
20216 6人用 ¥45,100 （税別 ￥41,000）
26891 12人用 ¥67,100 （税別 ￥61,000）

26099 8人用 ¥64,900 （税別 ￥59,000）
26100 16人用 ¥89,760 （税別 ￥81,600）

●寸法／�×��㎝

形合わせ遊びも♪

テラスシューズロッカー・透明カバー

20221 6人用 ¥20,900 （税別 ￥19,000）
20133 8人用 ¥22,000 （税別 ￥20,000）

20134 16人用 ¥28,600 （税別 ￥26,000）
20135 12人用 ¥25,300 （税別 ￥23,000）

●材質／PVC
● g���＝用人�　g���＝用人� ／量質

��人用＝�.��㎏　��人用＝�.�㎏

劣化防止のため、常時直射日光に当たる場所での使用は
避けてください。
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テラスシューズロッカー

テラスシューズロッカー・90H

20054 �人用 ¥69,740（税別 ￥63,400）
）28758 ��人用 ¥95,700（税別 ￥87,000

転倒防止金具（平型）付き　
耐水性名札シール付き（のり付き、�×��㎝）
●材質／ 高耐候性ポリプロピレン（底面アジャスター付き）
●質量／テラスシューズロッカー：�人用＝��㎏　

　　　　　　　　　　　　　　  ��人用＝��㎏

ぴったり貼れる
耐水性シール
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����� カラーレインスタンド

フック
�� 個

カラーレインスタンド

30240 ¥37,400（税別￥34,000）

組立式　傘��本収納
レインウェアフック��個付き
●材質／本体＝スチール（焼付塗装・粉体塗装）

水受け皿＝ポリプロピレン
●質量／�㎏

無 鉛
塗 装�����

カラー傘立て・MM

カラー傘立て・MM
30241 ¥28,600（税別  ￥26,000）

組立式　傘��本収納
● ）装塗体粉（ルーチス＝体本 ／質材

水受け皿＝ポリプロピレン
●質量／�㎏

無 鉛
塗 装
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絵柄は両方向から見ても使えるようになっているため
玄関などにも適しています。

洗えるふわふわ吸水マット
30361 60×90㎝ ¥9,790（税別     ￥8,900）

（ ）30362 60×120㎝ ¥12,650 税別 ￥11,500

洗濯機可（ネット使用）　裏面すべり止め仕様
● 材質／ 表面＝ナイロン　裏面＝エステル基布
● ㎝�.�さ厚×��×��＝㎝��×�� ／法寸

��×���㎝＝��×���×厚さ�.�㎝
● 質量／ ��×��㎝＝���g　��×���㎝＝���g

裏面

��×��㎝�����

��×���㎝�����

特集

雨ニモマケズ　
風ニモマケナイ！

万能スタンド
（�台） ¥25,300（税別 ￥23,000）
30441 赤　30442 青　30443 黄

フック��個付き　耐荷重＝フック�個�㎏以内
●材質／ スチール（焼付塗装）
●寸法／折りたたみ時＝���×��×厚さ�.�㎝　　
●質量／�.�㎏（�台）
通園バッグ、雨具、手ふきタオルなどのハンガーとして、
幅広い利用ができる折りたたみ式整理スタンドです。
フックの先端には安全キャップが付いています。　

無 鉛
塗 装

折りたたみ式

����� 青

����� 赤

����� 黄

フック
�� 個

パネル・小
（凸凸）

パネル・小
（凹凸）

パネル・大

みんなでつくろう！トンネルパネル
60653 スタンダードセット ¥179,300 （税別 ￥163,000）

60652 ハーフセット ¥92,400 （税別 　￥84,000）

セット内容／スタンダードセット=パネル･大�、
パネル･小（凹凸）�、パネル･小（凸凸）�　
ハーフセット=パネル･大�、パネル･小（凹凸）�、
パネル･小（凸凸）�
●材質／ EVA発泡樹脂
●寸法／パネル・大=���.�×��.�×厚さ�.�㎝
●質量／スタンダードセット=約��.�㎏

ハーフセット=約��.�㎏
EVAスポンジ �����

ハーフセット

����� スタンダードセット

ハイハイブロックトンネル
70011 �ブロック組 ¥ 85,250 （税別    ￥77,500）
70012 �ブロック組 ¥163,020 （税別 ￥148,200）

ジョイント式　耐荷重��㎏（�ブロック）
カバーのみ洗濯機可（ネット使用）

�ブロック組（ピンク、イエロー、ブルー各�）
�ブロック組（ピンク、イエロー、ブルー各�）
組立ジョイント（�ブロックに�個付き）
●材質／フレーム＝スチール（AAS樹脂コーティング）

カバー＝ナイロン���％
クッション敷物＝ナイロン���％

（芯材＝ウレタンフォーム）
●質量／�.�㎏（�ブロック）
恐怖感がなく楽しくトンネルくぐりができる乳幼児用
室内遊具です。積み重ねて遊ぶことはできません。

各ブロックの
連結ジョイント

� ～� 歳
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����� �ブロック組

対象年齢
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1.9φ
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水で丸洗いできる
樹脂ブロー成型

交換用水受け皿（�枚） ¥ �,���（税別 ￥�,���）�����

転倒防止金具
（ネジ付き）

壁面

テラスや屋外でも安定し
て設置できるようアジャ
スターが付いています。

木調タイプ

木調タイプ

NEW

NEW

NEW

20217 6人用 ¥49,720 （税別 ￥45,200）
20055 12人用 ¥71,720 （税別

 

￥65,200）

テラスシューズロッカー・��H：�人用＝��kg
                                                                ��人用＝��kg
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補充用名札シール
（のり付き）���枚����� ¥ �,���（税別 ￥�,���）

