
本体を上から押して離すと走り出し、
途中でコロンと回転します。

Push＆Goタイプのパンダとトラの
ミニカーセットです。

60597 ¥12,100（税別 ￥11,000 ）

セット内容／パンダ、トラ　各2
●材質／ミニカー本体＝ABS樹脂

タイヤ＝熱可塑性エラストマー
●寸法／12×8×高さ11㎝　
●質量／150g（1台）　600g（合計）

1歳6ヶ月～

トラの顔の絵柄の
パーティション！
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¥15,400（税別 ¥14,000）
60573 トラのしっぽ（1台） 　

●材質／EVA発泡樹脂
脚部＝ABS樹脂 ●質量／2㎏

EVAスポンジ

取り付けは
脚部にパネルを

84

約220

47 3

27φ

おひるね・プレイゾーンの仕切りに最適
軽量でソフトなEVAのパーティション

反対側がよく見えます。

パネル連結部

脚部ベースをつけると
角度をつけずまっすぐに
設置できます。

30380 5連 ¥84,700（税別 ￥77,000）

● 脂樹泡発AVE ／質材
丸窓＝ポリカーボネート

●質量／5連=約8.8㎏
2種類のどうぶつパネルのカラーは片面ピンク・片面ライト
ブルーのリバーシブル、パネルの下部にポリカーボネート製の
透明な丸窓がついているので、反対側にいる子どもの様子が
確認できます。

EVAスポンジ
折りたたみ式

折りたたみ時／
47×15×高さ84㎝

ソフトなEVA素材

ソフトで軽量なかわいいくまさんの掲示板

40073 ¥39,600（税別 ￥36,000）

脚部取付式
●材質／本体＝EVA発泡樹脂　

ホワイトボード＝ホーロースチール
●質量／約2.8㎏
EVAスポンジ

ホワイトボード部にはマグネットが
取り付けられます。

（マグネットは付属しません。）
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組み方を変えて、壁面につけても使えます。

