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※一部ご所属の生協によりご利用
　いただけない場合があります。

学校の授業で使用する目的でのコピーが可能です。コピー
ＯＫ 

ラジオ体操、
はじめるよ〜

ワンショルダーバッグとワンショルダーバッグと
＼  ウエストバッグの2WAY  ／＼  ウエストバッグの2WAY  ／

抗菌防臭 撥水加工
（表地のみ）

〈 301・302共通〉
★サイズ：約37×14×厚7.5�★適応サイズ：胴
まわり最大140�まで★材質：ポリエステル★生
産国：中国

番号 カラー 申込番号

301 ローズ

302 ブラック

体にフィット！
軽量ウォークバッグ
本体2,980円（税込3,278円）

本体1,350円（税込1,485円）
★定価税込1,650円★P49★B5変型判★6歳〜★著：ヨシタケシンスケ
★初版’19年12月●友だちって？しあわせって？立場って？ふとした瞬
間にうかぶ12の「なんだろう」を徹底追究！抽象的で漠然としたテーマを、
しなやかに、具体的に、ヨシタケシンスケがユーモアたっぷりに描きます。

308 �なんだろう�なんだろう（光村図書出版）
申込
番号

本体1,000円（税込1,100円）
★サイズ：約7×15×12.5�★重量：約31g★材質：
クリアカップ部＝SBC樹脂、フレーム部＝PP樹脂
★生産国：日本

307 �近大マスク
申込
番号

11位位1位 22位位2位 33位位3位
こころの絵本部門
2022年1月〜3月

水や洗剤で洗って
繰り返し使える

近畿大学
開発！

〈 305・306共通〉
★内容：スタンプ5種、収納ケース★サイズ：印面＝約
2×2�（スタンプ＝約3.3×4.3×3.3�）、収納ケー
ス＝約18×4.8×4�★重量：約128g★材質：PS、
HIPS、油性顔料、ウレタンスポンジ、紙★生産国：日本
※インクが切れたら、別売りのパッド専用補充インク
をご使用ください。

インクパッド不要の
浸透印タイプ

クリア収納ケース付き

定価の

10％
OFF

人気ベスト商品はP8～12で
ご案内しております

「たとえばこんな考え方、「たとえばこんな考え方、
    どうでしょう？」どうでしょう？」

書籍Best
ヨシタケシンスケが描く

User's Voice
これまでのマスクによる
肌荒れや息苦しさから

解放されました。

二段階でフレームの二段階でフレームの
位置調整ができます位置調整ができます

本体2,520円（税込2,772円）
★内容：スタンプ5種、インクパッド（赤）、収納トレー★サイズ：印面＝約2.5
×2.5�（5種）、収納トレー＝5.8×21.5×2.1�★材質：天然木、MDF、ゴム、
ウレタン、PS、PP、紙、水性染料系★生産国：日本

304 �美術館せんせいスタンプ
申込
番号

収納トレー付き

美術モチーフ美術モチーフのの
絵柄がユニーク絵柄がユニーク

みんな大好き！みんな大好き！
スヌーピースヌーピー＆＆すみっコぐらしすみっコぐらし

赤色の
インクパッド

付き

持ち運びできる
電池式

内側のファスナー
ポケットは鍵などの
収納に便利

肌側はメッシュ生地使用でムレにくい

スマホが
出し入れしやすい
L字ファスナーポケット

350ml・500mlに
合わせて伸縮する
ドリンクホルダー付き

反射素材のネーム付き

スヌーピー305

すみっコぐらし306

印面見本

約２�

＼  インク補充可能 ／
＼  インク補充可能 ／

番号 種類 申込番号

305 スヌーピー

306 すみっコぐらし

浸透印せんせいスタンプ
本体2,520円（税込2,772円）

第1
ラジオ体操

（約3分15秒）
第2
ラジオ体操

（約3分8秒）

©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2022 Peanuts Worldwide LLC www.SNOOPY.co.jp

道徳教科書（小１〜中３／光村図書）の
コラムがかき下ろしを加えて書籍化！

マスク開発背景や
使用イメージを
ご紹介しています。

毎日会うのに顔を知らない…これでいいの？毎日会うのに顔を知らない…これでいいの？
クリアな素材で表情や口元が見えるので毎日こどもたちと過ごす方へおすすめ！

頭のボタンを押すと、
ブーブーの掛け声の後にラジオ体操第1・
ラジオ体操第2の順に流れます。ローズ301

ブラックブラック302

約約2.52.5cmcm

本体2,980円（税込3,278円）
★サイズ：10.4×13.4×高さ16�★材質：ABS
★使用電池：単3形アルカリ乾電池3本（別売り）
★生産国：中国

303 �体操ブーブー�メガ2
申込
番号

10
月号

Harvestneoハーベスト ネオ
共同購入 書 籍 雑 貨 音 楽 食 品

Harvestneo
くらしの声を大切に日々を彩る総合カタログ

ハーベスト ネオ

共同購入 書 籍 雑 貨 音 楽 食 品

申込締切日およびお届け日については
ご所属の生協のご案内をご確認ください
新型コロナウイルス感染の影響拡大により生産体制が整わず、
商品をお届けできない場合や、お届けが遅れる可能性がある旨ご
了承ください。

チラシNO.917学校・職域生協
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304
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番号 カラー 申込番号

317 オフホワイト

318 レッド

319 ネイビー

ぐちゃぐちゃに
してやった

ニャン♪

ソックス
くん

洗車後のボディーや
ガラス面もこれ一枚！

本体1,980円（税込2,178円）
★内容：ラケット2本、ボール（大・小）各1個、シャトル1個、空気入れ1
個★サイズ：ラケット＝54.5×30.5×厚2.7�★重量：ラケット（1本）
＝156g★材質：ラケット＝ポリエステル・ABS樹脂・ポリプロピレン・
ポリ塩化ビニル・ゴム、ボール（大）＝ポリエステル・ポリ塩化ビニル、ボー
ル（小）＝ポリウレタン、シャトル＝EVA・ポリエチレン★生産国：中国
※複数ご注文された場合、同じ色が届くことがあります。

311�どでかテニス（色おまかせ）
申込
番号

本体1,880円（税込2,068円）
★サイズ：180×180�★材質：本体＝ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム、
手提げ袋＝EVA樹脂★生産国：中国

313�クッションマット�2畳（スヌーピー）
申込
番号

レトロティッシュケース�スヌーピー
本体1,480円（税込1,628円）

〈 317・318・319共通〉
★サイズ：本体＝約13×7×高さ
26�（ベルト部除く）★材質：本体・
ベルト＝合成皮革（ポリウレタン）
★生産国：中国

※洗濯できません。ヘッドレストとシートが一体になった車種には取り付けでき
ません。ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。

