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遊び方は無限大
私たちを惹きつけてやまないグリムスの世界へ

玩具として遊び終わってお片付けをした後は
インテリア雑貨にもなるグリムス。
お家になったり、線路になったり、
はしごになったりと遊び方は無限大。
こどもたちの感性を豊かに育み
集中力・空間認知力・創造力を高めます。

グリムスの定番商品といえば虹色トンネル
シンプルな虹色から沢山の遊びを楽しむことが出来ます。

グリーンアーチ
順番にはめていくだけでなく、上に載
せて積んだり、シーソー遊びにしたり子
供の遊びが広がる積み木。主に明るい
緑色の色調で緑豊かな夏の太陽の牧
草地を連想させる小さな遊びの世界が
作られます。1 本の木をくりぬいて作っ
ているので継ぎ目もなく、遊び終わった
ら部屋に置いておくだけでも素敵なイ
ンテリアに。

  SH10671    14,000円（税込15,400円）

高さ 18 ×幅 35.5 ×奥行7cm

スモール（大）
  SH10700    5,000円（税込5,500円）

高さ9×幅17×奥行6.5cm

スモール（大）
  SH10701    5,000円（税込5,500円）

高さ9×幅17×奥行6.5cm

ラージ（特大） 
  SH10673    14,000円（税込15,400円）

高さ18×幅38×奥行7cm

虹色トンネル　パステル
優しいパステルカラーです。

ミニ（小）
  SH10761    2,800円（税込3,080円）

高さ5.5×幅10.5×奥行4cm

モノクロアーチ
落ち着いたモノクロのアーチはインテ
リアとしてもおすすめです。トンネル
や車庫になって、車や電車の相性も
抜群。

  SH93050    14,000円（税込15,400円）

高さ 18 ×幅 35.5 ×奥行7cm

パステル　モザイクキューブ
木枠に36個のビルディングブロックが
入っています。基本的な立方体の形で、
子供たちが壁、塔や城、家、フェンスな
どのシンプルな建物を建てるのに最適
です。パステルカラーです。

  SH43111  　7,400円（税込8,140円）

高さ5×幅26.5×奥行26.5cm 

グリムス社製品はリンデン、ブナ、カエデ、
アルダー、サクラのいずれかの無垢材と水
性染料を使用し製造されています。

グリムス社製品はリンデン、ブナ、カエデ、
アルダー、サクラのいずれかの無垢材と水
性染料を使用し製造されています。

NEW ITEM STANDARD ITEM

ラージ（特大） 
  SH10670    14,000円（税込15,400円）

高さ18×幅38×奥行7cm

虹色トンネル 
順番にはめていくだけでなく、上に載
せて積んだり、シーソー遊びにしたりと
子どもの遊びが広がる積み木です。ト
ンネルや車庫になって、車や汽車との
相性も抜群。1本の木をくりぬいて作っ
ているので継ぎ目もなく、遊び終わった
ら部屋に置いておくだけでも素敵なイ
ンテリアに。大きな虹色トンネルは、特
別なプレゼントにもぴったりです。
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虹色トンネルの重ね方のバリエーションが増え、
イメージも大きく膨らみます。
シンプルなボールやこびとたちは
グリムスの世界に動きを与えてくれます。

色々な形や色から生まれるゲーム
おままごとにも使えるおもちゃ

レインボーセミサークル
同じグリムスの虹色トンネル ラージのサ
イズと互換性のある半円のボードです。虹
色トンネルと組み合わせて遊んだり、単体
で床に並べる遊びもできます。

  SH10675    8,800円（税込9,680円）

高さ37×幅18.5×厚み0.8cm

コップかさね　サンセット
ハンノキを使用。おままごとにもつみ木
にも、小物入れにも使えます。ギフトに
とても喜ばれます。
※下から2番目の器には小さい穴が2
個空いております。幼児の窒息を防ぐ
ための仕様でございます。

  SH10350    4,400円（税込4,840円）

高さ8.5×直径11.5cm

ソーティングゲーム　レインボー
魚、星、ハートが６つのカラフルなボールに入っ
ています。おままごとに使ったり、ピンセットで掴
んで分けてみたり…カラフルで可愛い形で子供
たちも夢中になること間違いなしです。

