
60329 \9,900（税別 \9,000）　　

色と形合わせ遊び

セット内容／だ円形、円形、六角形、五角形、四角形、
三日月形、星形A、星形B、三角形、ひし形各2、カップ20、

●材質／ ラバーウッド
●寸法／ ボード＝29.5×24×厚さ2㎝

カップ＝直径4.5×高さ2.5㎝
四角形（立方体）＝2.5×2.5×高さ2.5㎝

●質量／約1.2㎏
ピースは10種類×2個あります。

木製ひも通しセット･60ピース

セット内容／星形A、星形B、三日月形、だ円形、円形、五角形、
六角形、四角形、ひし形、三角形、ひも各6、収納木箱付き
●材質／ 木製ピース＝ラバーウッド

ひも＝ラバーウッド、ナイロン
収納木箱=ラバーウッド、MDF

●寸法／立方体＝2.5×2.5×高さ2.5㎝
収納木箱＝30×20×高さ6.6㎝

●質量／1.3㎏

木製ピースを並べて
顔やお花などを
作ることもできます。

60642 \9,900（税別 \9,000）　　

40083 \9,900（税別 \9,000）　　

どうぶつ平面＆立体パズル

セット内容／ウシ、キリン、ゾウ、ライオン、作例ガイド各1
収納木箱付き
●材質／ラバーウッド

収納木箱＝ラバーウッド、MDF
●寸法／パズル（平面時）＝27×17.5× 厚さ0.9㎝

ライオン（立体時）＝21×11.5× 高さ17.5㎝
収納木箱＝30×20×高さ6.5㎝

●質量／1.8㎏（収納木箱含む）

表面（平面）のパズルと、その裏面で
立体的に組み立てられるどうぶつ絵柄が
リンクしています。 パーツを差し込んで

立体的に組み立てられます。

60699 \9,680（税別 \8,800）　　

たくさん重ねてもクルクルできます。

スタックスピン（40個組）

材質／ABS樹脂
寸法／ 11×10.7×高さ7.4㎝

収納ケース＝38×27×高さ24.5㎝
質量／ 3.3㎏（収納ケース含む）

重ねたスタックスピンをフロアーにちりばめることで
多人数で遊べ、おともだちとのコミュニケーション
も広がります。

クル
クル

動画アリ

1歳6ヶ月～
対象年齢

●
●

●

60742

フレッシュサラダセット

●材質／ ポリプロピレン、ABS樹脂、非フタル酸系PVC
●寸法／ サラダボウル（大）＝直径15.4×高さ9.5㎝
●質量／1.3㎏

セット内容／サラダボウル（大）、トング各2、サラダボウル（小）、
キュウリ、ニンジン、トマト各8、パプリカ16、レタス24

\9,900（税別 \9,000）　　

3歳～
対象年齢

3歳～
対象年齢

動画アリ

無垢素材。
中に水が残らず
お手入れカンタン♪

トングで楽しくサラダを
取り分けられます。

40077 \13,970（税別 \12,700）　　
動画アリ

形合わせパズル・三角形

セット内容／三角形ブロック大8、三角形ブロック小16、
ガイドプレート6、作例プレート1　収納木箱付き
●材質／ 三角形ブロック＝ラバーウッド ガイドプレート・作例プレート=合板

収納木箱=ラバーウッド、MDF
●寸法／ 三角形ブロック大＝9.5×4.8×厚さ1.5㎝ ガイドプレート＝25×15×厚さ0.9㎝

収納木箱＝29×17.5×高さ10㎝
●質量／2.3㎏

大小2サイズの三角形だけで、様々な造形遊びができます。

60701 \16,280（税別 \14,800）　　

バラエティ・Dセット・60個組

● ABS樹脂、ポリプロピレン他 ／質材
収納ケース＝ポリプロピレン

●寸法／リンゴ＝6×5.5×高さ6.5㎝
ケーキ＝直径8.5×高さ6㎝
フォーク＝3.5×11.5×厚さ1.8㎝
収納ケース＝27×38×高さ24.5㎝

●質量／2.1kg
（収納ケース含む）

セット内容／だいこん、にんじん、じゃがいも、とうもろこし、
かぼちゃ、なす、はくさい、たまねぎ、キャベツ、ピーマン、
ブロッコリー、トマト、リンゴ、キウイ、イチゴ、レモン、
スイカ、パイナップル、バナナ、みかん、ぶどう、しいたけ、
たまご、ケーキ各2　スプーン、フォーク、ナイフ各4　
合計60個組　収納ケース付き