本体980円（税込1,078円）
★サイズ：約120×165�★材質：本体＝ポリエステル（アクリルコーティング）、
ひも＝ポリプロピレン★生産国：中国
※洗濯できません。※完全防水ではありません。

316 �サッと使える�
　車内の汚れ防止シート
申込
番号

敷くだけで車内の濡れや汚れを防ぎます 
RV専用

約約
165㎝165㎝

約120㎝約120㎝

ヘッドレストに
吊るすだけの
簡単取り付け

レジャー・アウトドア・
園芸用品などを積む時に

オフホワイト317

レッド318
ネイビー319

面ファスナー付きベルト
で取り付け簡単

車の中のティッシュの定位置に！

大きくて打ちやすいから楽しい！ ラケットを使って
トス＆キャッチ

スヌーピーと
仲間が大集合

お得な
2枚組！

バイザー部などの隙間もしっかり拭き取れる

たっぷりたっぷり
吸水吸水

番号 規格 申込番号 価格

314 ２枚組 本体1,980円（税込2,178円）
315 １枚 本体1,080円（税込1,188円）

〈 314・315共通〉 ★サイズ：1枚約75×40�★重量：1枚204g★材質：ポリエステル、ナイロン★生産国：中国

速吸水�ムササビクロス

約40
cm

約75
cm

広げてサッとひと拭き、
その吸水力に驚きです。
洗車がとても楽になりました！

User's Voice

フェイス面約40cm

またはブルー オレンジ

ラケットの色はおまかせ

持ち運びに便利な
手提げ袋付き

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の

シ
ャ
ト
ル
も
セ
ッ
ト

撥水加工撥水加工

（4～5人用）

ゆったり
約2畳サイズ

ボールは
通常サイズの

約5倍
迫力満点

本体980円（税込1,078円）
★内容：本体2個、ボール1個★サイズ：本体＝9.5×13×高38�、ボール
＝径8.5�★対象年齢：6歳以上★材質：本体＝PP・EVA、ボール＝PE★
生産国：中国
※ボールはプラスチック製のため、アスファルトやコンクリートなど硬
い所にあたると破損する場合があります。

312 �エキサイトスカイキャッチ
申込
番号

子どもも大人も遊べる

本体1,000円（税込1,100円）
★内容：くつ下48個（24足）、ソックスくん1体、土台1個、メダル10個、解説書★サイズ：11
×11×3.1�★重量：70g★ST基準合格品★対象年齢：3歳以上★材質：紙★生産国：日本

309�くつ下�ドコドコ？
申込
番号

本体1,200円（税込1,320円）
★内容：お題カード53枚、罰ゲームカード5枚、ブランクカード2枚、カードケース1個★
サイズ：12.4×13.2×3�★重量：126g★対象年齢：7歳以上★材質：紙★生産国：日本
※紙製品につき、水濡れにご注意ください。

310 �古今東西�カードゲーム
申込
番号

罰ゲーム
カード入

お題に＋αアクションで
難易度アップ

3歳以上
対象年齢

正しい5足のペアを見つけて
ソックスくんを捕まえて！ 

5足集めて捕まえろ！
そして、メダルをGET！

瞬時の判断力と瞬時の判断力と
素早さが求められる ！素早さが求められる ！

カードのお題を順番に答え、
カードのお題を順番に答え、答えられなかったら罰ゲーム
答えられなかったら罰ゲーム

レトロな柄とレトロな柄と
合皮素材がおしゃれ合皮素材がおしゃれ

大人も子供もハマる大人も子供もハマる
カードゲームカードゲーム

カードを引いてカードを引いて
お題に答えて！お題に答えて！

お題は
50題以上

（防水効果）

309
310

311

312

313

314

315

316

317

318

319
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ワイン323

マスタードマスタード324

チャコール325

取り外しできる
ポンポンチャーム付き

現金・カードも安心の
ファスナー式

ケースに入ったスマホや
小物を収納付属のショルダーは

長さ調節可能

ワイン

ベージュ
（内側色）

マスタード

グレー
（内側色）

チャコール

ターコイズ
（内側色）

ブラック331

ピンク330

本体5,400円（税込5,940円）
★内容量：1本7�★サイズ：チューブ＝1本全長7.8×幅1.6�★材質：香の具＝顔
料、精油・チューブ・チューブ用ラベル＝ツヤ塩ビ（PP加工）、外装キャップ＝アルミ
ニウム、外装ボトル・キャップ用ラベル＝PET、底面ラベル＝ユポ★生産国：日本
※香りの持続期間は色の種類や濃さによって異なります。

322 �香の具�9色組
申込
番号

番号 カラー 申込番号

329 べっ甲

330 ピンク

331 ブラック

ピントグラス
〈 329・330・331共通〉
★サイズ：べっ甲＝レンズ幅＝5�・ブリッジ幅＝1.6�・テンプル長＝14.2�、ピンク・ブラッ
ク＝レンズ幅＝5�・ブリッジ幅＝1.6�・テンプル長＝13.7�★材質：べっ甲＝ウルテム・ラ
バー・ニッケルステン合金・CP材・アクリル、ピンク・ブラック＝ニッケルステン合金・TR90・ラ
バー・CP材・アクリル★一般医療機器届出番号：27B3X0031000001★生産国：中国
※車・バイク等の運転、歩行、階段昇降時、段差のある場所では使用しないでください。

本体9,250円（税込10,175円）

電源不要！スマホ画面を約12インチに拡大

全6作品入り
（初級～上級）

番号 カラー 申込番号

320 年中行事編

321 犬猫編

〈 320・321共通〉
★材質：本体＝紙・PP・ス
クラッチインク、スクラッ
チペン＝ABS★生産国：
中国

�楽しく脳トレ�スクラッチアート楽しく脳トレ�スクラッチアート
本体1,480円（税込1,628円）

年中行事編320 犬猫編犬猫編321

専用
スクラッチ
ペン付き

ホワイト332

ブラック333

収納や持ち歩きに便利なデザイン

軽量・薄型の

折りたたみタイプ

割れにくい
プラスチックレンズ画面

スマホを
置くだけでOK

点をつないで削る点をつないで削る

新感覚のスクラッチアート新感覚のスクラッチアート

目と手と
脳をフル活用！

画面サイズ
約12インチ

レンズ倍率
約3〜4倍

べっ甲329

この1本で、
広くて自然な視界が手に入る!

