
2022年09月01日カタログ№64-01
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64430
JAN:4580135302959

サヤインゲン

Ｗ10.5/Ｄ4.5/Ｈ7.5

品番:64429
JAN:4580135302942

カボチャ

Ｗ8.5/Ｄ5.5/Ｈ9.5

品番:64424 JAN:4580135302898

バナナ

Ｗ11/Ｄ5.5/Ｈ7.5

品番:64428
JAN:4580135302935

ピーマン

Ｗ6.5/Ｄ4.5/Ｈ9.5

品番:64427
JAN:4580135302928

キノコ

Ｗ7/Ｄ5.5/Ｈ11

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64425 JAN:4580135302904

ブドウ

Ｗ7/Ｄ5.5/Ｈ8.5

品番:64426 JAN:4580135302911

イチゴ

Ｗ6.5/Ｄ5.5/Ｈ8.5

品番:64422 JAN:4580135302874

グリーン

ベビーフェアリー3Ｐセット
Ｗ6/Ｄ5.5/Ｈ4

各本体価格￥1,800 ｶｰﾄﾝ入数32

参考価格1Ｐ￥600

品番:64423 JAN:4580135302881

ピンク

フェアリー フルーツ＆ベジタブル

各本体価格￥900 ｶｰﾄﾝ入数48



2022年09月01日カタログ№64-02 
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64366
JAN:4571140749211

フェアリー

Ｗ6.5/Ｄ4/Ｈ7
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64367
JAN:4571140749228

フェアリー

Ｗ8.5/Ｄ4/Ｈ6.5
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64368
JAN:4571140749235

フェアリー

Ｗ6/Ｄ5.5/Ｈ16.5
本体価格￥1,100
ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64369*
JAN:4571140749242

フェアリー

Ｗ7/Ｄ6/Ｈ6
本体価格￥800
ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64370
JAN:4571140749259

フェアリー

Ｗ6/Ｄ4.5/Ｈ6.5
本体価格￥900 ｶｰﾄﾝ入数80

品番:64371
JAN:4571140749266

フェアリー

Ｗ5/Ｄ5/Ｈ8
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64372*
JAN:4571140749273

フェアリー

Ｗ8.5/Ｄ4/Ｈ6.5
本体価格￥800
ｶｰﾄﾝ入数128

品番:64373
JAN:4571140749280

フェアリー

Ｗ6.5/Ｄ4/Ｈ7.5
本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64374
JAN:4571140749297

フェアリー

Ｗ7/Ｄ6.5/Ｈ12.5
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64375
JAN:4571140749303

フェアリー

Ｗ6.5/Ｄ6/Ｈ11
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数64



2022年09月01日カタログ№64-03
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64391*
JAN:4571140749648

ガール
Ｗ8/Ｄ7.5/Ｈ17
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64392*
JAN:4571140749655

ガール
Ｗ8/Ｄ6.5/Ｈ16
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64393*
JAN:4571140749662

ガール
Ｗ9/Ｄ7.5/Ｈ17
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64395*
JAN:4571140749686

ガール
Ｗ8.5/Ｄ7/Ｈ12.5
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64396*
JAN:4571140749693

ガール
Ｗ7.5/Ｄ6.5/Ｈ16.5
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64397*
JAN:4571140749709

ガール
Ｗ8/Ｄ6.5/Ｈ17
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64288*
JAN:4571140744018

ガール
Ｗ8/Ｄ5/Ｈ16
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64289*
JAN:4571140744025

ガール
Ｗ8.5/Ｄ5.5/Ｈ16
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64290*
JAN:4571140744032

ガール
Ｗ8/Ｄ7/Ｈ16
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64291*
JAN:4571140744049

ガール
Ｗ8/Ｄ7/Ｈ13
本体価格￥1,400
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64293
JAN:4571140744360

ガール
Ｗ7/Ｄ6/Ｈ16
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64292
JAN:4571140744353

ガール
Ｗ6/Ｄ5.5/Ｈ15.5
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数48



2022年09月01日カタログ№64-04
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64287
JAN:4571140744001

ボーイ＆ガール ウェルカム
Ｗ17.5/Ｄ3/Ｈ16
本体価格￥2,300
ｶｰﾄﾝ入数24

※マフラーは取り外し
可能です。

品番:64386*
JAN:4571140749594

ボーイ
Ｗ10/Ｄ9.5/Ｈ17.5
本体価格￥1,700
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64387*
JAN:4571140749600

