
6ヶ月～
●材質／ 表地＝ポリウレタン　芯材＝ポリエチレン、ポリウレタン
●質量／8.5㎏

折りたたみ式

70368　ハイハイ広場

34 410
170φ

70φ
30φ 110φ

折りたたんでコンパクトに
収納できます。 フチをつけると

つまづきにくくなります。

毎日踏む場所に敷いて、自然と足裏を
刺激し偏平足などの予防ができます。

30

85 170cm

����� エンドパーツ ¥��,���（税別 ￥��,��� ）

����� センターパーツ ¥��,���（税別 ￥��,��� ）

組立式
セット内容／エンドパーツ=丸棒、角棒、安定脚、ジョイント上・
四角形各1　センターパーツ=丸棒2、安定脚、ジョイント上・四角形、
ジョイント下・四角形、ジョイント上・楕円形、ジョイント下・楕円形各1
T字パーツ＝丸棒3、T字用ジョイント上下各1
●材質／ブナ材　アジャストパネルの板材＝MDF
●寸法／L90パネル=90×4×高さ60㎝

ドアパネル=90×4×高さ60㎝
アジャストパネル＝44.7～65×4×高さ60㎝
L60パネル＝60×4×高さ60㎝

●質量／L90パネル=2.7㎏　エンドパーツ＝1 ㎏
ドアパネル=3.7㎏　センターパーツ=1㎏
アジャストパネル＝3.8㎏　L60パネル＝2㎏
T字パーツ＝0.8㎏

保育室の仕切りとして使用

サークルとして使用

T字パーツで各種パネルを
T字型に接続して仕切る
ことができます。

アジャストパネルは幅を44.7～65㎝の
範囲で調節できるので、部屋のスペースに
合わせて設置することができます。

�����
フチコーナー（�枚組）
¥�,���（税別 ￥�,���）

�����
フチサイド（�枚組）
¥�,���（税込 ¥�,���）

水洗い可
●材質／ EVA発泡樹脂
●寸法／1枚＝32×32×厚さ約2㎝

フチコーナー＝36×6×厚さ0.7㎝
フチサイド＝30×6×厚さ0.7㎝

●質量／1枚＝約300g
フチコーナー＝24g（1枚）　フチサイド＝20g（1枚）

足裏を刺激し足指の力を鍛え、乳児期からの
バランス感覚や敏捷性等を養います。

EVAスポンジ

0歳～

32㎝

ジョイント式

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。

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＝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～

階段状に
なっている部分から
登ります。

組立費別途

●当社参考組立設置費 ￥55,000（税別 ￥50,000）
組立式　据置式 打ち込みアンカー4本付き
●材質／国産杉（防腐防蟻処理済み）
●質量／約115㎏

2歳～

70372　いげたのスパイラルジム

9

71
113

90

155

9□⁄

組立費別途

●当社参考組立設置費 ￥44,000（税別 ￥40,000）
組立式　打ち込みアンカー8本付き
メニューボード付き
● ンレチエリポ度密高＝体本 ／質材

シート＝ポリエステル
パイプ＝アルミ

●質量／約185㎏

47
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70367　三つ星キッチンカー　2歳～

作例集を見ながら
組み立てるとより複雑な
のりものも作れます。

セット内容／収納ケース、作例集付き
H型パーツ302（緑40・黄42・赤54・青42・白30・黒54・クリア20・グレー20）、
A型パーツ160（緑20・黄20・赤20・青30・白20・黒36・グレー14）、
プレート黒2、ジョイント30、シャフト丸型30（4㎝×20・8㎝×10）、

●材質／ABS樹脂　収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／ H型パーツ＝2×4×厚さ1㎝ A型パーツ＝2×3×厚さ1㎝