レンズの中心から外側へ
滑らかに度数が変化

（老眼度数：+2.5D～+0.6D）（老眼度数：+2.5D～+0.6D）
累進多焦点レンズ搭載累進多焦点レンズ搭載

自然なピント移動をかなえ、視界全体がよく見える！

老眼鏡（単焦点） 累進眼鏡（遠近両用等） ピントレンズ

番号 カラー 申込番号

323 ワイン

324 マスタード

325 チャコール

〈 323・324・325共通〉
★サイズ：本体＝約19.5×11×3.5�★重量：本体＝
約102g★材質：ポリエステル★生産国：中国

スマぽーち
本体1,980円（税込2,178円）

独自開発 !独自開発 !独自開発 !

ゼラニウムゼラニウム
精油精油

（あかいろ）（あかいろ）

オレンジオレンジ
精油精油

（だいだいいろ）（だいだいいろ）

ブラックブラック
ペッパー精油ペッパー精油

（くろいろ）（くろいろ）

ユーカリユーカリ
精油精油

（しろいろ）（しろいろ）

イランイラン
イラン精油イラン精油

（きいろ）（きいろ）

パチュリパチュリ
精油精油

（みどりいろ）（みどりいろ）

ジュニパージュニパー
ベリー精油ベリー精油

（あおいろ）（あおいろ）

ラベンダーラベンダー
精油精油

（むらさきいろ）（むらさきいろ）

シダーウッドシダーウッド
精油精油

（ちゃいろ）（ちゃいろ）

本物の香りの絵の具
精油と塗料を混ぜ合わせた

香りのブレンドを香りのブレンドを
楽しめる！楽しめる！

を受賞

東京ビジネスデザインアワード2018 
優秀賞／テーマ賞

日本文具大賞2020 優秀賞

第15回キッズデザイン賞

香りは2日程度
ほんのりと持続

〈 332・333共通〉
★サイズ：約幅26×奥行17.2×高
0.9�（収納時）★重量：約290g★材
質：本体＝ABS樹脂、つまみ・滑り止
め＝シリコン★生産国：中国

番号 カラー 申込番号

332 ホワイト

333 ブラック

モバイルワイドスクリーン
本体1,480円（税込1,628円）

S〜M326

L〜XL327

ジェルクッションで
衝撃を吸収

かかとを安定
させ、ズレによ
る疲れも防ぐ

本体980円（税込1,078円）
★色：ブラック★内容：2枚（1足）★適応サイズ：ふくらはぎ周り25
〜40�★材質：ポリエステル、綿、その他★生産国：中国

328 �毎日をあしスタント�
　ふくらはぎサポーター
申込
番号

ヒラメ筋

腓
ひ ふ く き ん

腹筋

テーピング編みで
筋肉の負荷を軽減

テーピングラインで
ふくらはぎの
筋肉をサポート

足首からふくらはぎまで
軽やかサポート

必需品をまとめて、身軽にお出かけ！ 歩行時のかかとへの
負担を軽減

立ち仕事で
しんどい

毎日に 手もみ感覚の
段階着圧で
足スッキリ

27.7
hPa

36.9
hPa

フルインソールの入らない
パンプスなどにも !

ムレにくい
綿混素材

番号 サイズ 申込番号

326 S〜M（22.5〜24.5cm）

327 L〜XL（25〜30cm）

〈 326・327共通〉
★材質：熱可
塑性合成ゴム
★生産国：ベ
トナム

ジェルヒールカップ
本体1,280円（税込1,408円）

2個
入り

旅行に
お散歩に

スポーツ
観戦に両手が両手が

自由になる！自由になる！

カードを引いてカードを引いて
お題に答えて！お題に答えて！

320

321

322

323

324

325
326

327

328

329

330

331
332

333
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細刃はカニ足などに刺してスパッと
切れ、パック食材の開封も簡単

置き場に困らない
便利なトレー付き

剥離性の高い素材剥離性の高い素材
「TPX®樹脂」使用「TPX®樹脂」使用  

本体980円（税込1,078円）
★色：クリア★サイズ：約6.7×2.3×21.9�★
耐熱温度140℃★材質：ポリメチルペンテン

（TPX®）★生産国：日本

337 �極しゃもじ�プレミアム
申込
番号

便利すぎて手放せなくなる万能ツール！

フィルターを浸さずドリップできる

ちょっとだけ使いたい食材のカット・保存に便利！

本体1,800円（税込1,980円）
★容量：650�★サイズ：約16×11×6�★重量：約193g★耐熱
温度：本体＝80℃、蓋＝100℃★耐冷温度：本体・蓋＝−20℃★材
質：本体＝コポリエステル、蓋＝TPU★生産国：マレーシア

339 �蓋がまな板になる保存容器
申込
番号

2
WAY

抗菌仕様

650㎖

本体1,480円（税込1,628円）
★付属品：レシピブック★サイズ：約径21.8×高11.8
�★耐熱温度：140℃★材質：ポリプロピレン★生産
国：日本

336 �電子レンジ用炊飯器
申込
番号

付属のすのこや蒸し器で、
炊く以外の調理も可能 

0.5〜2合炊き

15品のレシピ付き

計量カップ付き

〈 334・335共通〉
★内容：1.5合タイプ★サイズ：本体＝約長径21.5×
短径12×最大幅23×高7�、ふた＝約長径21.5×短
径12×高2�、セット＝約高8.5�★重量：本体＝約
530g、ふた＝約290g★材質：耐熱陶磁器（耐熱温度
差350℃）★生産国：日本
※急激な温度変化は破損の原因になる可能性がある
ため、お控えください。

国産耐熱セラミック製�
スリムおひつ�リーフ
本体2,480円（税込2,728円）
番号 カラー 申込番号

334 ホワイト

335 ブラック
ホワイト334

ブラック335

レンジ・食洗機 可

ドリップが
浸かっちゃう…

カッパー341

グラファイトグレー342

「テフロン及び Teflon」は、
ふっ素樹脂についてのケマー
ズ社の商標です。ライセンス
により株式会社タイエイジャ
パンが使用しております。 

番号 カラー 申込番号

341 カッパー

342 グラファイトグレー

〈 341・342共通〉
★実容量：600�★サイズ：約16.6×10×15.6�★重量：約
373g★保温効力：58℃以上（10時間）★材質：内びん＝ステ
ンレス鋼（ふっ素樹脂塗装加工）、胴部＝ステンレス鋼（アク
リル樹脂塗装加工）、中せん＝ポリプロピレン、パッキン＝シ
リコーンゴム★生産国：中国
※中せんは確実に閉めて使用してください。
※内容物の量は中線下端より約1�下までを目安としてく
ださい。※炭酸飲料やドライアイスは入れないでください。
※塩分をよく含む飲み物（みそ汁など）は入れないでください。
※本体を冷凍庫・電子レンジに入れないでください。

