4 [惑星柄]
惑星柄は一番手前に太陽系惑星があり、次が軌道
、そして背景には星座一杯の星空が描かれた、奥
行きを感じるデザインに仕上がっています。 ま
た3ポケットで重ねると絵柄が変化します

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A4 [天文学者の部屋柄]
18世紀頃の天文学者の部屋を
イメージ。3ポケットで重ねる
と絵柄が変化します

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A5 [星座柄]
一年で一番夜空が賑やかな冬の南天
の空(2月20日20時)をモチー
フにしたデザインです。星の配置の
勉強にもなるクリアファイルです。

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A5 [宵の町並柄]
夜の帳が下りはじめる宵の口。人々
の暮らしがある街並みが温かみのあ
るデザインされ、重なり合って奥行
きを感じるクリアフォルダーです。

イプシロンクリアフォルダ
（多層式）
書類を分けて挟み込める、多層
タイプのフォルダです。書類を
挟む場所によって絵柄が変化し
ます。

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A4 [星座柄]
一年で一番夜空が賑やかな冬の南天
の空(2月20日20時)をモチー
フにしたデザインです。星の配置の
勉強にもなるクリアファイルです。

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A4 [宵の町並柄]
夜の帳が下りはじめる宵の口。人々
の暮らしがある街並みが温かみのあ
るデザインされ、重なり合って奥行
きを感じるクリアフォルダーです。

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A5 [天文学者の部屋柄]
18世紀頃の天文学者の部屋を
イメージ。3ポケットで重ねる
と絵柄が変化します

スターパーティー3Pクリアフォルダ
A5 [惑星柄]
惑星柄は一番手前に太陽系惑星があり、次が軌道
そして背景には星座一杯の星空が描かれた、奥
行きを感じるデザインに仕上がっています。 ま
た3ポケットで重ねると絵柄が変化します

日本の歴代ロケット定規

３Ｄ宇宙定規

最新ロケット「H-Ⅲ」まで描
かれた、日本のロケットの歴史
がわかる定規です。

天体定規

太陽系惑星のデータが入った3
Dビジュアルの定規です。

月齢定規
太陽系系惑星や宇宙の大きさが
わかる天体の定規です。

スターパーティー付箋
[星座柄]
ちょっとしたメモや小さな手紙の変わ
りに便利でかわいい付箋です。台紙は
二つ折りになっているのでスケジュー
ル手帳などに挟んで使う事も出来ます

スターパーティー付箋
[天文学者の部屋柄]
ちょっとしたメモや小さな手紙の変わ
りに便利でかわいい付箋です。台紙は
二つ折りになっているのでスケジュー
ル手帳などに挟んで使う事も出来ます

パノラマ12星座メモ帳
12星座が描かれた
パタパタメモ帳

月の満ち欠けと月探査の歴史が
わかる月齢定規です。

スターパーティー付箋
[宵の町並柄]
ちょっとしたメモや小さな手紙の変わ
りに便利でかわいい付箋です。台紙は
二つ折りになっているのでスケジュー
ル手帳などに挟んで使う事も出来ます

ソーラーシステムメモパッド
惑星をモチーフにした、4絵柄
入りのメモパッドです。

スターパーティーメモ帳
[惑星柄]
使い方によって選べるﾒﾓ帳オ
シャレな4柄。全て罫線がない
のでメモ帳の他にも、カードや
お手紙など使い方はあなた次第

スターパーティーメモ帳
[星座柄]
使い方によって選べるﾒﾓ帳オ
シャレな4柄。全て罫線がない
のでメモ帳の他にも、カードや
お手紙など使い方はあなた次第

スターパーティーメモ帳
[天文学者の部屋柄]
使い方によって選べるﾒﾓ帳オ
シャレな4柄。全て罫線がない
のでメモ帳の他にも、カードや
お手紙など使い方はあなた次第

はやぶさ２ポストカード
[Reach Ryugu]
はやぶさ２がリュウグウへ到着
する姿を描いたポストカードです。
イラスト池下章裕氏

はやぶさ２ポストカード
[Re-entry Capsule]
はやぶさ２がカプセルを地球へ
放出する姿を描いたポストカー
ドです。イラスト池下章裕氏

スターパーティーレターセット
[月の景色柄]
窓付きの封筒から中に入れた便
箋の星の柄を楽しめるレターセ
ット 月の景色柄

スターパーティーメモ帳
[宵の町並柄]
使い方によって選べるﾒﾓ帳オ
シャレな4柄。全て罫線がない
のでメモ帳の他にも、カードや
お手紙など使い方はあなた次第

はやぶさ２ポストカード
[Departure]
はやぶさ２が地球より旅立つ姿
を描いたポストカードです。
イラスト池下章裕氏

はやぶさ２ポストカード
[Touch Down]
はやぶさ２がリュウグウへタッ
チダウンする姿を描いたポスト
カードです。イラスト池下章裕氏

スターパーティーレターセット
[惑星柄]
窓付きの封筒から中に入れた便
箋の星の柄を楽しめるレターセ
ット 惑星柄

スターパーティーレターセット
[スターパーティー柄]
窓付きの封筒から中に入れた便
箋の星の柄を楽しめるレターセ
ット スターパーティー柄

宙の栞 [オリオン座]
本の間からのぞく星座が
かわいい栞です

宙の栞 [北斗七星]
本の間からのぞく星座が
かわいい栞です

エッチングクリップス
（オリオン座）
高級感のあるエッチングクリッ
プス、クリップとして使うと、
オリオン座が浮き出て見えます。

エッチングクリップス
（天球儀）
高級感のあるエッチングクリッ
プス、アンティーク風の天球儀
をもとにデザイン、北斗七星が
アクセント。

はやぶさ２
Mission ステッカー
はやぶさ２旅立ちから帰還ミッ
ションに至るまでのミッション
マークシールです。

宙の栞 [はくちょう座]
本の間からのぞく星座が
かわいい栞です

宙の栞 [すばる]
本の間からのぞく星座が
かわいい栞です

エッチングクリップス
（天体望遠鏡）
高級感のあるエッチングクリッ
プス、大きな天体望遠鏡も、
小さくコンパクトにデフォルメ

エッチングクリップス
（流れ星）
高級感のあるエッチングクリッ
プス、流れ星の輝きを繊細な透
かしで表現。

うちゅうであそぼう
シールブック
シールをペタペタ！はってはが
して！くりかえしあそべる！

全天星座マイクロクリーナー
全天星座が印刷されたマイクロ
クリーナー。夜空の星座を確か
めながらレンズなどの細かい汚
れをきれいに拭き取れます。

水素エネルギーロケット
学研、12年ぶりの復刊第1号「水素エネルギーロ
ケット」脱炭素社会実現のために注目されている次
世代エネルギー“水素”をテーマとした、大人でも
びっくりするような本格実験を楽しめます。