  SH42125    14,000円（税込15,400円）

高さ5.3×幅35×奥行31.7㎝

お庭のつみき
葉、花、ハート、正方形の積み木です。
色々な形、大きさ、色のパーツを組み
合わせて子どもの好きなように形創る
事ができます。子どもの想像力で遊び
方はどんどんと広がります。

  SH11075    12,000円（税込13,200円）

高さ12.5×幅23×奥行23㎝

レインボーボール
様々な遊びに活躍する木製のボール。

  SH10239    2,800円（税込3,080円）

高さ7×幅16×奥行12cm

レインボーフレンズ
12色の小人のセット。おままごとに12か月
の色分けにと遊びの幅がひろがります。

  SH10581    7,000円（税込7,700円）

高さ7×幅16×奥行17cm

レインボービルディングボード
虹色トンネル ラージのサイズと互換性の
ある長方形のボードです。虹色トンネルと
組み合わせて遊んだり、単体で床に並べる
遊びもできます。

  SH10668    9,000円（税込9,900円）

高さ37×幅7×厚み0.8cm

パステル　ビルディングボード
パステルカラーのボードはパステルカ
ラーの虹色トンネルと色味を合わせても、
レインボーカラーと合わせて色彩豊かに遊
んでも。様 な々組み合わせで楽しめます。

  SH10667    9,000円（税込9,900円）

高さ9×幅7×奥行37cm

グリムス社製品はリンデン、ブナ、カエデ、ア
ルダー、サクラのいずれかの無垢材と水性染料
を使用し製造されています。

グリムス社製品はリンデン、ブナ、カエデ、アルダー、
サクラのいずれかの無垢材と水性染料を使用し製造
されています。

クリスマスの静かな夜には
澄んだ音色がよく合います。

シェルズグロッケン
ダイヤトニック８音
丸みのあるカエデの台座にかまぼこ
型の真鍮の音板が収まるように配置さ
れたグロッケンです。シェルズグロッ
ケンは、音板と台座の間にフェルトの
クッション材を使用しているため、響き
が和らぎ短音が明快に響きます。ド～
ドのダイヤトニック音階８音。

  AUKAD008    12,000円（税込13,200円）

素材　台座：カエデ、音板：真鍮、マット：羊
毛フェルト、打棒：カバ、打棒頭：天然ゴム、
台座マット：コルク
高さ3×幅23×奥行13㎝

アウリスシロホン
ダイヤトニック８音
豊かな響きを奏でるアカシアの音板、台
座はカバを使用したアウリス社のシロ
ホンです。台座は４枚の板で囲んだ形
になっており、その上に音板をひとつひ
とつ載せてゆく構造なので、台座の空
間の中で音が伸びやかに明るく響きま
す。ド～ドのダイヤトニック音階８音。

  AUXRD008    21,000円（税込23,100円）

素材　台座：カバ、音板：アカシア、釘：真鍮、
台座仕上げ：亜麻仁油 、クッション：天然ゴ
ムチューブ、打棒（木）・打棒持ち手：カバ、打
棒（ハードラバー）：ゴム
高さ6.5×幅37×奥行30㎝

アウリストロムメール　クラシック
内側を打棒でくるくる回して音を出す、他には
ない楽しい楽器。カラコロ、カラコロ、カバ材
独特の軽快な音が響きます。板の並び方に
よって、音の流れの違いが楽しめます。クラ
シックは階段の様に板が並び、右回りと左回り
で音の響きが違います。

  AURTK    3,800円（税込4,180円）

素材　カバ
高さ14×直径11cm

TOY
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『切る』と『貼る』で作る楽しさ。
光をとおす紙で作る楽しさ。沢山の世界が広がります。

歴史と職人技が誇る、美しい色の世界をお楽しみください

トランスパレント
クリスマス色100枚
赤、緑、白、青、黄色の5色セット。

  MC10135931    700円（税込770円）

素材　セルロース、顔料 ／ 高さ16×幅16cm

トランスパレント　11色99枚
光を通す、つるっとした張りのあるクラフト用
ペーパーです。同じ形のパーツを組み合わ
せて、星や花などの作品を作るのに適してい
ます。正方形なので使いやすく、折り紙、工
作、ラッピングなど様々な用途にもお使いい