カフア�コーヒー保温サーバー
本体3,600円（税込3,960円）

本体1,980円（税込2,178円）
★内容：本体、ふた★サイズ：本体＝約径22×最大幅23.5×高3.5�、ふた＝約
径21×高2.8�、セット時＝約高5.8�★重量：プレート＝約550g、ふた＝約
70g★材質：本体＝耐熱陶磁器（耐熱温度差350℃）、ふた＝ポリプロピレン（耐
冷熱温度−30℃〜130℃）★生産国：日本
※電子レンジは600W以下で使ってください。※オーブン・直火使用時、ふたは
外してください。※ふたは上からかぶせるタイプで完全密封ではありません。

343�レンジで焼ける�マイクロクック
申込
番号

レンジ・オーブン（ふたは不可）・
食洗機 可

基本レシピ＋
　6種のアレンジレシピ付き

10種類のレシピ付き 

本体1,080円（税込1,188円）
★満水容量：1000�★サイズ：17×15×高さ7.5�★耐熱温度：140℃★材質：
ポリプロピレン★生産国：日本
※食洗機不可

344 �電子レンジ専用�フレンチトーストメーカー�
スヌーピー�やさい

申込
番号

ししっっと
りとり

ふふわっわっ
ふふわわ

レンジで手軽にフレンチトースト

加熱/保存切替弁付き

約
11㎝約16㎝

約
6㎝

真空2層構造でおいしい温度をしっかりキープ！
内面はテフロンTM加工で
お手入れ簡単 

レンジでチンしてそのまま食卓へ！

本体を掴みやすい
ハンドル付き 

冷蔵庫保存から
そのままレンジへ！

ササッ
と

　時短
で

ごはんを温めごはんを温め

そのまま食卓へ！そのまま食卓へ！

平置きしても
先端が浮くから衛生的  

蓋をトレーにして蓋をトレーにして
切り分け＆そのまま保存切り分け＆そのまま保存

浸からないから、
雑味がなくクリアな味わい！ 

できあがり目安は
レンジ500Wで約4分  

肉も魚も
レンジで焼ける！    

ふた付きだ
から

レンジ内が
汚れません

保温・保冷OK

刃は着脱可能で
細部まで洗えて衛生的  

ぜひ
試してみて！

本体2,800円（税込3,080円）
★サイズ：約21.3×9×1.5�★重量：約122g★
耐熱温度：130℃★材質：刃部＝ステンレス刃物
鋼、ハンドル＝熱可塑性エラストマー・ポリプロピ
レン★生産国：中国
※変形・サビの原因となるため、煮沸消毒はお控え
ください。

申込
番号

338 �セレクト100�キッチンばさみ

本体1,580円（税込1,738円）
★サイズ：本体＝約9.6×6.5×高5.7�、トレー＝約径11×高
1.2�、対応カップ＝約径7.5〜9�★材質：本体＝ステンレス
鋼、トレー＝スチロール★生産国：日本
※ドリップバッグ形状によっては使えないことがあります。
※トレーは食洗機には使えません。

340 �コーヒードリップバッグホルダー
申込
番号

傷付きにくく食材の滑りを防ぐ表面加工

食材の汁漏れを防ぐ溝付き

レンジでチンして
そのまま食卓へ！

電子レンジで
ふっくら炊ける

お米のプロと開発した
理想のしゃもじ

太刃は肉やハムなどを包丁の
ようにシャープにカット

細刃 太刃

ごはんがごはんが

つきにくい！！つきにくい！！

スリム幅なので釜の中で動
かしやすく小回りが利き、
お茶碗にふんわりキレイに
よそえます。
株式会社マーナ 
岩崎さん

メーカー担当者の声

334

335

336 337

338

339

340

341

342

343

344
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番号 サイズ（掌周り/中指の長さ） 申込番号

349 S（約16.5/7.3㎝）

350 M（約18.5/7.5㎝）

351 L（約20.5/7.5㎝）

〈 349・350・351共通〉
★サイズ：全長23.5�★色：ピンク★
材質：ニトリルゴム（合成ゴム）★生産
国：マレーシア
※体質によっては、痒み・かぶれ・発疹
といったアレルギー反応等を起こすこ
とがあります。パッケージが変更にな
る場合があります。

こ
ん
な
に
伸
び
て

手
に
フ
ィ
ッ
ト
！

キッチングッズも
追加

、、そそそろろ ろろ買い時？い時？
今注目

の

番号 カラー 申込番号

345 ブルー

346 ピンク

〈 345・346共通〉
★サイズ（1枚）：約30×20�★材質：ポリプロピ
レン★生産国：台湾
※ワイパーは付いておりません。

ふんわりワイパーシート�
50枚ロール
本体780円（税込858円）

ピンク346

各社共通サイズ

50枚
ロール

両面
使える

ブルー345

ふんわり起毛繊維で
溝のホコリも逃しません！

髪の毛から食べかすまでしっかりキャッチ

除菌99％

重曹よりもアルカリ性の
強いセスキ炭酸ソーダが
皮脂汚れ・油汚れをスッ
キリ落とします。

とは？
驚きの
セスキパワーで
水拭き＋除菌

● 換気扇に
● コンロに
● キッチン壁面に ● 台拭きに

● 冷蔵庫に
● あみ戸に

本体1,400円（税込1,540円）
★内容：20枚×5個組★サイズ（1枚）：約29×20�★材質：レーヨン、ポリエステル、ナイロン
★薬液成分：アルコール、セスキ炭酸ソーダ、炭酸ナトリウム、除菌剤★生産国：日本
※水性ペンキ・漆塗り・ニス塗り・白木・桐・皮革・壁紙面には使用しないでください。
※すべての菌を除菌する訳ではありません。

347�セスキウェットシート×5個組
申込
番号

5
個組

本体1,280円（税込1,408円）
★サイズ（1枚）：約25×15�★材質：表毛＝レーヨン、基布＝ポリエステル・レーヨン★生産国：日本
※使い始めは若干色落ち・色移りするためご注意ください。また、遊び毛が抜けることがあります。

348 �ふしぎクロス�4色組
申込
番号

4
色組

クロスの汚れも水洗いで
サッと落ちます

グリーン
フローラルの香り

吸水性に優れ、
水気の拭き取りが

スピーディー

多すぎずちょうどいい50枚入り！

ついた汚れが水でサッと落ちる

粉なし 極薄
タイプ

左右
兼用 50

枚入

本体698円（税込767円）
★柄：ベジタブル★サイズ：約縦20×横13×マチ9�★材質：
クラフト紙★生産国：日本

352 �紙製水切りゴミ袋�60枚
申込
番号

三角コーナー不要で衛生的

60
枚入

2
個組

濡れても破れにくい耐水性のある紙を使用

この穴がポイ
ント！

この穴がポイ
ント！

サッと取り出せるサッと取り出せる
BOXタイプ！BOXタイプ！

バーナーリングのコゲつき・汚れ防止に！ 

天板がフラットなガスコンロ用 

こんな汚れにこんな汚れに

なる前に なる前に 

本体690円（税込759円）
★色：グレー★サイズ：直径約14�★材質：アルミニ
ウム箔★生産国：日本
※汁受け皿のあるガスコンロや内炎式バーナーコン
ロにはご使用いただけません。※コンロの点火プラ
グや立ち消え安全装置を塞ぎますと、点火しなかった
り不完全燃焼の原因となるためご注意ください。