それぞれの動物の前で園児を
整列させることもできます。



����� クリーム

����� ベージュ

丸洗いおあそびベンチ
（1台） ¥20,900（税別 ￥19,000）
10136 クリーム　10342 ベージュ

●材質／表地＝PVCレザー
芯材＝EVA発泡樹脂

●寸法／��×��×高さ��㎝
●質量／約�㎏

水洗いＯＫ！
プールまわりの休憩や、
トイレ前の履き替え等

に便利です。

軽くて持ち運びに便利な、取手のついたベンチです。

70
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20
65.5

17

スマイルベンチ・ミニ

79818 ブラウン ¥24,200（税別 ￥22,000）
70370 ベージュ ¥24,200（税別 ￥22,000）

耐荷重��㎏
●材質／高密度ポリエチレン　●質量／4㎏
高密度ポリエチレン製なので耐久性・耐候性・耐水性に
優れ、金具を使用していないのでサビず丈夫です。

3台まで
積み重ね収納可

水で丸洗いでき、耐候性に優れたベンチです。

写真は�台
スタッキング時です。

プールなどの水回りに

子どもが�人腰掛けられ、トイレ、シューズボックスの
前での履き替え等にも便利に使えます。

����� ブラウン

スマイルシューズラック・ミニ
20077 ¥36,080 （税別 ¥32,800）

●材質／高密度ポリエチレン　
●質量／��㎏
子どもの靴だけでなく、大人の靴や長靴も一緒に
収納できます。耐候性があり、水に強い材質なので
屋外での使用に最適です。

20

30 90

22 8628
16�����

スマイルシューズラック・ミニ

汚れたら水で丸洗いできます。

積み重ね可
（�段積み重ね例）

スマイルシューズラック・2
20120 ¥63,800（税別 ￥58,000）

転倒防止金具（L型）付き
連結金具付き　
●材質／高密度ポリエチレン
●質量／21.6㎏
高く積み重ねる時は付属の転倒防止金具を使用してくだ
さい。

積み重ね時に
連結金具を使い
固定できます。

20120　スマイルシューズラック・2

30 90

8628
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�����
スマイルシューズラック・�

積み重ね可
（ミニとの積み重ね例）

水遊び・わいわいセット
60708 18個組 ¥9,680（税別 ¥8,800）

収納カゴ付き
● ンレピロプリポ、脂樹SBA ／質材

収納カゴ＝ポリプロピレン
● ㎝�さ高×��×��＝イレトのルヒア ／法寸

収納カゴ＝��×��×高さ��.�㎝
●質量／�㎏（収納カゴ含む）

水遊びだけではなく、手先の運動発達支援
としてもご使用いただけます。

3歳～

シーホースポンプ

（ポンプ式）

アヒルのトレイ（プッシュ式） スイスイカメさん（ネジ式）

水遊び・わいわいセット�����

シーフレンズシャワー ヒヨコのタマゴ ゾウさんのシャワー（回転式）

大きさや表面の山形状が違う
のでストーンにより難易度が
変わります。

�����
のせのせストーン

（���個組）

のせのせストーン（270個組）
60659 ¥29,700（税別 ¥27,000）

手洗い可
セット内容／ �色（赤、青、橙、緑、紫、黄各��個）

遊び方ガイド、収納ケース付き
●材質／ストーン＝ポリプロピレン

収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／最小ストーン＝�×�.�×厚さ�㎝

最大ストーン＝�.�×�.�×厚さ�.�㎝
最長ストーン＝�.�×�.�×厚さ�.�㎝
収納ケース＝��×��×高さ��.�㎝

●質量／�.�㎏

1歳6ヶ月～

使用例（排水時）

水たまりプール

80110 直径2m ¥198,000（税別

 

¥180,000）

空気注入式
、トッキ修補、プンポ入注気空 ／容内トッセ

収納袋付き
● リポ ／質材 エステル（PVCコーティング）、

ポリエステル繊維
●質量／本体＝約��.�kg
●水容量／約�.�ｍ�（水深��㎝時）

プールのフチ部分は丈夫な
特殊空気構造で、腰を掛け
ても形がくずれません。

80110　水たまりプール

3.5φ27.5

200
204

15

20
145 排水口

（取手含む　　  ）

�����

水遊び時
� 名
利用可

たたんで小さく収納

ポンプですぐに空気が
入ります。

袋に入ります。

ソフトなEVA発泡樹脂製なので、
クッション性があり安全性が高まります。

水たまりプール用マット

80130 ¥33,000（税別 ¥30,000）

�枚組
●材質／ EVA発泡樹脂　 ●寸法／直径���×厚さ�㎝
●質量／約�㎏ EVAスポンジ

4分割できるので
コンパクトに
収納できます。

水の中でも
遊べます！

NEW

フチ部の幅が

20㎝あるので

フチに座って､

水遊びできます。

フチ部の高さが

15㎝と低いので、

低年齢児から

自由に出入りOK

プール底面と

フチ部はすべり止め

仕様で安全性に

配慮しています。

水たまりプール

落ち着いた無地の
ブラウンカラーで
木調の部屋にも
合います。

NEW ����� ベージュ

上面に腰を掛けて靴の履き替え
ベンチにすることもできます。

マスセットの
Instagramから
他の作例も見られます！

※チラシは 2021 年 5 月現在のものです。仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
また、社会情勢により、各種製品の納入遅延及び製造中止が発生する場合もございますので、予めご了承ください。

ご用命・お問い合わせは

〒121-8711   東京都足立区島根2-25-17   
TEL.03-3858-8111 （代表）
https://mass-set.co.jp/ 
YouTube ＆ Instagram
チャンネル登録・フォローお願いします。

梅雨が明けたら水遊び！梅雨が明けたら水遊び！