収納ケース＝41.5×28.9×高さ18.5㎝
●質量／2.2kg（ケース含む）

4歳～

組立式

セット内容／ストレートトンネル4セット、
カーブトンネル4セット、補強パーツ7、
ジョイントパーツ48、エンドパーツ凸1、
エンドパーツ凹1

●材質／EVA発泡樹脂
●質量／約13㎏（合計）
EVAスポンジ

乳幼児用には短いトンネル
にして遊べます。

はめ込むだけの
簡単連結式

動画あります！特集

いげたの
スパイラルジム
����� ¥���,���

（税別

 

￥���,���）
 

カタログだけじゃイマイチわからない……
そんなお悩み解決いたします！

手軽にジャングルジムを楽しめる
低年齢児向けの遊具です。ドライブ遊びとお店屋さんごっこがダブルで楽しめます。

三つ星キッチンカー
����� ¥�,���,���

（税別
 

￥�,���,���）

 

つながる森の
トンネルマット
����� ¥��,���

（税別

 

￥��,���）

  

お店部分にはレジやドリンクサー
バーがあり、

遊びの気分を盛り上げます。
クレープ、アイス、ホットドッグ

屋さん等、

ハイハイ広場
����� ¥��,���

（税別
 

￥��,���）    

円形パーツは面ファスナーでついているので、
組み合わせを変えてつかまり立ちの練習や
ベンチとして使用できます。

動画をチェック 動画をチェック

動画をチェック
足育マット
����� ��枚組
¥��,���（税別 ￥��,���）

動画をチェック

動画をチェック

ローリングアニマル
（�台組）
����� ¥��,���（税別  ￥��,���）

ナーサリー
パーティション

動画で組み立て方が見られます♪

L��パネル
¥��,���（税別 ￥��,���）
�����

ドアパネル
¥��,���（税別 ￥��,���）
�����

L��パネル
¥��,���（税別 ￥��,���）
�����

アジャストパネル
¥��,���（税別 ￥��,���）
�����

T字パーツ

¥��,���
（税別 ￥��,��� ）

�����

リブロックS（���個組）
はたらく車DX

¥��,���
（税別  ¥��,��� ）

�����

動画をチェック

動画をチェック

シャフト角型40（4㎝×20・8㎝×20）、車輪36

動画をチェック

2セット使用で
大ボリュームコースに！

自由に組み替えられる構造なので
、まっすぐ、

カーブ、くねくねトンネルなど自
由なコースを

作ることができます。EVA素材な
ので軽量で

扱いやすく安心なトンネル遊具で
す。



3歳～

35個組（1…10個、2…5個、3…4個、4…2個、5…4個、
6・7・8・9・10…各2個）　収納木箱付き
●材質／ ブナ材　収納木箱＝シナ合板
●寸法／10のピース＝15×9×厚さ2.5㎝

収納木箱＝49.5×18×高さ5.3㎝
●質量／2.5㎏

縦列を足すと合計が10

収納木箱は、縦列の合計が10に
なるように並べて収納できます。

大きさや表面の山形状が違うのでストーンにより
積み重ねの難易度が変わります。

セット内容

やわらかくて安全

手洗い可
セット内容／ 6色（赤、青、橙、緑、紫、黄各45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＝4×3.9×厚さ1㎝

最大ストーン＝8.5×5.5×厚さ1.1㎝
最長ストーン＝7.4×2.5×厚さ0.7㎝
収納ケース＝27×38×高さ24.5㎝

●質量／5.1㎏

1歳6ヶ月～

ポーランド製

、21ツーパ軸、02ツーパ線直、63アギ ／容内トッセ
ジョイントパーツ12、ハンドル6、土台4　

●材質／ポリプロピレン　●質量／840g
●寸法／ギア＝直径6×高さ1.6㎝

ジョイントパーツ＝直径2.1×高さ2.4㎝
土台＝12.4×12.4×高さ2㎝

4歳～

3セット（270ピース）使用例

パーツ全種類を組み合わせれば、
平面だけでなく立体的なギア遊びができます。

3 3

3 6 9 209

3 3 3 3 3

40各50

各3

3

●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／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）
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様々な特徴をもった
コースで遊べます。コースの作例カード付きです。