353 �バーナーリングカバー�
　5枚入り�2個組
申込
番号

天板掃除も
付けたまま！

全自動洗濯機用無香料タイプ

汚れがおもしろいほど
ポロポロ取れる！

便器の底や奥までキレイ 新聞紙や雑誌がしっかり結べる

本体798円（税込877円）
★正味量：750g★液性：弱アルカリ性★成分：アルカリ剤（炭酸塩）、
漂白剤（過炭酸塩）、界面活性剤（アルキル硫酸エステルナトリウム）、
再付着防止剤★生産国：日本
※塩素系や還元系の漂白剤との併用・混合はお控えください。
※ドラム式洗濯機と二層式洗濯機はつけ置きが充分でないため使用
できません。すべての菌・臭いを除去する訳ではありません。

354 �カビ・雑菌・汚れが
　ごっそり落ちる�
　非塩素系洗濯槽クリーナー
申込
番号

本体748円（税込822円）
★液性：弱アルカリ性★成分：過炭酸ナトリウム、コハク酸、炭酸ナト
リウム、硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、香料、色素★生産
国：日本

355�トイレにポン！�15g×16錠入
申込
番号

幅は太目の2mm

紙製だから力を入れやすい

新聞・雑誌の分別や収集用に

本体580円（税込638円）
★サイズ：2�×長さ100m（1個）★材質：紙★生産国：中国

356 �紙ひも�100m×2個組
申込
番号

効果持続
期間

約90日

ふとんにあみ戸に

本体1,280円（税込1,408円）
★内容量：250�★対象害虫：ダニ、クモ、ユスリカ、チョウバエ、カツ
オブシムシ、ガ、アブ、カメムシ、アリ、ヤスデ、ムカデ★使用箇所：カー
ペット、畳、網戸、衣類、布団、キッチン、ベッド、玄関、軒下、トイレ、お
風呂、カーシート、エアコン★成分：ヒノキチオール、オレイン酸、テ
ルペン油、除虫菊エキス、水★生産国：日本

357�ヒバウッド�オーガ
申込
番号

いや〜な虫を寄せ付けない

パッと貼るだけのフィルターでホコリをキャッチ！ どこにでもなじむナチュラルなデザイン

お風呂のドア用お風呂のドア用359浴室乾燥機用浴室乾燥機用358

2
個組 2

個組

シール加工で貼るのもはがすのも簡単

泥などで汚れてもサッと水洗い可能

サイズに合わせて自由にカット

本体690円（税込759円）
★内容：2個組（2枚入り×2）★サイズ：約25×47�★材質：
抗菌抗カビ加工不織布★生産国：日本
※必ず浴室乾燥機の吸気部分に取り付けてください。
※空気吹き出し口には絶対取り付けないでください。

358 �パッと貼るだけ�
ホコリとりフィルター�
浴室乾燥機用�2個組
申込
番号

本体650円（税込715円）
★内容：2個組（3枚入り×2）★サイズ：約12×70�★材質：
イミダゾール系抗菌剤、ポリエステル繊維★生産国：日本
※浴室側に取り付けないでください。

359 �パッと貼るだけ�
ホコリとりフィルター�
お風呂のドア用�2個組
申込
番号

〈 360・361共通〉
★サイズ：約45×75×0.5
�★材質：表面＝ポリエス
テル100％、裏面＝ TPR ★
生産国：中国
※床を傷付ける可能性があ
るため、フローリング等の
室内でのご使用はお控えく
ださい。

Leaf360

約
45
㎝

水洗い可能

場所を
取らな

い

コンパ
クトサイ

ズ

SS349

MM350

LL351

番号 種類 申込番号

360 Leaf

361 エッフェル

屋内・屋外兼用玄関マット
本体1,500円（税込1,650円）

ドアに引っ掛かりにくい
厚さ5mm！

天然由来成分100％のヒノキの香り

粉なしニトリルゴム手袋�50枚入
本体698円（税込767円）

1錠を投入後、
2時間以上置いて

水を流すだけ

水を絞る時に
手が汚れにくく、

そのまま捨てられます

約75㎝エッフェル361

ごはんがごはんが

つきにくい！！つきにくい！！

台所の掃除にはいつも
大量の雑巾を使っていた
ので5枚全部使うつもり
でしたが、本当に1枚で
OKでした！

（ご購入時は5枚セット品）

新潟県学校生協 組合員さんの声！

16
錠入 詳しくは

こちらをチェック！

メーカー担当者の声

洗浄中 洗浄中 

345

346 347

348
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351
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353

354

355

356

357

358 359

360
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【単３形】★サイズ：約直径１.４×５ｃｍ★重量：約２２ｇ（１本）
【単４形】★サイズ：約直径１×４.４ｃｍ★重量：約１２ｇ（１本）
【共通】★仕様：水銀０使用、１.５V★生産国：日本

単3形

単４形

パックのまま取り出し
＆保管できる便利な
パッケージ仕様。

長期間保存できる
富士通アルカリ乾電池！

富士通
アルカリ乾電池20個パック

規格

単3形

申込番号番号

単4形

○372
○373

２０個組
価格

約10年保存
安心の日本製
約10年保存
安心の日本製
※使用推奨期間は９年以上の
　ものをお届けします。

 1,280円（税込 1,408円）本体★セット内容／トイレ用袋（黒）30枚、カバー袋（青）2枚、
処理用袋（白）3枚、凝固剤30個

★セット内容：トイレ用袋（黒）１０枚、カバー袋（青）１枚、
処理用袋（白）1枚、凝固剤１０個

【共通】★材質：高分子ポリマー、袋＝ポリエチレン★生産国：日本
※体調や服用した薬の影響等により、尿が凝固しにくい場合が
あります。水洗トイレには流せません。廃棄の際は各自治体の
条例に従ってください。