ただけます。

  MC10135915    800円（税込880円）

素材　セルロース、顔料 ／ 高さ16×幅16cm

ガイドブック　ローズウィンドウの時間
ローズウィンドウペーパーをちぎって貼ったり、工作素材と
して楽しい使い方を紹介しています。ちいさなお子さまか
ら楽しめます。

  OM021    200円（税込220円）

素材　紙 ／ 変形B5 判 30頁

みつろうスティッククレヨン 
限定８色缶（金銀入り）スケッチブック付き
シュトックマーのスティックタイプのみつろうクレヨン。
高い透明度と美しい発色が特徴です。色そのものの美
しさが体験でき、何色もの重ね塗りから微妙な深みのあ
る中間色を作り出すことができます。重ね塗りをしてもベ
タベタしたり色が濁ることがありません。また、描いたと
きにカスが出るようなことはなく折れにくいので長持ちし
ます。クリスマスにおすすめな金、銀をセットにしていま
す。オリジナルスケッチブックが付いた限定セットです。

（04 ゴールデンイエロー、06 黄緑、14 黄褐色、18 プ
ルシアンブルー、25 金、26 銀、45 リーフグリーン、43 
ファイヤーレッド）

  SET0368    1,900円（税込2,090円）

素材　みつろう、ワックス、顔料
クレヨンセット：高さ9×幅10.5×奥行1.5cm
スケッチブック：横30×縦21cm・12枚

グルーヴトリプルワン12色セット
水玉模様が可愛いグルーヴシリーズ。色鉛筆、クレ
ヨン、水彩の3種類の描き心地が楽しめる水彩色鉛
筆。柔らかめの芯なので弱い力でも色が出やすく、
軸が太いので、小さな手でもお絵描きを存分に楽し
めます。お出かけ先のお絵かきにも便利なほどよい長
さ。グルーヴに指が自然にフィットし正しい位置で安
定され、鉛筆の持ち方が身に付きます。
専用のシャープナーをご利用ください。

（007レモンイエロー、013ライトオレンジ、021ペー
ルゼラニウムレイク、028ローズマダーレッド、034マ
ゼンタ、047ライトブルー、051プルッシャンブルー、
067サップグリーン、076ヴァンダイクブラウン、099
ブラック、250ゴールド、251シルバー）

  LY3831120    5,160円（税込5,676円）

素材　ヒマラヤスギ、ワックス、顔料
高さ14.7×幅18×奥行1.7cm

グルーヴトリプルワン用
シャープナー
グルーヴトリプルワン専用の穴の
サイズの大きいシャープナーです。
色は赤、青、緑、ピンクの4色です。
色はお選びいただけません。

  LY7301171    540円（税込594円）

素材　本体：ABS樹脂、ゴム：TPR素材、
刃：炭素鋼
高さ2.3×幅3.2×奥行4.2cm

水彩絵の具13色缶
顔料が特に濃く、色はとても鮮
やかで、薄めても力強さが残る
水彩絵の具です。ゲーテの色
環に基づいた色の構成は、互
いに微妙なバランスを保ってい
て、混ぜた時、調和のとれた色
合いを生み出します。クラシッ
クなメタル缶に、取り外し可能
な12色のタブレットとチューブ
式の白、筆、パレットが入って
います。

（01洋紅色、02朱色、04ゴールデンイエロー、05レモンイエロー、08青緑、
10ウルトラマリンブルー、12赤紫、13赤褐色、15黒、18プルシアンブルー、
33オレンジ、36サップグリーン、16白）

  ST46102    3,600円（税込3,960円）

素材　アラビアゴム、レシチン、顔料 ／ 高さ24.5×幅10×奥行1.5cm

ガイドブック　トランスパレントの時間
トランスパレントペーパーを使って、星を折ったり、モビー
ルを作ったり。トランスパレントペーパーの多彩な魅力を
紹介しています。