グローブパズルキーリング
[トランスルーセント]
地球をモチーフにした立体パズルです。
全24ピースで接着は不要です。 付
付属のパーツとリングを使えば完成後に
キーリングとして使用して頂けます。

ムーンボール
（4色アソートBOX入り）
超跳ねる,無重力ボール！！
ムーンボール。あなたのパワーで
月を浮かべてみて下さい
4色アソートディスプレイBOX入りバージョン

光るレインボー
ＵＦＯバスボール
レモンの香り 頭を押すと3パ
ターンに光り方が変わります。

オーラルピース
ISS搭載モデル
オーラルピースは、九州大学の菌で菌を制す乳酸菌
バイオテクノロジー研究から産学官で発明。
2021年11月JAXAにより国際宇宙ステーション（ISS）
の搭載品として正式選定され、2022年秋ごろISSに搭載予定です。

フライトタグ [H３]
整備中の航空機に取り付ける安全確認用
のリボンを模したフライトタグキーホル
ダーが新登場 ロケットの細かいディテ
ィールまで綺麗に再現されています。

ムーンボール
（NASA）
超跳ねる,無重力ボール！！
ムーンボール。あなたのパワーで
月を浮かべてみて下さい
NASAアポロバージョン

ムーンボール
（4色アソートシュリンクパック）
超跳ねる,無重力ボール！！ムーン
ボール。あなたのパワーで月を浮か
べてみて下さい 4色アソート触っ
て実感シュリンクバージョン

スペースシップ
ステープラー
ロケット切り離しをイメージし
た宇宙船のステープラー

アストロノート
ステープラー
月面に座り込むアストロノーツ
のステープラー

レジンマスコット
お立ちNYASA
レジンで作ったNYASAのマ
スコット。小さいながらも存在
はピカイチ。ハンドメイドで作
っています。

キャニスター缶
NYASA

レジンマスコット
おすわりNYASA
レジンで作ったNYASAのマ
スコット。小さいながらも存在
はピカイチ。ハンドメイドで作
っています。

ニコイチポーチ
NYASA
ポーチが2個くっついた”ニコ
イチポーチ”！ポケットティッ
シュも入れられる機能性抜群な
ポーチです。

スクエアメモパッド
NYASA

手にすっぽりおさまるサイズが可愛
いキャニスター缶。コーヒー豆やお
菓子の保存缶として使うのはもちろ
ん、プチインテリアとしても◎

可愛いデザインが4柄入った
メモパッド。

マスキングテープ
アートなNYASA（2個セット）

マスキングテープ
いろいろNYASA（2個セット）

2個セットになったマスキング
テープ。NYASAの様々なデ
ザインやポーズが楽しめます。

2個セットになったマスキング
テープ。NYASAの様々なデ
ザインやポーズが楽しめます。

ボールペン
ゴールドNYASA
なめらかな書き心地のボールペ
ン。日本製で見た目もオシャレ
です。

ボールペン
寝転がりNYASA
なめらかな書き心地のボールペ
ン。日本製で見た目もオシャレ
です。

箸置き
NYASA

スマホスタンド
NYASA
お座りポーズのNYASAの箸
置き。食卓を可愛く彩ります。

リラックマぬいぐるみJAXAブルースーツ
[リラックマ]
JAXAのブルースーツを着て
いるリラックマのぬいぐるみで
す。手にH-ⅡAロケットを持
っています。

リラックマぶらさげぬいぐるみJAXAブルースーツ
[リラックマ]
JAXAのブルースーツを着て
いるリラックマの小型ぬいぐる
みです。カバンに付けてカワイ
イ&宇宙度UP！！

こてつくんぬいぐるみ
Ｓこてつ
主人公こてつ 通常バージョン パイロット科
好きな食べ物は、グミ、レモンソーダ、焼肉。明るく
てまじめ。少し、おくびょう。宇宙マンガを描いて
いたおじいちゃんの影響で、宇宙を目指す。

こてつくんぬいぐるみ
Ｓニコ
ニコ パイロット科 好きな食べ物は、
いちご、スイーツ。ちょっとクールなクラ
ストップのエリート。実は純粋で子供っぽ
さを持っていて、かわいいものがすき。

NYASAが月面を覗き込んで
いるスマホスタンド。デスクに
ちょこんといるだけでとても可
愛い??