トイレスキューの凝固剤1個の
吸水凝固能力は

災害時のトイレ問題はこれで解決！

１ 2 3

しっかり固まる
凝固剤たっぷり

処理袋も抗菌消臭全て抗菌消臭袋
感染症対策 捨て方にもこだわり！

しっかり吸水して
固まります！

凝固剤増量！
固まらない不安を解消！

従来品より
1 4％増量

防災士監修品
丈夫な
袋

しっかり
消臭

抗菌
仕様

しっかり
吸水凝固

日本製

５つの
安心
ポイント

そこで
トイレスキュー

知っていますか？
災害時のトイレ事情

①断水・停電で流せない
②仮設トイレもすぐ来ない

いつものトイレに
セットするだけで
使えます！

凝固剤

通常の大人の1回の
排尿量は約200～300ｍｌ

袋をトイレにセットします。 凝固剤を入れます。 処理用袋にいれて廃棄します。

抗菌簡易トイレ トイレスキュー抗菌簡易トイレ トイレスキュー
10回分370

申込
番号

 1,580円（税込 1,738円）本体

30回分371
申込
番号

 3,980円（税込 4,378円）本体

余裕の約470ｍｌ

※イメージは
　30回分の
　写真です。

★適応サイズ（約）：甲周り２０～２６ｃｍ★材質：ナイロン、ポリウレタン★生産国：日本
※血圧が異常に高い方や、心臓における病気で通院されている方は医師にご相談の上ご使用ください。

寝ている間の足指ケア両面でこぼこがサイドから中足関節を引き締め、
ゆるみをケア
両面でこぼこがサイドから中足関節を引き締め、
ゆるみをケア

左右
兼用
２枚
1組洗濯機OK

適応サイズ（約）
甲周り／２０～２６㎝ より指に馴染む

デザインに改善！

日本製
外反母趾ほぐねるfit 2枚組369

申込
番号  1,780円（税込 1,958円）本体

長時間座っても疲れにくく、
お尻や腰の負担を軽減

★サイズ（約）：41×37×厚み3.5ｃｍ★材質：本体＝TPS（スチレン系
熱可塑性エラストマー）、カバー＝ポリエステル★重量（約）：１ｋｇ
★生産国：中国

2層構造×高弾性ゲル
衝撃吸収に優れた2層構造のジェルが
お尻への負担を軽減

優れた
通気性

空気の循環に
優れたハニカム構造
なので長時間座って
いても蒸れにくい

表面メッシュ生地
裏面
すべり止め加工

着座時の体圧を吸収・分散。柔軟性とほど
よい反発力で浮いている
ような座り心地。

手洗いOK
（カバーのみ）

2層
構造

専用
カバー付

デスクチェアに

座業が多い方に
おすすめ

ハニカムゲルクッション スクエア368
申込
番号  1,680円（税込 1,848円）本体

カーシートに

★材質：TPE（熱可塑性エラストマー）★生産国：中国

家事にピタッと手袋200枚入
女性用フリーサイズ

367

申込
番号

798円（税込 877円）本体

左右
兼用
使い
切り
200
たっぷり

枚入

フィット素材だから
素手感覚で使いやすい家事にピタッと手袋家事にピタッと手袋

食品衛生法適合

調理に 下ごしらえに

盛り付けに 洗い物に

お掃除に

介護に

靴磨きに 毛染めに

着脱しやすい
内エンボスタイプ
着脱しやすい
内エンボスタイプ

全長約26.5ｃｍ

中指の長さ約7.5ｃｍ

手のひらまわり
約21ｃｍ

女性用
フリーサイズ

ブカ
　ブカ

ピタッ！

よくあるポリエチレン手袋

家事に
ピタッと手袋

フィットするっ
て

　　　使いや
すい！！

フ
ィ
ッ
ト
し
な
い

つ
か
み
に
く
い

く
っ
つ
く

場所を選ばずサッと使える
乾電池式コードレスタイプ！

小さすぎず大きすぎない、
ちょうどいいサイズの毛玉とり

回転を
妨げにくい構造だから、
目詰まりしにくい！

毛
玉
が

ス
ッ
キ
リ
！

★サイズ（約）：幅11.5×奥行6.5×高さ14ｃｍ★材質：本体・スイッチ＝ABS樹脂、ダストＢＯＸ・ヘッドカバー＝AS樹脂、
刃＝ステンレス★電源：単３形アルカリ乾電池２本使用（別売）★付属品：替刃（外刃）×1★重量（約）：148g★生産国：中国
※アンゴラなど毛足の長い生地には使用しないでください。

ご要望にお応えして
替刃付（外刃）×1交換用

目詰まりしにくい！毛玉とり 替刃付

グレー

ピンク
程よいサイズで
持ちやすい！

規格 価格

グレー

申込番号番号

ピンク

○365
○366  1,280円（税込 1,408円）本体

大型回転刃
約50
ｍｍ

50枚入

4層3D立体構造

耳が痛くなりにくい口元ひろびろ立体マスク 50枚入
規格 価格

ホワイト

申込番号番号

ピンク

○362
○363

ベージュ○364
 1,280円（税込 1,408円）本体

★サイズ（約）：21×8ｃｍ★材質：本体・フィルター部＝ポリプロピレン不織布、
耳ゴム部＝ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター部＝アルミニウム・ポリプロピレン★生産国：中国
※衛生用品の為、開封後の返品はお受けできません。※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではあり
ません。※全てのウイルスや細菌を除去するわけではありません。

42206060

VFE：ウイルス飛まつ捕集効率
花粉：花粉粒子捕集効率

PFE：微小粒子捕集効率
BFE：バクテリア飛まつ捕集効率

フィルター

表地 裏地

立体構造で息がしやすい
口紅が付きにくい

幅広
ふわふわゴム

ノーズフィッター

口元ひろびろ
立体構造

ピンク

ホワイト

ベージュ

耳
が
痛
く
な
り
に
く
い

耳
が
痛
く
な
り
に
く
い

約21cm

約8cm

※
イ
メ
ー
ジ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
す
。

368

365

362

363

364

366

370

371

369

367

372

373
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普段使いから緊急時と、便利なオススメ雑貨をご紹介！



●サイズ（一例）：付箋＝4×2.6cm、
びん＝4.9×7.3cm●材質：紙、ポリプロピレン●生産国：中国

人気のキャラクターグッズ

●サイズ：径7.7×19.5cm（取っ手は除く）●材質：ABS、HIPS、GPPS、PE●生産国：中国
※単三電池3本（別売り）※使用イメージは別の柄を使用したイメージになります。

置く

吊す持つ

3way!3way!

普段は家の常夜灯として、
緊急時に懐中電灯としてなど、
幅広い用途で使用できるので

アウトドアや非常時にも役立ちます!

普段は家の常夜灯として、
緊急時に懐中電灯としてなど、
幅広い用途で使用できるので

アウトドアや非常時にも役立ちます!