  OM024    300円（税込330円）

素材　紙 ／ 変形B5 判 30頁

ローズウィンドウフレーム
薄くて繊細なローズウィンドウの作品を枠に挟み込むこと
でより素敵に飾ることができます。

  OM018     160円（税込176円）

素材　紙 
（大）：直径17cm（中）：直径13cm（小）：直径9.8cm

トランスパレントフレーム（スクエア）
トランスパレントペーパーで作った作品を挟み込んでより
素敵に飾ることができます。

  OM023    160円（税込176円）

素材　紙
（大）：17cm角 （中）：13cm角（小）：10.4cm角 （ミニ）：7.6cm角

ローズウィンドウペーパー
（FSC認証）

薄く、柔らかい、日本のお花紙に似た風合
いのクラフト用ペーパーです。細かく切り出
しをしたものを何枚か重ねると、ヨーロッパ
の薔薇窓（ローズウインドウ）のステンドグ
ラスのような美しい作品ができあがります。
他にも、ちぎったり、丸めたり、貼ったり、包
んだりと、自由に創作を楽しめます。

  MC10141815    1,300円（税込1,430円）

素材　パルプ、顔料 ／ 高さ16×幅16cm

 HANDICRAFT STATIONERY

水彩クレヨン色鉛筆

みつろうブロッククレヨン
８色缶
シュトックマーのブロックタイプのみ
つろうクレヨン。

（01洋紅色、03オレンジ、05レモン
イエロー、07緑、09青、11青紫、13
赤褐色、15黒）

  ST34002    2,000円（税込2,200円）

素材　みつろう、ワックス、顔料
高さ9×幅10.5×奥行1.5cm

シュトックマー社は2022年に
創立100周年を迎えました
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オーガニック先進国 ドイツNo.1
オーガニックハーブ＆スパイスブランド
レーベンスバウム

最高のトマトソースのための
ハーブミックス　30ｇ
ラタトゥイユ、トマトソース、魚貝料理など
におすすめ。６種類のハーブが上品に香
り、フレッシュ感のある一皿に。

  LE1553    900円（税込972円）

原材料　有機ローズマリー、有機タイム、有機セ
イボリー、有機オレガノ、有機ベイリーフ、有機
バジル
高さ14×幅5.5×奥行3.5cm

最高のクリームチーズディップの
ためのハーブミックス　30ｇ
クリームチーズに混ぜるだけで、ハーブ香
るおしゃれなディップのできあがり。パンは
もちろん、ローストビーフの付け合わせに
もおすすめ。

  LE1555    900円（税込972円）

原材料　有機ブルーフェヌグリーク、有機ディ
ル 、有機リーキ 、有機チャービル 、有機ニンニ
ク、有機ラベージ、有機バジル
高さ14×幅5.5×奥行3.5cm

プレミアム
フライドポテトミックス　200ｇ
ポテトをごちそうにするレーベンスバウム
自慢のスパイス。玉ねぎ、ペッパーがポテ
トの甘みを引き立て大満足の味わい。

  LE1601    900円（税込972円）

原材料　海塩、有機パプリカ、有機玉ねぎ、有機
ターメリック 、有機フェヌグリーク 、有機セロ
リ、有機ラベージ、有機チリ、有機コショウ
高さ12×幅5.5×奥行5.5cm

プレミアム
ローストチキンミックス　100ｇ
チキンの下味はこれ1本におまかせ。ロー
ズマリー、ジンジャーがチキンのうまみを
ギュッと引き立て、香ばしいチキンのでき
あがり。

  LE1691    1,200円（税込1,296円）

原材料　有機パプリカ 、海塩 、有機コリアン
ダー、有機ローズマリー、有機スイートフェンネ
ル、有機フェヌグリーク、有機玉ねぎ、有機オレ
ガノ、有機ターメリック、有機ジンジャー、有機
セイロンシナモン、有機カルダモン
高さ12×幅5.5×奥行5.5cm

HERB & SPICE

本カタログの有効期限は 2022年12月25日（日）です。

時節により欠品があります。

印刷物と実物商品に多少色合いの違いがあることがあります。

パッケージは変更となる場合があります。

株式会社 おもちゃ箱　ベビー＆キッズチーム
〒145-0076　東京都大田区田園調布南26-12
TEL 03-3759-9781　FAX 03-3759-3279