ガール
Ｗ10.5/Ｄ9/Ｈ17.5
本体価格￥1,700
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64389*
JAN:4571140749624

ガール
Ｗ10.5/Ｄ9.5/Ｈ18.5
本体価格￥1,700
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64448
JAN:4580135309514

ガール
Ｗ9/Ｄ9/Ｈ17
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64449
JAN:4580135309521

ボーイ
Ｗ9.5/Ｄ8.5/Ｈ17
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64447
JAN:4580135309507

ボーイ
Ｗ10.5/Ｄ8/Ｈ17
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64450
JAN:4580135309538

ガール
Ｗ9.5/Ｄ6.5/Ｈ18.5
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64451
JAN:4580135309545

ボーイ
Ｗ9/Ｄ7.5/Ｈ17.5
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64452
JAN:4580135309552

ガール
Ｗ9/Ｄ7.5/Ｈ18
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64453
JAN:4580135309569

ボーイ
Ｗ10.5/Ｄ5/Ｈ13.5
本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64454
JAN:4580135309576

ガール
Ｗ11.5/Ｄ6.5/Ｈ11.5
本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数36



2022年09月01日カタログ№64-05
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64478
JAN:4580135314242

ガール
Ｗ12/Ｄ10/Ｈ20
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64479
JAN:4580135314259

ガール
Ｗ11/Ｄ10/Ｈ21
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64480
JAN:4580135314266

ガール
Ｗ13/Ｄ10/Ｈ20
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64481
JAN:4580135314273

ボーイ チューリップ
Ｗ13/Ｄ10/Ｈ17.5
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64482
JAN:4580135314280

ガール チューリップ
Ｗ11/Ｄ9/Ｈ18.5
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64483
JAN:4580135314297

ボーイ ローズ
Ｗ7.5/Ｄ9/Ｈ17.5
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64484
JAN:4580135314303

ガール ローズ
Ｗ10/Ｄ9/Ｈ18
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64485
JAN:4580135314310

ボーイ＆ガール チューリップ

Ｗ15/Ｄ7/Ｈ16
本体価格￥2,400
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64439
JAN:4580135305233

ガール
Ｗ5.5/Ｄ6/Ｈ12
本体価格￥1,200
ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64438
JAN:4580135305226

ガール
Ｗ9/Ｄ8.5/Ｈ18.5
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64437*
JAN:4580135305219

ガール
Ｗ5.5/Ｄ5.5/Ｈ12
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64436*
JAN:4580135305202

ガール
Ｗ8.5/Ｄ6/Ｈ18
本体価格￥1,800
ｶｰﾄﾝ入数18



2022年09月01日カタログ№64-06
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64444
JAN:4580135305288

ガール＆ホース
Ｗ12.5/Ｄ9.5/Ｈ14.5
本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数18

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64435
JAN:4580135305196

ユニコーン
Ｗ12.5/Ｄ6.5/Ｈ16
本体価格￥2,200 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64465 JAN:4580135309682

ガール＆シープ
Ｗ13/Ｄ7/Ｈ17
本体価格￥2,600 ｶｰﾄﾝ入数16

品番:64466 JAN:4580135309699

ガール＆ラビット
Ｗ11/Ｄ7.5/Ｈ15.5
本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64464 JAN:4580135309675

ガール＆シープ
Ｗ12/Ｄ6.5/Ｈ14.5
本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64467 JAN:4580135309705

ガール＆ラビット
Ｗ11.5/Ｄ7.5/Ｈ15.5
本体価格￥2,400 ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64468 JAN:4580135309712

キッド＆シープ
Ｗ8.5/Ｄ5.5/Ｈ11
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64469 JAN:4580135309729
キッド＆ラビット
Ｗ7.5/Ｄ6.5/Ｈ11.5
本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64440*
JAN:4580135305240

ガール
Ｗ6/Ｄ5.5/Ｈ13
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数48



2022年09月01日カタログ№64-07
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64474
JAN:4580135314204

ガール＆スワン
Ｗ10/Ｄ8/Ｈ19
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64475
JAN:4580135314211

ガール＆スワン
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ17.5
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64476
JAN:4580135314228