リラックマぬいぐるみJAXAブルースーツ
[コリラックマ]
JAXAのブルースーツを着て
いるコリラックマのぬいぐるみ
です。手にH-ⅡAロケットを
持っています。

リラックマぶらさげぬいぐるみJAXAブルースーツ
[コリラックマ]
JAXAのブルースーツを着て
いるコリラックマの小型ぬいぐ
るみです。カバンに付けてカワ
イイ&宇宙度UP！！

こてつくんぬいぐるみ
Ｓこてつオレンジスーツ
主人公こてつ オレンジスーツバージョン パイロッ
ト科 好きな食べ物は、グミ、レモンソーダ、焼肉。
明るくてまじめ。少し、おくびょう。宇宙マンガを描
いていたおじいちゃんの影響で、宇宙を目指す。

こてつくんぬいぐるみ
Ｓおたま
おたま 好きな食べ物は、キャビア
自信過剰で向こう見ず。チャレン
ジ精神がつよい。言葉はなまってい
るが、本人は標準語のつもり。

こてつくん
ちょっこりさん こてつ
主人公こてつ 通常バージョン
パイロット科 ちょっこりか
わいい小さなぬいぐるみ

こてつくん
ちょっこりさん ルー
ルー 好きな食べ物は、牛乳、
ビスケット、ぱん。大きいけれ
ど、神経質で綺麗好き。

こてつくん
ちょっこりさん ニコ
ニコ パイロット科 好きな
食べ物は、いちご、スイーツ。

フライトタグ
[H-IIA]
整備中の航空機に取り付ける安全確認用
のリボンを模したフライトタグキーホル
ダーが新登場 ロケットの細かいディテ
ィールまで綺麗に再現されています。

フライトタグ
[はやぶさ２]
整備中の航空機に取り付ける安全確認用
のリボンを模したフライトタグキーホル
ダーが新登場 はやぶさ２の細かいディ
ティールまで綺麗に再現されています。

こてつくん
ちょっこりさん こてつオレンジスーツ
主人公こてつ オレンジスーツ
バージョン パイロット科
ちょっこりかわいい小さな
ぬいぐるみ

こてつくん
ちょっこりさん おたま
おたま 好きな食べ物は、
キャビア。

こてつくん
ちょっこりさん ひかる
ひかる 好きな食べ物は、食べ
られれば何でも。

フライトタグ
[H-IIB]
整備中の航空機に取り付ける安全確認用
のリボンを模したフライトタグキーホル
ダーが新登場 ロケットの細かいディテ
ィールまで綺麗に再現されています。

パーミルロケットキーチェーン
[シルバー]
衛星の部品と同じ素材で、職人が
一つ一つ削り出しで作成しました
細部にまでこだわった日本の匠
の技を感じられる商品です

パーミルロケットキーチェーン
[ブルー]
衛星の部品と同じ素材で、職人が
一つ一つ削り出しで作成しました
細部にまでこだわった日本の匠
の技を感じられる商品です

パーミルロケットキーチェーン
[オレンジ]
衛星の部品と同じ素材で、職人が
一つ一つ削り出しで作成しました
細部にまでこだわった日本の匠
の技を感じられる商品です

宇宙飛行士キーライト
[ブルー]
胸のボタンを押すとヘルメット
から光を放つ宇宙飛行士型のL
EDライトです。

宇宙飛行士キーライト
[ピンク]
胸のボタンを押すとヘルメット
から光を放つ宇宙飛行士型のL
EDライトです。

スペースシャトルキーライト
[イエロー]
裏面のボタンを押すと噴射口か
ら光を放つスペースシャトル型
のLEDライトです。

パーミルロケットキーチェーン
[ゴールド]
衛星の部品と同じ素材で、職人が
一つ一つ削り出しで作成しました
細部にまでこだわった日本の匠
の技を感じられる商品です

パーミルロケットキーチェーン
[グリーン]
衛星の部品と同じ素材で、職人が
一つ一つ削り出しで作成しました
細部にまでこだわった日本の匠
の技を感じられる商品です

宇宙飛行士キーライト
[イエロー]
胸のボタンを押すとヘルメット
から光を放つ宇宙飛行士型のL
EDライトです。

スペースシャトルキーライト
[ブルー]
裏面のボタンを押すと噴射口か
ら光を放つスペースシャトル型
のLEDライトです。

スペースシャトルキーライト
[ピンク]
裏面のボタンを押すと噴射口か
ら光を放つスペースシャトル型
のLEDライトです。

プロジェクターロケット
キーホルダー [地球]
カラフルなデザインのロケット
から地球が映し出されるキーホ
ルダーです。

プロジェクターロケット
キーホルダー [銀河]
カラフルなデザインのロケット
から銀河が映し出されるキーホ
ルダーです。

グローブパズル
キーリング [プラネタリウム]
地球をモチーフにした立体パズルです。
全24ピースで接着は不要です。
付属のパーツとリングを使えば完成後に
キーリングとして使用して頂けます。

はやぶさ2
根付ストラップ
はやぶさ２のマスコットが付い
た根付ストラップです。

イプシロンロケット
根付ストラップ
イプシロンロケットのマスコット
が付いた根付ストラップです。

プロジェクターロケット
キーホルダー [月]
カラフルなデザインのロケット
から月が映し出されるキーホル
ダーです。

グローブパズル
キーリング [ブルー]
地球をモチーフにした立体パズルです。
全24ピースで接着は不要です。
付属のパーツとリングを使えば完成後に
キーリングとして使用して頂けます。

エイリアンキーチェーン
(蓄光)
かわいいエイリアンのキーチェ
ーン。蓄光性のため暗い場所で
光ります。

H-3ロケット
根付ストラップ
Ｈ３ロケット試験機１号機
(TF1)H3-22S型をモチーフ
にした制作した根付ストラッ
プです。

星に願いを
（隕石のお守り）
本物の隕石入り！！ 星のかけ
らに願いを込めて

ステンドグラススター
ストラップ
星型のステンドグラス風のかわ
いいキーホルダーです。

UVチェッカーストラップ
[ブルー]
紫外線の強さで色が変わる不思
議なビーズです。

UVチェッカーブレスレット
[ブルー]
紫外線の強さを腕に巻いて計れ
るブレスレットです。

テレビストーンチャーム
[イエロー]
文字が浮き出て見える、不思議
な石の付いたストラップです。

テレビストーンチャーム
[ブルー]
文字が浮き出て見える、不思議
な石の付いたストラップです。

UVチェッカーストラップ
[ピンク]
紫外線の強さで色が変わる不思
議なビーズです。

UVチェッカーブレスレット
[ピンク]
紫外線の強さを腕に巻いて計れ
るブレスレットです。

テレビストーンチャーム
[ホワイト]
文字が浮き出て見える、不思議
な石の付いたストラップです。

テレビストーンチャーム
[ピンク]
文字が浮き出て見える、不思議
な石の付いたストラップです。

3D地球儀パズル
(240ピース)ブルーアース2
人工衛星からの観測データを基
にした地勢型地球儀です 専用
スタンド付きで回せて楽しめます

3D球体パズル(60ピース)
地球儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

3D球体パズル(60ピース)
水星儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

3D球体パズル(60ピース)
金星儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

グレート宇宙パズル2
(300ピース)
宇宙飛行士試験にも採用された真っ白
なパズル。300ピースのパズルを完
成させるには相当な忍耐力だけでなく
記憶力や集中力も試されます。