テントウムシをモチーフにしたハイハイ遊具です。

分割してコンパクトに

（60×60×高さ50cm）

70300 ¥88,000（税別 ￥80,000）

● CVP系酸ルタフ非＝面表／質材
芯材＝ウレタンフォーム

●質量／7.4㎏
6ヶ月～3歳

70300　テントウムシのハイハイクッションマット

120
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やわらかミラー

シャカシャカシート

30033 ¥82,500（税別 ￥75,000）

数字プレート10枚付き ポーランド製
●材質／ポリプロピレン
●寸法／ 本体＝200×300×厚さ1㎝

数字プレート＝直径17×厚さ1㎝
● ㎏21＝体本 ／量質

数字プレート＝450g（10枚）

1～10個の斑点のてんとうむしと、

パンダ70194

赤70182

緑70183クマ70193脚部ベース（5個組）
¥8,800（税別¥8,000）

30381

運動遊び、抱き遊び、またいで乗ったりと
多目的に遊べる室内遊具です。

（1体）
¥21,450（税別 ￥19,500）

¥40,700（税別 ￥37,000）

70193 くま　70194 パンダ

70195 くま・パンダ2体組

耐荷重50㎏　表面カバーのみ洗濯機可（ネット使用）
●材質／表面＝ポリエステル65％、綿35％

インナー地＝ポリエステル100％
芯材＝ポリエチレンφ3㎜ビーズ

●寸法／1体＝直径30×長さ120㎝　
●質量／1体＝1.5㎏

（1体）
¥21,780（税別 ￥19,800）

70182 赤 70183 緑
¥41,800（税別 ￥38,000）70196 2体セット

表面カバーのみ洗濯機可（ネット使用）
●材質／ 表面＝綿100%　

●寸法／1体＝70×50×高さ40㎝　●質量／2.8㎏（1体）

クッション性に優れた芯材です。

付属の数字プレートで数あそびも楽しめます。

動画はこちら

くまさんのやわらかホワイトボード

やわらかいので
倒れても安心

見てさわって

窓付きアニマルパーティション

ローリングアニマル（4台組）

フリーローパーティション

収納できます。

裏側にはトラのしっぽ
が描かれています。

「60574 ブタのしっぽ」
 もあります。

テントウムシのハイハイクッションマット

楽しい工夫がいっぱい︕

てんとうむしのカーペット

テントウムシのやわらかクッション

アニマルゴロゴロ

どうぶつの製品特集
今年の干支であるトラをはじめ、
色々な動物を集めました♪

はさむだけです。

Push
Rolling

インナー地＝ポリエステル100%

脚部取付式



30374 140×180㎝ ¥26,400（税別 ￥24,000）

水洗い可
●材質／ 非フタル酸系PVC
● ㎝1さ厚×041×081 ／法寸
●質量／6.3㎏　

（寸法は、気温・湿度により多少

水が染み込まないのでサッと
拭き取れ清潔に保てます。

表面は強化ラミネート仕様。
鋭利なものを引っかけても
傷つきにくくなっています。

折りたたみ時／
140×60×厚さ3㎝

リバーシブルで
使えます。

どうぶつや太陽、月の
英単語が書いてあります。

観覧車に乗ったどうぶつをモチーフにしたサークルラグ

30418 ¥39,600（税別 ￥36,000）

手洗い可　裏面すべり止め仕様
● ンロイナ＝面表 ／質材 裏面＝NBR（合成ゴム）
● ㎝7.0さ厚×381径直 ／法寸 （パイル長0.4㎝）
●質量／3㎏

裏面すべり止め仕様

30375 ¥39,600（税別 ￥36,000）

手洗い可　裏面すべり止め仕様
●材質／ 表面＝ナイロン　裏面＝NBR（合成ゴム）
●寸法／183×183×厚さ0.7㎝（パイル長0.4㎝）
●質量／3.8㎏

チューリップ、アジサイ、ヒマワリ、
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お部屋をかわいくする
ニコニコどうぶつのラグです。

大きさもコンパクトタイプなので
狭いスペースにも設置できます。

園舎の壁面やフェンス等に取り付けるコンパクトな掲示板です。

名入れ・赤（1枚）
40030

名入れ・青（1枚）
40031

キャラクター（2枚組）40029

園の壁面やフェンスをかわいく演出できるレリーフパネルです。

A2サイズの大きさまで掲示できます。

40029 キャラクター（2枚組）¥26,400（税別 ￥24,000）

40030 名入れ・赤（1枚）¥14,300（税別 ￥13,000）

40031 名入れ・青（1枚）¥14,300（税別 ￥13,000）

取付け金具－式

●材質／本体パネル＝強化アクリル　裏面＝発泡PVC板
●寸法／42×42×厚さ約2.5㎝　●質量／約800g（1枚）
園名、園章、園児募集、注意喚起の看板等いろいろな利用
方法があります。
名入れパネルは名入れ代を含みます

（1枚につき1文字、書体は丸ゴシック体、色は白）。
1枚に2文字以上入れる場合や、園章等を入れる場合は
別途見積にて承ります。

《商標登録済》

40042 ¥71,500（税別 ￥65,000）

取付け金具－式　パックシート1枚
● ルリクア化強＝ルネパ体本 ／質材

裏面＝発泡PVC板　掲示面=ホワイトボード
掲示枠（ポスタークリップ）=アルミ

● ㎝2.3約さ厚×09×8.65=体本 ／法寸
掲示面=42×59.5㎝ パックシート=43×60.5㎝

●質量／5.5㎏

《商標登録済》

パックシート（1枚） 40075 ¥6,160（税別 ¥5,600）

付属のパックシートは防水仕様になっている
ため雨から掲示物を守ります。

60370 ¥39,600（税別 ￥36,000）

セット内容／はこぶね1、人形、ゾウ、トラ、ワニ、
クマ、ライオン、キリン、パンダ、カバ、ペンギン 各2
●材質／ABS樹脂
●寸法／ はこぶね＝34.5×21×高さ28㎝

ぞう＝8.5×9×高さ8㎝
●質量／2.2kg

1歳6ヶ月～

ふねの前後は開閉し、
上部甲板部分が人形と動物は手足が動き、

はこぶねは
底部ローラー付きで、
前後に動かせます。

60707 ¥9,900（税別 ￥9,000）

●材質／非フタル酸系PVC ●寸法／ジャイアントパンダ＝7×3×3.7㎝
●質量／ ジャイアントパンダ＝45.4g　540g（合計）

ライオンの「口を開ける」、キリンの「首が動く」など、
それぞれの動物の特徴的な部分が可動します。

3歳～

© TOMY

動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュアセットです。

68780 ¥17,600（税別 ￥16,000）

●材質／ 綿パイル、綿布（中綿＝ポリエステル）
●寸法／ クマ＝約40㎝、サル＝約30㎝
●質量／520ｇ（4体セット）

クマの父さん、ウサギの母さん、イヌのボク、
おサルのワタシのなかよし4人家族です。

ソフトな肌ざわりで2～3歳児に適したなかよし人形です。

68781 ¥12,980（税別 ￥11,800）

セット内容／キツネ、タヌキ、クマ、イヌ、ヒツジ各1
●材質／ 綿パイル、綿布（中綿＝ポリエステル）
●寸法／ 約20㎝　●質量／300ｇ（5体セット）

2歳～

2歳～

手洗いができるので
衛生面でも安心です。

手のひらサイズ︕
体の一部が動かせる

サークルラグ・メリーフレンズ

アミィラグマット

コスモス、キキョウ、ツバキと四季の
お花も楽しめます。

やわらかクッションマット・折りたたみ式

伸び縮みする場合があります。）

プチレリーフパネル・フレンドパル

プチレリーフ掲示板・フレンドパル

トロトイズ・ノアのはこぶねと動物たち（21個組）

アニアわいわいセット（15種組）

ちびっこペット（5体セット）

動物ファミリー・4体セット

セット内容は変更になる場合があります。バラ売りはいたしません。

取り外せます。

セット内容／ライオン、パンダなど、15種類　ST

こだわりの造形︕

※チラシは 2022 年 2 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

マスセット株式会社

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♪

子どもたちの笑顔のそばに