かわいい
スヌーピー柄！

©2020 Peanuts Worldwide LLC 
www.snoopy.co.jp

©2022 Peanuts Worldwide LLC 
www.snoopy.co.jp

3通りの使い方! ランタン型ライト3通りの使い方! ランタン型ライト おしゃれな瓶の中にセットされた付箋セットおしゃれな瓶の中にセットされた付箋セット

明るさ48ルーメン
LED2個使用

●麻雀牌1セット
●牌ケース1個
●マット1枚
●役表4枚
●点棒1セット
●起家マーク1個
●サイコロ2個
●説明書1冊

セット内容

対象年齢

7歳
以上

はじめてでもすぐに
　遊べる！　　

●サイズ：パッケージ＝24.2×36.5×厚6.4cm、マット＝48×48cm●材質：ポリエチ
レン、フェルト、紙、メラニン樹脂●監修：馬場裕一プロ●生産国：中国

プレゼント
にも

おすすめ!
プレゼント
にも

おすすめ!

プレイ人数
4人

数字入り牌・点棒、
マンガでわかる詳しい説明書付、
積み配置がわかるガイド付きマット、

一目でわかるアガリ役表、
かんたん点数計算早見表付。

数字入り牌・点棒、
マンガでわかる詳しい説明書付、
積み配置がわかるガイド付きマット、

一目でわかるアガリ役表、
かんたん点数計算早見表付。

●7種類のブロック
●問題カード54枚
●解答シート

セット内容

●フィルム付箋 細長：4柄×30枚合計120枚
●フィルム付箋 ダイカット：30枚
●ペーパー付箋 大：2柄×15枚合計30枚
●ペーパー付箋 細長：２柄×30枚合計60枚

セット内容

“カチャ”っとくっつく感触がクセになる、チャチャキューブ“カチャ”っとくっつく感触がクセになる、チャチャキューブ“カチャ”っとくっつく感触がクセになる、チャチャキューブ

対象年齢

3歳
以上

●サイズ：約15×18×6.5cm、
ブロック：6×4×2ｃｍ（一例）、
キューブ：6×6×6cm
●材質：ABS、磁石●生産国：中国

マグネットで“カチャ”っと
くっつくチャチャキューブ。
7個のブロックでキューブを
つくるパズルです。

マグネットで“カチャ”っと
くっつくチャチャキューブ。
7個のブロックでキューブを
つくるパズルです。

108問遊べる 難易度レベル1～4の
合計108の問題に挑戦!

解答
シート付

©MASUDAYA CORP.2020

脳トレや知育に
おすすめ!

人気
です

●サイズ：約15×9.5×厚さ4.3cm（オカリナ）●材質：陶磁器●195ページ●ピュアミュージック●対象：一般●生産国：日本（オカリナ）

●オカリナ１個●楽譜１冊

セット内容

オカリナの吹き方手引きも掲載した楽譜付き。
自分の音色で様々な名曲にチャレンジしよう！
オカリナの吹き方手引きも掲載した楽譜付き。
自分の音色で様々な名曲にチャレンジしよう！

アップ

〈共通〉●サイズ：径1.2×長14.2cm
●材質：軸＝ポリカーボネート、クリップ＝鋼材、
インク＝油性顔料●生産国：日本

インク色
黒・赤・青
筆記幅
0.5mm

ちらし

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
　TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

ピカチュウ柄の
ジェットストリーム
3色ボールペン

ジェットストリーム
ならではの

なめらかな
書き味！

人気
です ●チョコレート●バイオレット●ピンク●レッド

●オレンジ●イエロー●ライトグリーン
●ライトブルー（色の数に偏りがあります）

セット内容

オーバンド缶オーバンド缶

オーバンドゴールド缶オーバンドゴールド缶

〈共通〉●サイズ：径＝4cm、缶＝9.2×5.7×高4.8cm●重量：約30g（缶除く）●材質：天然ゴム、缶＝スチール●生産国：マレーシア
※商品の劣化を防ぐため、密封して冷暗所に保管してください。

●オーバンド
     （アメ色）

セット内容

キ
ュ
ー
ト
な
缶
入
り

オ
ー
バ
ン
ド

大
正
時
代
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た

お
な
じ
み
の
結
束
材

くるくるまわすだけでステキなデザインが描けちゃう♪くるくるまわすだけでステキなデザインが描けちゃう♪

素敵なオリジナルデザインを
作っちゃおう!!

素敵なオリジナルデザインを
作っちゃおう!!

●サイズ（一例）：リング径12.7×0.5cm●材質：SBC、PVC、PP、紙●生産国：中国

綺麗な模様が
書けるよ！
綺麗な模様が
書けるよ！

●ペン3本(細・太書き)
●デザインブック1冊
●デザインノート1冊
●クルリグラフケース1個
●ギア5個●リング1個

セット内容

対象年齢

4歳
以上

使い方がわかりやすい
デザインブック付き！
使い方がわかりやすい
デザインブック付き！

想像力、集中力、思考力を
楽しく育む！

ブロックの
形や向きを
想像しながら
試行錯誤!

心
和
む
優
し
い
音
色
と
、

す
ぐ
に
吹
け
る

手
軽
さ
が
人
気
！

〈共通〉●サイズ：18×15cm●材質：ポリプロピレン●生産国：日本

上側のシートは抗菌素材上側のシートは抗菌素材

裏面はすべり止め加工裏面はすべり止め加工

2層構造で
メモや写真をはさめる
抗菌仕様マウスパッド！

2層構造で
メモや写真をはさめる
抗菌仕様マウスパッド！

デスク周りの小さな小物や
文具をびんの中に入れて

かわいく整理するのにもグッド！

デスク周りの小さな小物や
文具をびんの中に入れて

かわいく整理するのにもグッド！

いつでもピカチュウと
いっしょだね！

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
　TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

整列

ガーデン
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エンジョイライフ 毎日をより楽しくするグッズ！

本体680円
（税込748円）

本体1,580円（税込1,738円）

本体3,580円（税込3,938円）

本体1,900円
（税込2,090円）

本体8,800円（税込9,680円）

本体580円（税込638円）

本体650円（税込715円）本体500円（税込550円）

本体1,580円（税込1,738円）

本体980円（税込1,078円）

申込
番号

ジェットストリーム
３色ボールペン ポケモン

番号 柄 申込番号

382 アップ

383 ちらし

オーバンドゴールド缶
30g＃16ミックス

385オーバンド缶
30g＃16アメ

384

申込
番号

申込
番号

クルリグラフ380 申込
番号

申込
番号 申込

番号

申込
番号

申込
番号

番号 柄 申込番号

375 整列

376 ガーデン

瓶入り付箋 スヌーピー
ハート

377スヌーピーハンディキャランタン グリーン374

はじめてでもすぐに遊べる! マスター麻雀378

クセになるパズル
チャチャキューブベーシック

379

素焼きのオカリナ入門セット381

はさめるマウスパッド
ピカチュウ
整列・ガーデン

378

382
383

384 385

380

374
377

379

381

375
376
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書籍 Best 書籍 Best 2022年1月～3月