1歳6ヶ月～

収納ケース付き
寸法／55×40.5×高さ32㎝

すべてのパーツを
使用した作例。

125

90

119

30

15 4.5φ

11.5

一方の側面はハシゴ人形
遊びができます。人形が
とびでないように透明
アクリル板がついています。

セット内容／本体、楕円球3、球A3、球B3、3連カー3、
1連カー3、ハシゴ人形3
●材質／ブナ材、シナ合板（ウレタン塗装）、ラバーウッド、

アクリル板
3連カー・1連カーのタイヤ＝プラスチック

●質量／15.5㎏

3歳～

球A（3コ）楕円球（3コ）

3.5㎝
4㎝

ハシゴ人形（3コ）

9.5㎝

3.8㎝

10.4㎝

補充部品セット ����� ¥��,���（税別 ￥��,���）

球B（3コ）

3.5㎝

（バラ売りはいたしません）

3連カー（3コ）

13㎝

1連カー（3コ）

5.6
㎝

EVAスポンジ

3歳～

36個組
●材質／ EVA発泡樹脂（裏面マグネット仕様）

収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／ レール長＝30×7.5×高さ4㎝　

ボール＝直径4㎝
収納ケース＝45.3×36.5×高さ27.5㎝

●質量／2.7㎏（ケース含む）
角度を変えてボールのスピードを考えたり、カーブを
付けて緩急を付けたり、分岐レールを終わりに使い、
はみ出さないようにするなど工夫ができます。

●①

●③
●②

●④

●⑤

セット内容／①レール長4色各2、②レール短4色各2、
③分岐レール半分4色各1、④カーブ4色各1、
⑤ボール12（4色各2、ミックス4）、収納ケース付き
（写真はセット内容の一部）

   ホワイトボードは、
「47685 おえかきボード掲示板
（木製）」を使用しています。

  

のせのせストーン
（���個組）
����� ¥��,���

（税別 ¥��,���）

動画をチェック

  

 

動画をチェック
やわらかシリコンブロック・
ビッグレインボー
����� ネオンカラー

（税別 ¥��,���）¥��,���

）可毒消湯熱（可い洗手 
セット内容／レインボー12色セット3、作例1、
収納ケース付き
●材質／シリコーン樹脂

収納ケース＝ポリプロピレン
●寸法／レインボー最大＝17.5×9×厚さ0.5㎝

レインボー最小＝5.2×3×厚さ0.5㎝
収納ケース＝29×20×高さ17㎝

●質量／2.8㎏

10 ヶ月～

やわらかいので
踏んでも安心。

カニ ハト

カタツムリ サカナ

積み重ねたり、想像を膨らませて絵柄を

作ったり、遊び方が豊富な知育玩具です
。

  

動画をチェック

1～10の数字の大きさと各ピースの
高さ

が比例しているので、遊びながら
足し算 

引き算が学べます。

  

動画をチェック

  
¥

 ）

マスターキッズ・
数字つみきあそび
����� ��,���

（税別￥��,���

コルボ ギア遊び
セット
����� ��ピース ¥�,���

（税別 ¥�,��� ）

《商標登録済》

  

動画をチェック

  

動画をチェック

 

分岐レールは左右組み合わせると

玉がどちらに出るか分からない

ようにできます。

  

動画をチェックマグペッタン
玉ころがし
����� ¥��,���

（税別 ￥��,��� ）

ジャンボコロコロ
スロープ
����� ¥��,���

（税別 ￥��,��� ）

コロコロコースター・
ダイナミック園用セット
（���個組）
����� ¥��,���

（税別 ¥��,��� ）

球や車のどれが速いか、2レーンで競争
！みんなで遊べる大型の玉落としです。

※チラシは 2022 年 4 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♪

子どもたちの笑顔のそばに