宇宙パズル
(99ピース)
宇宙飛行士試験にも採用された
真っ白なパズル。根気と忍耐力
が試されます。

3D球体パズル(60ピース)
月球儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

3D球体パズル(60ピース)
木星儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

3D球体パズル(60ピース)
火星儀 袋入り
月や惑星の地名が細かく再現さ
れた球体パズルです

宇宙パズル
(204ピース/ハイパー)
宇宙飛行士試験にも採用された
真っ白なパズル。根気と忍耐力
が試されます。

ホワイトパズル
L (上級）104ピース A4版
宇宙飛行士試験にも採用された真っ白
なパズル。難易度が異なるピースを揃
えていますので宇宙飛行士試験ワーク
ショップにお使いいただけます。

ホワイトパズル
M (中級）70ピース B5版
宇宙飛行士試験にも採用された真っ白
なパズル。難易度が異なるピースを揃
えていますので宇宙飛行士試験ワーク
ショップにお使いいただけます。

世界最小1000ピースパズル
小惑星探査機はやぶさ2
世界最小ジグソーパズル
1000ピースではやぶさ２
が登場

科学チャイルドパズル
[太陽系]
子供向けの大きめなパズル。
太陽系の惑星や衛星が並んでい
ます。

トミカプレミアム
[はやぶさ２] 復刻版
２０２０年１２月６日帰還
はやぶさ２トミカプレミアムが
復刻登場

JAXA新型ドーリー
プルバック
ロケットを載せた移動発射台を
組立棟から射点まで運ぶ多重輪
式の車両です。

ホワイトパズル
S（初級）40ピース A5版]
宇宙飛行士試験にも採用された真っ白
なパズル。難易度が異なるピースを揃
えていますので宇宙飛行士試験ワーク
ショップにお使いいただけます。

科学ﾁｬｲﾙﾄﾞﾊﾟｽﾞﾙ
[はやぶさ2のぼうけん]
子供向けの大きめなパズル。
ピースをめくると下には、はや
ぶさ２の情報が載っています。

トミカプレミアム
[ルナクルーザー]
JAXAとTOYOTA自動車
が共同研究中の未来のクルマ
ルナクルーザーがトミカプレミ
アムで登場

H-ⅡAプルバック
[Lift Off 機能付き]
発射台がプルバックカーになってい
ます。後ろについたボタンを押すと
、H-2AがリフトOFF 価格
・JANコード変更になります。

はやぶさ２キューブ
キューブを展開してはやぶさ２
のミッションを追体験！

コスモキューブ

木製立体パズル

惑星キューブから星が出現！お
どろきのキューブです。

IQ Test Puzzle
[Black]

天然木から削り出した温もりあ
ふれる木製立体パズル

IQ Test Puzzle
[Red]

ドイツからやってきた脳トレトイ。
あなたはバラバラの状態から
立方体にもどすことが出来る
かな？

黄金発見

ドイツからやってきた脳トレトイ。
あなたはバラバラの状態から
立方体にもどすことが出来る
かな？

水晶発見
専用シャベルで掘ってパワース
トーンを手に入れよう！どんな
石かは掘ってからのお楽しみ。
大当たりなら「金」の粒が…！

学研の図鑑ライブ
鉱物発見
学研の大人気図鑑、「学研図鑑
LIVE・岩石・化石」が宝物
発見シリーズとして登場

国旗おりづる
鶴の形に折ると国旗柄の鶴が出
来上がります。24カ国×2枚
=48枚入り

専用のスプーンで様々なクリス
タルを掘り起こそう！全種集め
たらクリスタルマスターだ。

ウォーターゲーム
[宇宙]
昔なつかしの輪投げゲーム
水の力で輪っかを入れてみよう！

ヒコーキおりがみ
11機のよく飛ぶヒコーキ！
3種類のMEGAサイズな
紙ヒコーキも折れるよ。

星座トランプ
四季ごとの美しい星座が詳しく
解説されているトランプ。楽し
く遊びながら星座を覚えられます。

H-IIBロケット
ラバーマグネット
こうのとりを運ぶH-2Bロケ
ットが細部まで再現されたラバ
ーマグネットです。

H3ロケット
ラバーマグネット
H3ロケット試験機1号機（TF1)
H3-22S型の細部まで再現した半
立体のラバーマグネット。強力ネオジ
ム磁石が埋め込まれています。

クリスタルマグネット
EARTH [ASIA]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 宇宙
から見たアジア

クリスタルマグネット
[MOON]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 月

こうのとり
ラバーマグネット
こうのとりが細部まで再現され
たラバーマグネットです。

はやぶさ２
ラバーマグネット
はやぶさ２が細部まで再現され
たラバーマグネットです。

アストロノート
マグネットセット
ちょっとリアルな宇宙飛行士の
マグネット（3個セット）

クリスタルマグネット
EARTH [EUROPE]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 宇宙
から見たヨーロッパ

クリスタルマグネット
[JUPITER]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 木星

クリスタルマグネット
[SUN]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 太陽

クリスタルマグネット
[EARTH＆MOON]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 地球と月

