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子どもたちの笑顔のそばに

２０２２年 ３月号

品　　　　　名

28 52643 ワゴン型おむつ交換台

181 47830 幼保マーカー（水性８色）

228 30329 やわらかクッションマット・１４０×１８５cm

30330 やわらかクッションマット・１４０×２４０cm

229 30374 やわらかクッションマット・折りたたみ式

代替品 30425 やわらかクッションマット・１４０×１７０cm 【代替品のお知らせ】

30426 やわらかクッションマット・１４０×２４０cm

寸法

30427 やわらかクッションマット・折りたたみ式 価格

470 70025 ｷｯｽﾞｻｯｶｰ(赤・白)交換用ネット・赤（1枚）

70026 ｷｯｽﾞｻｯｶｰ(赤・白)交換用ネット・白（1枚）

代替品 70433 ｷｯｽﾞｻｯｶｰ(赤・白)交換用ネット・赤（1枚） 【代替品のお知らせ】

70434 ｷｯｽﾞｻｯｶｰ(赤・白)交換用ネット・白（1枚）

473 71436 わなげ

品　　　　　名

327 60560 シュライヒ動物セット・ワイルドアニマル３ 【仕様変更のお知らせ】

現在庫（残8　3/15現在）がなくなり次第、動物のセット内容の一部が
変更になります。なお、価格等は変更ありません。

摘　　　　要

現在庫（70025：残0、70026：残1　3/15現在）がなくなり次第、代替品
となります。材質はビニロン→ポリエステルに変更になります。
なお、品名・価格は変更ありません。

2022年3月15日

摘　　　　要

即中止（リニューアル：50197　1月info済）

売切次第中止

※三つ折り→四つ折りに変更になりますが、
柄の変更はありません。

30425：¥28,600（税別¥26,000）

30426：¥37,400（税別¥34,000）

30427：¥29,700（税別¥27,000）

即中止（代替品あり）

売切次第中止（代替品あり）

売切次第中止（代替品あり）

現在庫（30329：残29、30330：残46、30374：残3　3/15現在）がなくなり
次第、代替品となります。変更点は下記の通りです。
なお、販売は5月頃の予定です。

30329：140×185cm

30330：140×240cm

変更前 変更後

30425：140×170cm

30426：140×240cm

30374：140×180cm
（厚さ1cm、三つ折り）

30427：140×200cm
（厚さ1cm、四つ折り）

30329：¥27,500（税別¥25,000）

即中止（代替予定）

（裏面へ続く）

30330：¥34,100（税別¥31,000）

30374：¥26,400（税別¥24,000）



品　　　　　名

426 61156 キャンピングトロッコ ３色セット 【仕様変更のお知らせ】

61157 キャンピングトロッコ ピンク

61158 キャンピングトロッコ イエロー

61159 キャンピングトロッコ ブルー

427 61162 一輪手押し車 【仕様変更のお知らせ】

変更前 変更後

タイヤ材質 発泡ウレタン

寸法 ―― 右図参照

470 76890 キッズサッカー（赤・白） 【仕様変更のお知らせ】

品　　　　　名

78 10046 ８００型いす・８００メッキ 【寸法訂正のお知らせ】

10047 ８００型いす・８００-Ｐメッキ・ピンク

10048 ８００型いす・８００-Ｇメッキ・グリーン

10049 ８００型いす・８００-Ｃメッキ・クリーム

10051 ８００型いす・８００-Ｂメッキ・背付き

10052 ８００型いす・８００-Ｂ・Ｐメッキ・ピンク・背付き

10053 ８００型いす・８００-Ｂ・Ｇメッキ・グリーン・背付き

10054 ８００型いす・８００-Ｂ・Ｃメッキ・クリーム・背付き

10055 ８００型いす・８３３塗り

10060 ８００型いす・８３３-Ｂ塗り・背付き

83 19423 メラミンカラーチェア・背なし・ピンク

19424 メラミンカラーチェア・背なし・ブルー

19425 メラミンカラーチェア・背なし・イエロー

10111 メラミンカラーチェア・背なし・木調

19420 メラミンカラーチェア・背付き・ピンク

19421 メラミンカラーチェア・背付き・ブルー

19422 メラミンカラーチェア・背付き・イエロー

10110 メラミンカラーチェア・背付き・木調

10293 ミルキーカラーチェア・背なし

10294 ミルキーカラーチェア・背付き

84 10125 良姿勢保育チェア・８００型背付き

10126 良姿勢保育チェア・８００型背なし

84・112 10121 エコチェア　８００型・背付き

10122 エコチェア　８００型・背なし

寸法図の赤丸箇所に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

現在庫（残2　3/15現在）がなくなり次第、タイヤの色が白色→黒色へ
変更になります。なお、価格等は変更ありません。

摘　　　　要

摘　　　　要

ネットの材質がビニロン→ポリエステルに変更になります。
なお、価格等は変更ありません。

現在庫がなくなり次第、グリップの色が白色→黒色へ変更になりま
す。
なお、価格等は変更ありません。

タイヤ＝EVA発泡
樹脂、ホイール＝
ポリプロピレン
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子どもたちの笑顔のそばに