NEW ままごとトントン・

セット内容／138ピース︓胴体117、尾13、顔4、
カメの顔1、カタツムリ体1、タコ本体1、カメ体1　
収納ケース付き　イタリア製
●材質／ポリスチレン　ケース＝ポリプロピレン
● ㎝5.61さ高×5.11×5.01＝体本コタ ／法寸

胴体ピース＝直径5×高さ2.8㎝
●質量／3.8㎏（収納ケース含む）

作った動物はジョイント部が可動するので、
クネクネといろいろな形にして遊ぶ事ができます。

60591 \19,800（税別 \18,000）　　

つなげてモイモイわいわいセット
・138ピース

3歳～
対象年齢

3歳～
対象年齢

2歳～
対象年齢

2歳～
対象年齢

2歳～
対象年齢

タイ製ボード1　

67113 \15,950（税別 \14,500）　　

ミドルブロック（30個組）

収納ケース付き
● ンレチエリポ＝クッロブ ／質材

収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／収納ケース＝45×36×高さ24.5㎝
●質量／約3㎏

（収納ケースの色・仕様は変わる場合があります。）

年少児にも扱いやすい形状で、
動く乗物が作れる車輪パーツもセット、
ビッグな造形も可能です。

12.5㎝

3歳～
対象年齢

ナチュラルロッキーブロック

60711 \19,800

セット内容／40個組　作例カード、収納袋付き　
●材質／ ブナ材　収納袋=綿
●寸法／大1ピース=12.3×6.4×厚さ3.2㎝

中1ピース=5.2×5×厚さ3.4㎝
小1ピース=3.5×3.5×厚さ3.5㎝
収納袋=40×38㎝
●質量／3㎏（収納袋含む）

色々な形を組み合わせることで、
子ども達の想像力が広がります。作例カード付き。

（40個組）
2歳～

対象年齢

（税別 \18,000）　　

１２月の

プレゼント

特集



60333 \28,050（税別 \25,500）　　

着せ替えだっこ人形・6体セット

手洗い可
セット内容／人形6（男の子3、女の子3）、服、よだれかけ、パンツ、だっこヒモ各6、

●材質／ ポリエステル、ナイレックス、綿、他（中綿＝ポリエステル・化繊綿）
●寸法／ 人形＝25×10×高さ38㎝ ●質量／1体約200g

それぞれに服、よだれかけ、
パンツ、だっこヒモが付いて
います。オムツと哺乳びんも
各2個付いています。
人形の服やだっこヒモの
色や柄は変わる場合が
あります。

オムツ、哺乳びん各2　

人気商品

人形は丸洗いできます。

60700 \29,700（税別 \27,000）　　

ソフトブロック・パズル・
クリアカラー･70個組

セット内容／70個組　作例カード9枚　収納ケース付き
●材質／EVA樹脂　収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／収納ケース＝34×44×高さ28㎝
●質量／3.1㎏（収納ケース含む）

やわらかいので安全です。

60751 \29,700（税別 \27,000）　　

\16,500（税別 \15,000）　　

108ピース

先生用セット

68544 \24,200（税別 \22,000）　　

60706 \28,600（税別 \26,000）　　

ピタゴラスキューブ・園用セット

60705 \29,700（税別 \27,000）　　

13種類　108ピース入り　収納ケース付き
● 石磁、脂樹SBA ／質材 収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／立方体キューブ=3.3×3.3×高さ3.3㎝

車ベースパーツ=4.7×6.6×高さ2.2㎝
収納ケース=43.5×28.5×高さ24㎝

●質量／3.6㎏

子ども達の
「考える脳が育つ」
ブロックです。
角も丸く安心です。

1歳半の子どもの手より
少し小さいしっかりと握れるサイズ

カラフルなブロックで
楽しいモザイク遊び

3.3㎝

60449 \29,700（税別 \27,000）　　

44個組
やわらかままごとセット

●材質／ ままごと各種＝エラストマー
IHクッキングヒーター＝ポリエチレン
収納ケース＝ポリプロピレン

●寸法／ おわん＝直径8.7×高さ5㎝
IHクッキングヒーター＝23.5×17×高さ4.6㎝

●質量／3.5㎏（収納ケース含む）

セット内容／皿、おわん、マグカップ、コップ、スプーン、フォーク、
ナイフ、包丁各4、シチューパン、フライパン、まな板、フライ返し、
おたま、IHクッキングヒーター各2