セラミック星座マグカップ
[ネイビー]
浮かび上がる様に現れている
12星座が、夜空に浮かぶ星の様
でとても美しいです。持ち手は
お月様になっています。

はやぶさ2 Touch Down
マグカップ
はやぶさ２がリュウグウへタッ
チダウンした写真を用いたマグ
カップです。

日本の歴代ロケット
マグカップ
L（ラムダ）ロケットから続く
日本の歴代ロケットがプリント
された見応えのあるマグカップ
です。

クリスタルマグネット
[SATURN]
さまざまな惑星をガラスに閉じ
込めたマグネットです 土星

セラミック星座マグカップ
[イエロー]
黄色は、光に照らすといくつかの星が透けて明るく光ります。蛍手という技法に
より、職人が一点一点透かし彫りを施した上に透明釉をかけて焼き上げています
。青は星が光りませんが、浮かび上がる様に現れている十二星座が、夜空に浮か
ぶ星の様でとても美しいです。持ち手はいずれもお月様になっています。

はやぶさ２
Come Back to Earth マグカップ
はやぶさ２がカプセルを放出し
たイメージをプリントしたマグ
カップです。

歴代衛星マグカップ
歴代の人工衛星のイラストが印
刷されたマグカップです。

夜光星座マグカップ
暗いところで星座が光る蓄光加
工のマグカップです。 スター
ウォッチングにも役立ちます

夜光星座グラス
暗いところで星座が光る蓄光加
工のグラスです。

アストロノート
メガネスタンド ミニ
メガネを持った宇宙飛行士がモ
チーフのミニサイズのメガネス
タンド

アストロノート
スマホスタンド
背面にある台座にスマートフォンを置
くことが出来るとてもユニークな卓上
スタンドです。一定の重量を持つため
、机上での安定感もバツグン。

アストロノート
キーフック
宇宙遊泳を楽しむアストロノー
ツのマグネットキーフック

アストロノート
ルームランプ
月面を歩く宇宙飛行士のルーム
ランプです。

アストロノート
メモホルダー
宇宙飛行士が支える形のかわい
いメモホルダー

アストロノート
スマホストッパー
宇宙飛行士がスマホを倒さない
ように必死に支えます。

アストロノート
スマホスタンド ミニ
背中の吸盤でスマートフォンを
支えてくれるちょっとかわいい
携帯電話スタンドです。

アストロノート
ペンスタンド
宇宙飛行士がモチーフのペンス
タンドです。

アストロノートスマホスタンド
（スペースシップ）
宇宙遊泳するアストロノーツと
宇宙船のスマートフォンスタン
ドです。

アストロノート
ルームランプ（アストロノーツ＆プラネット）
宇宙遊泳するアストロノーツと
惑星のルームランプです。

プロジェクタードーム
[イエロー/月]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
[グリーン/天の川]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
[バイオレット/アンドロメダ]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
スターマップ [ブルー/南半球]
部屋で星座を映し出せるプロジェクター。
底面のスイッチを押すだけで、い
つでもプラネタリウムを楽しめます。
防滴仕様のため、お風呂場でもOK！

プロジェクタードーム
[ブルー/地球]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
[ネイビー/銀河]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
[ピンク/土星]
まるで宇宙遊泳にいるような気
分になれる、センサー式のプロ
ジェクターです。

プロジェクタードーム
スターマップ [ホワイト/北半球]
部屋で星座を映し出せるプロジェクター。
底面のスイッチを押すだけで、い
つでもプラネタリウムを楽しめます。
防滴仕様のため、お風呂場でもOK！