ガール＆スワン
Ｗ9/Ｄ16/Ｈ15.5
本体価格￥2,700
ｶｰﾄﾝ入数12

品番:64477
JAN:4580135314235

ガール＆スワン
Ｗ12/Ｄ11/Ｈ16.5
本体価格￥2,700
ｶｰﾄﾝ入数12

品番:64486
JAN:4580135314327

ガール＆スワン
Ｗ10/Ｄ8/Ｈ19
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64487
JAN:4580135314334

ガール＆スワン
Ｗ12/Ｄ9/Ｈ17.5
本体価格￥2,500
ｶｰﾄﾝ入数18

品番:64488
JAN:4580135314341

ガール＆スワン
Ｗ9/Ｄ16/Ｈ15.5
本体価格￥2,700
ｶｰﾄﾝ入数12

品番:64489
JAN:4580135314358

ガール＆スワン
Ｗ12/Ｄ11/Ｈ16.5
本体価格￥2,700
ｶｰﾄﾝ入数12



品番:64431
JAN:4580135305158

バニー
Ｗ9/Ｄ8/Ｈ17
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

2022年09月01日カタログ№64-08
原産国：中国 材質：樹脂

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64460
JAN:4580135309637

ラビット
Ｗ6.5/Ｄ9/Ｈ16.5

品番:64461
JAN:4580135309644

ラビット
Ｗ11/Ｄ6/Ｈ13

品番:64462
JAN:4580135309651

ラビット
Ｗ14/Ｄ6.5/Ｈ12

品番:64463
JAN:4580135309668

ラビット
Ｗ6.5/Ｄ9/Ｈ13.5

品番:64456
JAN:4580135309590

アコーディオン
Ｈ約11
(台座)Ｗ6/Ｄ5

品番:64457
JAN:4580135309606

フルート
Ｈ約12
(台座)Ｗ6.5/Ｄ4.5

品番:64455
JAN:4580135309583

チェロ
Ｈ約12
(台座)Ｗ11.5/Ｄ5

品番:64458
JAN:4580135309613

バイオリン
Ｈ約11.5
(台座)Ｗ8/Ｄ5

品番:64459
JAN:4580135309620

サックス
Ｈ約10.5
(台座)Ｗ10.5/Ｄ4.5

～ラビット楽団～

～ローズ大好きラビット～

ラビット楽団
各本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数60

品番:64432
JAN:4580135305165

バニー
Ｗ8/Ｄ7/Ｈ17
本体価格￥1,900
ｶｰﾄﾝ入数24

ローズラビット
各本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64472
JAN:4580135314181

ラビット親子
Ｗ6.5/Ｄ10/Ｈ13.5
本体価格￥2,000
ｶｰﾄﾝ入数24

品番:64473
JAN:4580135314198

ラビットファミリー
Ｗ13/Ｄ8/Ｈ11
本体価格￥2,300
ｶｰﾄﾝ入数24



2022年09月01日カタログ№64-09
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64401*
JAN:4580135302669

ネコ

Ｗ9.5/Ｄ6/Ｈ6

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64419
JAN:4580135302843

イヌ

Ｗ9.5/Ｄ5/Ｈ4

本体価格￥1,000

ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64418
JAN:4580135302836

イヌ

Ｗ10/Ｄ6/Ｈ3.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64417
JAN:4580135302829

イヌ

Ｗ7/Ｄ6/Ｈ5.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64416
JAN:4580135302812

イヌ

Ｗ8.5/Ｄ5.5/Ｈ5.5

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数96

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64420*
JAN:4580135302850

ウサギ

Ｗ5.5/Ｄ5.5/Ｈ7

本体価格￥1,200

ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64421*
JAN:4580135302867

ウサギ

Ｗ9/Ｄ5.5/Ｈ9

本体価格￥1,400

ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64398* JAN:4580135302638

バード ウエルカム

Ｗ9/Ｄ5/Ｈ13

本体価格￥900 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64399* JAN:4580135302645

バード

Ｗ13/Ｄ6.5/Ｈ8

本体価格￥1,200 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64400* JAN:4580135302652

バード 小物入れ

Ｗ13/Ｄ9.5/Ｈ12

本体価格￥1,400 ｶｰﾄﾝ入数18



2022年09月01日カタログ№64-10
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64312
JAN:4571140747378