品　　　　　名

79 10001 ３３０型いす・３００メッキ 【寸法訂正のお知らせ】

10002 ３３０型いす・３３０-Ｐメッキ・ピンク

10003 ３３０型いす・３３０-Ｇメッキ・グリーン

10004 ３３０型いす・３３０-Ｃメッキ・クリーム

10006 ３３０型いす・３３０-Ｂメッキ・背付き

10007 ３３０型いす・３３０-Ｂ・Ｐメッキ・ピンク・背付き

10008 ３３０型いす・３３０-Ｂ・Ｇメッキ・グリーン・背付き

10009 ３３０型いす・３３０-Ｂ・Ｃメッキ・クリーム・背付き

10010 ３３０型いす・３３３塗り

10015 ３３０型いす・３３３-Ｂ塗り・背付き

84 10123 良姿勢保育チェア・３３０型背付き

10124 良姿勢保育チェア・３３０型背なし

84・112 10119 エコチェア　３３０型・背付き

10120 エコチェア　３３０型・背なし

82・109 10422 抗ウイルス・メラミンチェア・背付き 【寸法訂正のお知らせ】

10423 抗ウイルス・メラミンチェア・背なし

83 10412 ライトウッドチェア・背付き・メッキ 【寸法訂正のお知らせ】

10413 ライトウッドチェア・背付き・塗り

113 29524 テーブルストッカー・２ウェイ 【寸法訂正のお知らせ】

※折りたたみ時厚さ8.2ｃｍ以上のテーブル・座卓は収納できません。

寸法図の赤丸箇所に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

寸法図の赤丸箇所に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

寸法図の赤丸箇所に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

寸法図の赤丸箇所に誤りがありました。
訂正し、お詫び申し上げます。

摘　　　　要

（裏面へ続く）



※価格変更のお知らせ
原材料費の高騰等、諸般の事情により、価格を改定させていただきます。恐れ入りますが、ご理解いただけますようお願いいたします。

品　　　　　名
変更前
（税込）

変更前
（税別）

変更後
（税込）

変更後
（税別）

変更日

98 29640 折りたたみいす・ＳＣ・メッキ ¥6,710 ¥6,100 ¥9,790 ¥8,900

29639 折りたたみいす・ＳＣ・塗り ¥5,170 ¥4,700 ¥7,370 ¥6,700

99 10214 アルミ折りたたみいす・ＡＦＣ－２Ａ ¥14,300 ¥13,000 ¥15,950 ¥14,500

138 20219 抗ｳｲﾙｽ折りたたみ会議ﾃｰﾌﾞﾙ・VKT-1845S(ﾎﾜｲﾄ) ¥38,500 ¥35,000 ¥41,360 ¥37,600

20220 抗ｳｲﾙｽ折りたたみ会議ﾃｰﾌﾞﾙ・VKT-1845B(木調) ¥38,500 ¥35,000 ¥41,360 ¥37,600

208 36311 角パイプカサ立て・ステンレス30M ¥46,750 ¥42,500 ¥59,400 ¥54,000

36312 角パイプカサ立て・ステンレス15M ¥42,350 ¥38,500 ¥49,500 ¥45,000

36314 角パイプカサ立て・30M ¥21,560 ¥19,600 ¥23,760 ¥21,600

36315 角パイプカサ立て・15M ¥17,050 ¥15,500 ¥18,480 ¥16,800

398 70235 ステップ2・クラブハウス・クライマー ¥231,000 ¥210,000 ¥279,400 ¥254,000

399 70232 ステップ2・森のコテージ ¥129,800 ¥118,000 ¥149,600 ¥136,000

409 35823 サンドクルー（砂場洗浄液） ¥24,200 ¥22,000 ¥25,960 ¥23,600

526 80481 集会用ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ・１号 ¥97,900 ¥89,000 ¥111,650 ¥101,500

80484 集会用ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ・２号 ¥131,670 ¥119,700 ¥148,060 ¥134,600

80487 集会用ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ・３号 ¥185,900 ¥169,000 ¥209,770 ¥190,700

80490 集会用ﾊﾟｲﾌﾟﾃﾝﾄ・４号 ¥219,450 ¥199,500 ¥244,750 ¥222,500

※販売再開・休止のお知らせ
品　　　　　名

73520 スイングブイ・青ロープ

529 30416 避難くん・避難用2人抱きキャリー（ベストタイプ） 【販売休止のお知らせ】

391
（2021年
カタログ）

5/1ご注文
より

【販売再開のお知らせ】
長らく販売を休止していましたが、材料を入手できたため
3/14より販売を再開いたします。

¥49,500（税別 ￥45,000）
取付金具はダブルサルカン
●材質／ 発泡PVC、ポリプロピレンロープ
●質量／4㎏

摘　　　　要

新型コロナウイルスの影響により生地・部材が入手困難のため、長
期欠品となります。5月中旬頃以降から順次回復の見通しです。再開
の折にはインフォメーションにてご連絡いたします。ご迷惑をおかけ
し、お詫び申し上げます。