スペースプロジェクター
宇宙の写真全24枚！宇宙のこ
とを楽しく学習できる小冊子付き

３ＤムーンライトランプＢＫ
LEDライトで柄が立体的に浮
き出て本物の月みたい！！
USB充電ケーブルと台座が付属
します。

スペースバスパウダー
[スウィート]
宇宙飛行士が船外活動を終え船
内に戻ってきたとき、宇宙服か
ら独特の香りを感じるといいます。

マイプラネットバスパウダー
ヴィーナスイエロー
お湯の流動が見える、キラキラ
の惑星みたいな不思議なパウダ
ー 金星を表現 ヴィーナスイ
エロー

バスシャボン （スター）
おふろでシャボン玉と泡風呂の
両方が楽しめる

レインボム
[星/レモネードの香り]
レインボムをバスタブに入れる
と、シュワシュワとゆっくり溶
けながらカラフルな虹が現れま
す。 ベリーの香り

スペースバスパウダー
[フルーティー]
宇宙飛行士が船外活動を終え船
内に戻ってきたとき、宇宙服か
ら独特の香りを感じるといいます。

マイプラネットバスパウダー
ネプチューンブルー
お湯の流動が見える、キラキラ
の惑星みたいな不思議なパウダ
ー 地球を表現 ネプチューン
ブルー

マイプラネットバスパウダー
マーズピンク
お湯の流動が見える、キラキラ
の惑星みたいな不思議なパウダ
ー 火星を表現 マーズピンク

レインボム
[ロケット/アプリコットの香り]
レインボムをバスタブに入れる
と、シュワシュワとゆっくり溶
けながらカラフルな虹が現れま
す。 アプリコットの香り

グローブボール
(行政) [ブルー]
ビニール風船タイプの地球儀で
す。国名などの情報がしっかり
記載されているので勉強にも使
える優れモノ。

グローブボール
(行政) [クリア]
ビニール風船タイプの地球儀で
す。国名などの情報がしっかり
記載されているので勉強にも使
える優れモノ。

バウンドボール
好きな色で作ることができるバ
ウンドボールキットです。

バウンドねんど
ねんどなのにはずむ？不思議な
カラーねんどです。

プラバン
[日本のロケット]
昔懐かしいプラバン
日本のロケットバージョン

クリスタル作成キット
[2色アソート]
だれでも簡単にクリスタルを作
れる実験キットです。

全天星座傘
晴雨兼用 [折り畳み]
晴雨兼用にリニューアル
UV99.99％カット

ぬれないすな
サラサラなのに水中で固まる！？
とてもユニークな砂です。

プラバン [はやぶさ２]
昔懐かしいプラバン
はやぶさ２バージョン

ビーズスライミー
（4色アソート）
ふわふわ良く伸びる・膨らむ
発砲ビーズ入りスライミー

コロピカどろだんご
製作キット
ころがすほどピカピカに！
どろだんごをつくれるキットです。

カラフルコロピカどろだんご
製作キット
ころがすほどピカピカに！
カラフルなどろだんごがつくれる
3色の色こな入り

ステソスコープ ピンク
「音の世界」を探検する聴診器

星座早見盤for宙ｶﾞｰﾙ
ナチュラル
片手に収まる、持ち歩きやすい
ミニサイズの星座早見盤です。
裏には流星群情報やミニコラ
ムも付いています。

24種類の半貴石
世界の石コレクション
人気の天然石から珍しい石まで
を集めた貴重なコレクションで
す。特製スタンド付き。

触れる図鑑シリーズ
[紙ヒコーキ]
紙ヒコーキ滞空時間のギネス記
録保持者が監修した図鑑です。

ステソスコープ ブルー
「音の世界」を探検する聴診器

手作り天体望遠鏡
紙管を差し込み接着するだけで
カンタンに作れる望遠鏡。30
倍まで拡大可能です。

星座早見盤for宙ｶﾞｰﾙ
キャンプ
片手に収まる、持ち歩きやすい
ミニサイズの星座早見盤です。
裏には流星群情報やミニコラ
ムも付いています。

触れる図鑑シリーズ
[化石発掘]
あこがれの「化石発掘」を自宅
で簡単に楽しめます。何が出る
かはお楽しみ。

触れる図鑑シリーズ
[つかめる水]
水なのにつかめちゃう！？経験
した事の無い手触り！

触れる図鑑シリーズ
[一瞬で氷る水]
まるで魔法！さわった瞬間に水
が氷る！？

触れる図鑑シリーズ
[自動販売機]
作って遊べる！
自動販売機工作キット

触れる図鑑シリーズ
[天然石磨き 鉱物体験]
「宝石が出来るまで」が体験で
きるキット

ガリレオ温度計
[18㎝]
本品の基礎原理を発見したガリ
レオ・ガリレイにちなんで命名
された、室温に応じてウキが上
下する温度計です。

晴雨予報グラス
THE EARTH
お家で簡単に天気予報が出来ます。

触れる図鑑シリーズ
[食品サンプルを作るキット チョコミント]
おうちで簡単 職人体験キット
本物そっくりのチョコミント
アイスがつくれます。

触れる図鑑シリーズ
[クリスタルせっけん]
女の子に人気の宝石せっけん♪
体験教室をキット化しました。

ガリレオ温度計
[15㎝]
本品の基礎原理を発見したガリ
レオ・ガリレイにちなんで命名
された、室温に応じてウキが上
下する温度計です。

ガリレオ温度計
[24㎝]
本品の基礎原理を発見したガリ
レオ・ガリレイにちなんで命名
された、室温に応じてウキが上
下する温度計です。

ポケット宇宙図鑑
ハンディな大きさで、表紙に星
座早見盤が付いています

こども宇宙図鑑
新装版 銀河定規付き
小学生から楽しめる現代天文学
の入門書です B5版

JAXAといっしょに月探査
月面探査を最先端のAR技術で
遊びながら学べる絵本

はじめてのうちゅうえほん
宇宙って、こんなふうになって
るの！？ 惑星や星を楽しく学
ぶ絵本

うごかす！めくる！宇宙
仕掛けいっぱい40以上、子ど
もも大人も遊べます

ポーチ入り付箋
[NYASA]
ミニポーチに入っている5種類
の付箋 付箋を終わった後の
ポーチは小物入れに

こども天体観察図鑑
新装版 天体定規付き
小学生から楽しめる現代天文学
の入門書です B5版

はじめてのほしぞらえほん
星って、どのくらい遠くにある
の！？ 星空のふしぎを楽しく
学ぶ絵本

宇宙りょこうへでかけるえほん
無重力での暮らしを知って、頭
の中で宇宙旅行をしよう

収納ポーチ付きエコバッグ
[NYASA]
収納ポーチとバッグ本体が一体
型になった便利なエコバッグ

マルチホルダー付き６クリアファイル
[NYASA]
6つの収納ポケットがついた万
能クリアファイル

メラミンカップ
[NYALAXY]
軽くて丈夫！耐熱性に優れたメ
ラミン素材のカップ

トートバッグ
[NYALAXY]
ねこ×N○SAでおなじみの
NYASAが浮いています
大き目のサイズで使いやすい

ランチトートバッグ
[NYALAXY]
ランチタイムに大活躍のシンプ
ルボディ 使いやすいサイズです

マガジントートバッグ
[NYALAXY]
マチ無しのすっきりデザイン
雑誌やノートの持ち運びに便利
です。

おちびトートバッグ
[NYALAXY]
小さい小さいトートバック
おちびトートバック 文庫本や
財布などち小物を運ぶのに使え
ます。

三角ミニポーチ
[NYASA]
手のひらサイズのキュートな
三角ポーチ

トートバッグ
[SPACE NYASA]
ねこ×N○SAでおなじみの