『お花大好き』

Ｗ4.5/Ｄ3/Ｈ7.5
本体価格￥880
ｶｰﾄﾝ入数144

品番:64314
JAN:4571140747392

『ベッド見つけたよ！』

Ｗ5/Ｄ3.5/Ｈ3
本体価格￥700 ｶｰﾄﾝ入数216

品番:64315
JAN:4571140747408

『チョウチョかな？』

Ｗ5/Ｄ3.5/Ｈ7
本体価格￥880
ｶｰﾄﾝ入数144

品番:64316
JAN:4571140747415

『カタツムリのトモダチ』

Ｗ6.5/Ｄ4/Ｈ4
本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数144

品番:64319
JAN:4571140747446

『何か見つけました！』

Ｗ6.5/Ｄ3/Ｈ4.5
本体価格￥780 ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64324
JAN:4571140747491

『釣れました！』

Ｗ7/Ｄ4.5/Ｈ5.5
本体価格￥1,000
ｶｰﾄﾝ入数80

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64321*
JAN:4571140747460

『小物入れ 手おけ』

Ｗ8/Ｄ6/Ｈ8.5
本体価格￥1,100
ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64322 JAN:4571140747477

『小物入れ かご』
Ｗ6.5/Ｄ7/Ｈ7.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数64

品番:64323 JAN:4571140747484

『小物入れ ふくろ』
Ｗ7/Ｄ6/Ｈ6.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64325*
JAN:4571140747507

『小物入れ おけ』

Ｗ6/Ｄ6/Ｈ9.5
本体価格￥980
ｶｰﾄﾝ入数64

品番:64470
JAN:4580135310664

『お花大好きローズ』
Ｗ4/Ｄ2.5/Ｈ7.5
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数144

品番:64471
JAN:4580135311036

『ウエルカム』
Ｗ4/Ｄ2.5/Ｈ7.5
本体価格￥900
ｶｰﾄﾝ入数144



2022年09月01日カタログ№64-11
原産国：中国 材質：樹脂

品番:64318 JAN:4571140747439

『考えてます！』 Ｗ10/Ｄ5.5/Ｈ10.5
本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数36

品番:64320 JAN:4571140747453

『お昼寝』 Ｗ12/Ｄ4/Ｈ16.5
本体価格￥1,300 ｶｰﾄﾝ入数24

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64313 JAN:4571140747385

『カタツムリとニラメッコ』
Ｗ16.5/Ｄ6/Ｈ7
本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数32

品番:64413 JAN:4580135302782

『お水くんだよ』

Ｗ7/Ｄ4/Ｈ7

本体価格￥1,100 ｶｰﾄﾝ入数64

品番:64410
JAN:4580135302751

『只今、読書中』

Ｗ12.5/Ｄ6/Ｈ9

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数48

品番:64411 JAN:4580135302768

『この本面白いよ』

Ｗ6/Ｄ3.5/Ｈ6.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数144

品番:64412 JAN:4580135302775

『僕頑張ります！！』

Ｗ8.5/Ｄ4/Ｈ7

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64414
JAN:4580135302799

『バラつみました』

Ｗ13/Ｄ8.5/Ｈ7

本体価格￥1,500

ｶｰﾄﾝ入数36
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品番:64409 JAN:4580135302744

ギター

Ｗ12.5/Ｄ3.5/Ｈ4

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数108
品番:64407 JAN:4580135302720

ピアノ

Ｗ9/Ｄ3.5/Ｈ10

本体価格￥1,500 ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64404 JAN:4580135302690

バイオリン

Ｗ10/Ｄ7/Ｈ4.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64405 JAN:4580135302706

サックス

Ｗ12.5/Ｄ5.5/Ｈ5.5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64406 JAN:4580135302713

ホルン

Ｗ9.5/Ｄ6/Ｈ4.5

本体価格￥1.000 ｶｰﾄﾝ入数72

品番:64408 JAN:4580135302737

ドラム

Ｗ5.5/Ｄ4/Ｈ10

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数72

※本体価格は全て税抜き表示となっております。

品番:64403* JAN:4580135302683

切り株(ディスプレー台)

Ｗ10.5/Ｄ7.5/Ｈ1.5

本体価格￥680 ｶｰﾄﾝ入数96

品番:64415 JAN:4580135302805

フルート

Ｗ6/Ｄ5.5/Ｈ5

本体価格￥1,000 ｶｰﾄﾝ入数144

品番:63976
JAN:4562133561842

ボーイ Ｗ7/Ｈ8

品番:63977
JAN:4562133561859

ガール Ｗ4/Ｈ7

マグネット
各本体価格￥350
ｶｰﾄﾝ入数192 出荷単位：6 (1BOX/6個入）