やわらかく
割れにくいので、
安心して使用できます。

IHクッキングヒーターの
中に小物を収納できます。

サンタクロース衣裳セット

●材質／ 本体＝PVC スタンド=スチール
脚部パーツ＝ポリプロピレン

●寸法／本体＝直径60×高さ180㎝  
収納時＝直径約73×高さ10㎝ ●質量／約4㎏

折りたたみ式

（写真のデコレーションは変更になる場合があります。）

セット内容／帽子、上着、ズボン、ベルト、ひげ　
●材質／ポリエステル、綿、ボア（マジックテープ止め、

ドライクリーニングのみ可）
●寸法／上着＝胴回り約135×丈80㎝

（ズボン長さ100㎝、股下約74㎝、ウエスト87㎝）
●質量／700ｇ

ぺたんこにして
収納できます。

モデル
164cm

装飾とライトは
はじめから付いており、
カンタンに飾れます。

\30,800（税別 \28,000）　　

LEDフォールディングツリー

180㎝

\29,700（税別 \27,000）　　

クリスマスツリー・180cm

\20,900（税別 \19,000）　　

クリスマスツリー・150cm

電池ボックス付き　単3乾電池2本使用（別売）
LED球︓180㎝＝40球、150㎝＝30球　
●材質／PVC、スチール、他
●寸法／180㎝＝直径約80×高さ180㎝

150㎝＝直径約70×高さ150㎝
●質量／180㎝＝約3.5㎏　150㎝＝約2.5㎏

（写真のデコレーションは変更になる場合があります。）

スーピ0531 ／容内トッセ 作例カード7枚　収納ケース付き ポーランド製
●
● ㎝52.0さ厚×8.1×8.1=スーピ1 ／法寸

●質量／1.3㎏（収納ケース含む）

作例カードの図柄だけではなく、子ども達の
自由な発想で作品を作ることができます。

小さなピースであるため
集中力を高めたり、指先の
微細運動発達支援としても
ご使用いただけます。

立体的なブロック
遊びも♪

クロッキーブロックミニ・ファインアート

収納ケース＝40×29.5×高さ8㎝

材質／エラストマー樹脂　収納ケース＝ポリプロピレン

●材質／ポリプロピレン、ABS樹脂　
収納ケース＝ポリプロピレン
（寸法＝55×40.5×高さ32㎝）

●寸法／2つ穴ブロック＝5.4×2.6×高さ4㎝
ボール＝直径4.9㎝

●質量／6.5kg（収納ケース含む）

様々なコースで遊べます。

すべてのパーツを使用した作例

ビッグな車輪パーツや
人形パーツが付いており、
男の子も女の子も
楽しめます。

12.5㎝

（寸法＝59×41.5×高さ33㎝、質量＝1.4㎏）

メカマンブロック・ジャイアント・120個組

収納ケース付き
●材質／ブロック＝ポリエチレン（人形、タイヤ＝ポリスチレン）

収納ケース＝ポリプロピレン ●質量／4.6㎏（収納ケース含む）

《商標登録済》

コロコロコースター・
ダイナミック園用セット
（270個組）

動画アリ

15種類のパーツを使って、
基本のショートコースから、
ちょっとむずかしい
ロングコースまで

※チラシは2021年11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、あらかじめご了承ください。

ご用命・お問い合わせは

   YouTube ＆ Instagram
チャンネル登録・フォローお願いします。

〒121-8711  東京都足立区島根2-25-17
TEL.03-3858-8111（代表） https://mass-set.co.jp/ 
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3歳～
対象年齢

1歳6ヶ月～
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1歳6ヶ月～
対象年齢

電池ボックス付き　単3乾電池3本使用（別売）
LED球︓100球使用　リモートコントローラー付き
CR2025ボタン電池1個使用（テスト電池付き）