NYASAが浮いています
大き目のサイズで使いやすい

ランチトートバッグ
[SPACE NYASA]
ランチタイムに大活躍のシンプ
ルボディ 使いやすいサイズです

マガジントートバッグ
[SPACE NYASA]
マチ無しのすっきりデザイン
雑誌やノートの持ち運びに便利
です。

おちびトートバッグ
[SPACE NYASA]
小さい小さいトートバック
おちびトートバック 文庫本や
財布などち小物を運ぶのに使え
ます。

ミトン型ハンカチタオル
[NYASA]
様々なシーンで役立つミトン型
のガーゼタオルです。

ガーゼパイルハンカチ
[SPACE NYASA]
やさしいパイル地のやわらかガ
ーゼ 水分を良く吸いとって
もやさしい肌触りです。

ふわふわガーゼハンカチセット
[NYASA]
昔ながらのガーゼを合わせた
ハンカチです。使うたびに肌に
なじんでいきます。

今治ハンカチタオル
[NYASA ネイビー]
今治タオルにNYASAが刺繍
されています。

蚊帳生地ふきん
月見 [NYASA]
蚊帳生地素材のふきんです。

ガーゼパイルハンカチ
[NYALAXY]
やさしいパイル地のやわらかガ
ーゼ 水分を良く吸いとって
もやさしい肌触りです。

ガーゼパイルハンカチ
[NYANDROID(ニャンドロイド)]
やさしいパイル地のやわらかガ
ーゼ 水分を良く吸いとって
もやさしい肌触りです。

ふわふわ手ぬぐい
[NYASA]
ガーゼ手ぬぐい 使うほどにや
わらかく肌になじんできます

今治ハンカチタオル
[NYASA アイボリー]
今治タオルにNYASAが刺繍
されています。

メタルスマートフォンリング
[NYASA]
キラキラ、ピカピカ！なメタル
素材のスマートフォンリング
さまざまなスマートフォンに使
えます。

宙ジュエリー
[オリオン座]
中央に三つ星が並んだ見つけや
すい星座です

宙ジュエリー
[はくちょう座]
はくちょうのくちばしにあたる
「アルビレオ」はトパース色と
サファイア色の星が並ぶ2重星。

宙ジュエリー
[みなみじゅうじ座]
全天88星座の中で最もちいさ
い星座です

宙ジュエリー
[すばる]
宝石箱の様にきらびやかな青白
い星の星団です

宙ジュエリー
[月面]
月はどの天体よりも地球に近く
にあります

宙ジュエリー
[カシオペア座]
北極星を見つける為に用いられ
る、一年中、北の空に輝く星座です

宙ジュエリー
[こと座とわし座]
織姫星「ベガ」と彦星「アルタ
イル」の間には天の川が流れて
います

宙ジュエリー
[北斗七星]
柄杓の形に似た最も親しまれて
いる星座です

宙ジュエリー
[Sooting Star]
流れ星は彗星が軌道に残してい
った小天体が地球の大気の分子
と衝突をして、プラズマ化した
ガスが発光する現象です

宙ジュエリー
[Saturn]
幅が25万kmの土星の環の
厚みはたったの10m～30m
程度です

泡箱Tシャツ
ネイビー S
泡箱実験装置によって観測された実
測データや計算式をプリントしたT
シャツです。このデザインはKEK
4号館壁面図を参考にしています。

泡箱Tシャツ
ネイビー L
泡箱実験装置によって観測された実
測データや計算式をプリントしたT
シャツです。このデザインはKEK
6号館壁面図を参考にしています。

[復刻版]KEKトートバッグ
ナチュラル
KEKを象徴する装置や筑波山
をデザインに取り入れたトート
バッグです。

泡箱デイリーバッグ
泡箱実験装置によって観測された実測
データをプリントした日常使いに丁度良い
お買い物バッグです。折り畳むこともで
きるのでエコバッグとしても使えます。

コッククロフト・ウォルトン型加速器
実験ノート グリーン
加速器の設計図を表紙にデザイ
ンした実験ノートです。

泡箱Tシャツ
ネイビー M
泡箱実験装置によって観測された実
測データや計算式をプリントしたT
シャツです。このデザインはKEK
5号館壁面図を参考にしています。

泡箱Tシャツ
ネイビー XL
泡箱実験装置によって観測された実
測データや計算式をプリントしたT
シャツです。このデザインはKEK
7号館壁面図を参考にしています。

[復刻版]KEKトートバッグ
ネイビー
KEKを象徴する装置や筑波山
をデザインに取り入れたトート
バッグです。

コッククロフト・ウォルトン型加速器
実験ノート ブルー
加速器の設計図を表紙にデザイ
ンした実験ノートです。

KEKロゴ ピンバッヂ
KEKのロゴをピンバッヂにし
ました。

ILC(国際リニアコライダー)
ピンバッヂ
加速器の中を移動する粒子を点
にしてILCをイメージしました。

素粒子物理学クリアファイル
[標準理論の素粒子たち]
素粒子物理学に関わるデザイン
をあしらったクリアファイルです。

ヒッグス君ラバーキーホルダー
[青]
ヒッ・・・グスンと泣いてる
素粒子キャラ「ヒッグス君」

元素ならべネコパーカー
[グレー](S)
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコパーカー
[グレー](L)
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

ILC(国際リニアコライダー)
ノート
ILCのイメージCGが表紙を
飾る横罫ノートです。

素粒子物理学クリアファイル
[ILC(国際リニアコライダー)]
素粒子物理学に関わるデザイン
をあしらったクリアファイルです。

生体構成元素
ブックマーカー
猫の構成元素をわかり易く記し
たブックマーカーです。

元素ならべネコパーカー
[グレー](M)
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコパーカー
[グレー](XL)
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコトートバッグ
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
杢グレー M
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
杢グレー XL
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
アイスグリーン Ｍ
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
アイスグリーン ＸＬ
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
杢グレー S
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
杢グレー L
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
アイスグリーン S
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

元素ならべネコTシャツ
アイスグリーン Ｌ
KEKにいる小さな動物たちと
様々な元素を表す記号をなら
べて言葉遊びをしてみました。

光のふしぎネコTシャツ
ブラック Ｓ
このTシャツでは表面で「回折
と干渉」、裏面で「反射と吸収」
を表現しています。

光のふしぎネコTシャツ
ブラック Ｍ
このTシャツでは表面で「回折
と干渉」、裏面で「反射と吸収」
を表現しています。

光のふしぎネコTシャツ
ブラック ＸＬ

光のふしぎネコTシャツ
ブラック Ｌ
このTシャツでは表面で「回折
と干渉」、裏面で「反射と吸収」
を表現しています。

結晶のかたち
ネコＴシャツ ブラック Ｓ

このTシャツでは表面で「回折
と干渉」、裏面で「反射と吸収」
を表現しています。

表面の左から単純立方格子、体
心立方格子、六方最密格子です。

結晶のかたち
ネコＴシャツ ブラック Ｍ

結晶のかたち
ネコＴシャツ ブラック Ｌ

表面の左から単純立方格子、体
心立方格子、六方最密格子です。

表面の左から単純立方格子、体
心立方格子、六方最密格子です。

結晶のかたち
ネコＴシャツ ブラック ＸＬ
表面の左から単純立方格子、体
心立方格子、六方最密格子です。

CP対称性の破れTシャツ
[ネイビー] (S)
2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林・益川両博士は、素粒子であるクォ
ークが7つあればCP対称性の破れがおきることを指摘しました。デザイン上に
ある数式は「CP対称性の破れ」を実証した実験、Bファクトリーにより作られ
たボトムクォークと反ボトム・クォークを観測したときの図が描かれています。

CP対称性の破れトートバッグ
[ネイビー]
2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林・益川両博士は、素粒子であるクォ
ークが6つあればCP対称性の破れがおきることを指摘しました。デザイン上に
ある数式は「CP対称性の破れ」を実証した実験、Bファクトリーにより作られ
たボトムクォークと反ボトム・クォークを観測したときの図が描かれています。

CP対称性の破れTシャツ
[ネイビー] (M)
2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林・益川両博士は、素粒子であるクォ
ークが8つあればCP対称性の破れがおきることを指摘しました。デザイン上に
ある数式は「CP対称性の破れ」を実証した実験、Bファクトリーにより作られ
たボトムクォークと反ボトム・クォークを観測したときの図が描かれています。

CP対称性の破れTシャツ
[ネイビー] (L)
2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林・益川両博士は、素粒子であるクォ
ークが9つあればCP対称性の破れがおきることを指摘しました。デザイン上に
ある数式は「CP対称性の破れ」を実証した実験、Bファクトリーにより作られ
たボトムクォークと反ボトム・クォークを観測したときの図が描かれています。

ILC(国際リニアコライダー)
トートバッグ [ブラック]
ILC国際リニアコライダーTシャツは世界中の物理学者が協力
して、地球上にたった1台だけ作ろうとしている次世代加速器。
描かれている数式は2008年ノーベル物理学賞を受賞した南部
陽一郎博士が提唱した「自発的対称性の破れ」を表すものです。

ILC(国際リニアコライダー)
Tシャツ [ブラック] (M)
ILC国際リニアコライダーTシャツは世界中の物理学者が協力
して、地球上にたった1台だけ作ろうとしている次世代加速器。
描かれている数式は2010年ノーベル物理学賞を受賞した南部
陽一郎博士が提唱した「自発的対称性の破れ」を表すものです。

ILC(国際リニアコライダー)
Tシャツ [ブラック] (XL)
ILC国際リニアコライダーTシャツは世界中の物理学者が協力
して、地球上にたった1台だけ作ろうとしている次世代加速器。
描かれている数式は2012年ノーベル物理学賞を受賞した南部
陽一郎博士が提唱した「自発的対称性の破れ」を表すものです。

しんかい6500プラモデル
SW01
海洋研究開発機構（JAMSTEC）の協力により、徹底した取材を行い開
発しました。「人を乗せて深海6,500mまで潜り、研究や調査をする」
という難しいミッションをこなす為の独特なスタイルや構造を、「360°
どこからでも見られる 精密模型」でじっくり観察することができます。

CP対称性の破れTシャツ
[ネイビー] (XL)
2008年ノーベル物理学賞を受賞した小林・益川両博士は、素粒子であるクォー
クが10つあればCP対称性の破れがおきることを指摘しました。デザイン上にあ
る数式は「CP対称性の破れ」を実証した実験、Bファクトリーにより作られたボ
トムクォークと反ボトム・クォークを観測したときの図が描かれています。

ILC(国際リニアコライダー)
Tシャツ [ブラック] (S)
ILC国際リニアコライダーTシャツは世界中の物理学者が協力
して、地球上にたった1台だけ作ろうとしている次世代加速器。
描かれている数式は2009年ノーベル物理学賞を受賞した南部
陽一郎博士が提唱した「自発的対称性の破れ」を表すものです。

ILC(国際リニアコライダー)
Tシャツ [ブラック] (L)
ILC国際リニアコライダーTシャツは世界中の物理学者が協力
して、地球上にたった1台だけ作ろうとしている次世代加速器。
描かれている数式は2011年ノーベル物理学賞を受賞した南部
陽一郎博士が提唱した「自発的対称性の破れ」を表すものです。

ラグランジアン方程式
ネックストラップ
この数式は、人類が100年掛かって
生み出した宇宙の全てを表していると
言われ、完成するまでには多数のノー
ベル賞が絡むとされています。

JAMSTEC
学習ノート
海洋研究開発機構（JAMSTEC）の地球深
部探査船「ちきゅう」と有人潜水調査船「しん
かい6500」で表紙を飾った横罫線のノート
です。中ページには解説も付いています。

JAMSTEC
クリアファイル [ちきゅう]
地球深部探査船「ちきゅう」の
解説付きクリアファイルです。

JAMSTEC
ピンバッヂ [しんかい6500]
有人潜水調査船
「しんかい6500」の
ピンバッヂです。

国立天文台クリアファイル
[アルマ天文台]
アルマ天文台を モチーフにし
たクリアファイル。 銀色素材
を使用し、 星が輝く美しい
仕様となっています。

JAMSTEC
クリアファイル [しんかい6500]
有人潜水調査船
「しんかい6500」の解説付き
クリアファイルです。

JAMSTEC
ピンバッヂ [ちきゅう]
地球深部探査船「ちきゅう」の
ピンバッヂです。

国立天文台クリアファイル
[すばる望遠鏡]
すばる望遠鏡を モチーフにし
たクリアファイル。 銀色素材
を使用し、 星が輝く美しい
仕様となっています。