★定価税込2,200円★P159★B5判★小・中学校教職員★著：松浦直己★初版’18年10月
★P120～127★A5判★教職員全般★編：ドロップレット・プロジェ
クト★初版’10年7月～’17年12月

★定価税込2,310円★P128★B5判★教職員全般★著：加藤博之★初
版’19年8月

★幼・小学校教職員★監修：公益社団法人発達協会★初版’18年9月

教室でできる
気になる子への認知行動療法（中央法規出版）

発達が気になる子の 
学校生活における合理的配慮

（中央法規出版）

CD-ROM付き 視覚シンボルで
楽々コミュニケーション（２冊組）

（エンパワメント
研究所）

子どもが思わず動きだす！  
ソーシャルスキルモンスター
（CD-ROM付き）　

（東洋館出版社）

授業で行う
合理的配慮のミニアイデア

（明治図書）

みんなの怒りスイッチを
さがせ！

（合同出版）

発達の気になる子の体の動き
しくみとトレーニング

（ナツメ社）

眼と体を楽しく動かす　
ビジョントレーニング・
ワークブック

（ナツメ社）

学校で困っている子どもへの
支援と指導

（学苑社）

一度読んだら絶対に忘れない　
日本史の教科書（SBクリエイティブ）

ゴミ清掃員の日常（２冊組）
（講談社）

子ども・クラスが変わる！  
ソーシャルスキルポスター
（CD-ROM付き）　

（東洋館出版社）

ソーシャルスキル
 「イメージ力」アップ編

（明治図書）

ソーシャルスキルが
たのしく身につくカード②
こんなときどうする？

（合同出版）

★P112★B5判★小学校教職員★監修：小貫悟／著：イトケン太ロウ
★初版’19年9月

一度失敗すると二度と挑戦しようとしない、常に100点でない
とだめ･･･否定的な発言、不適切行動を繰り返す子どもたち。
認知行動療法を応用し、具体的に支援する方法を解説します。

視覚支援やコミュニケーション支援に活用
できるさまざまなシンボルをCD-ROMに収
録。具体的な活用法や作成方法を紹介しま
す。すぐに使える手順表収録。Windows版。

ソーシャルスキルポスターとは、ソーシャルスキルに覚えやすい名前と
イラストを付けたポスター。すぐに使えるポスター35枚をPDF収録。

ソーシャルスキルが身につく９領域で構成。相手を知ろうとする気
持ちと社会性を育みます。つまずく子どもへの手立てや関連活動な
どくわしい解説つき。

家や学校で直面する110のシーンを取り上げ、
こんなとき自分ならどうする？なんて言う？
を考えるカード教材。身のまわりの状況への
対処から、社会の暗黙のルールやマナー、ふる
まいまで学べます。

学校生活の81の場面ごとに、学校ができる合理的配慮をイラストを
交えてわかりやすく解説。作業療法の視点からの具体的な支援方法
がわかり、子どもへの理解も深まります。

★定価税込2,420円★P196★B5判★小学校教職員★編著：鴨下賢一
／著：池田千紗ほか★初版’20年7月

ソーシャルスキルモンスターとは、子どもの問題行動に名前とイラ
ストを付けたもの。モンスターの理解と攻略を通し望ましい行動へ
の変容を促します。35枚のモンスターをPDF収録。

★P118★B5判★小学校教職員★監修：小貫悟／著：イトケン太ロウ
★初版’21年3月

通常の学級にいる苦手さのある子への学び支援アイデアを集めまし
た。各教科の授業ごとに無理なくちょこっと行える個別のサポート
アイデア。どの子も楽しく参加し、「できる・わかる」学びの保障のあ
る授業を！

★定価税込2,266円★P160★A5判★小学校教職員★編著：佐藤愼二
★初版’19年4月

誰かがぶつかってきたら？あいさつを無視されたら？日常よくある
出来事について、どのくらい怒りを感じ、どう考え行動すればいいの
かを考えて話し合うカード教材。対象人数2～8人。

★小学校教職員★監修：一般社団法人日本アンガーマネジメント協
会★初版’20年3月

いすに座る、列に並ぶ、字を書く、
走る、ボールを蹴る・・・グレーゾー
ンの子が苦手に感じがちな「体
の動き」について、必要となる要
素と効果的なトレーニング方法
をイラストで紹介。

★定価税込1,980円★P176★B5変型判★小学校教職員★監修：川上
康則★初版’21年3月

「見えにくさ」を改善することで、読み書きや
運動、手先を使うことがぐんとスムーズに！
１日５分で「見る力」を育てるビジョントレー
ニングを学校・家庭で手軽にできるワークシ
ート形式で紹介。

★定価税込1,980円★P224★B5判★小学校教職員★監修：北出勝也
★初版’20年7月

学校で先生がたが抱きやすい日常のよくある疑問を取り上げ、背景
にある「発達特性」と「支援・指導のヒント」をわかりやすく解説しま
す。主に小学校高学年から中学
生が対象。

★定価税込2,200円★P121★B5判★小・中学校教職員★監修：日戸
由刈／編：安居院みどり、萬木はるか★初版’21年10月

わかりにくい構造になっている一般的な教科書が「歴史が苦手」の
原因だった！？年号や年代を使わず、すべて数珠つなぎにして
＜１つのストーリー＞として歴史を解説。読むだけで歴史の知識
が一生モノの教養に変わります。高校生はもちろん、歴史の教養
を身につけたい、学び直しをしたい大人にも。

★定価税込1,650円★P352★A5判★一般★著：山﨑 圭一★初版’19年9月

使い捨てカイロ、保冷剤･･･それぞれ何ゴミの
日？ゴミ清掃芸人が収集中の気づきや実体験を
発信したＳＮＳが人気を集め書籍化！

★定価税込2,200円★P128～144★A5判★一般★原作・構成：滝沢
秀一／まんが：滝沢友紀★初版’19年5月～’20年7月

ケースを通じて
具体的に
学べます

ケースを通じて
具体的に
学べます
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387

389
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398
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388

392
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399

「認知の歪み」を修正し、
適切な行動へと導く13の技法

合理的配慮のための手法が満載！ 絵カード、手順表、校内掲示･･･
支援ツールに大活躍！

モンスター（問題行動）を
攻略しながら学ぶＳＳＴ

苦手さのある子が学びやすく
なるサポートアイデア

３種類のゲームを通し、怒りの
コントロールを身につけよう！

子どもが自分で選んで行え、
飽きずに続けられます

バリエーション豊富に収録 そうだったのか！
あの子の気持ち

小説のように
すらすら読める！

読むと分別したくなる！
話題のエッセイ漫画

掲示して、読み聞かせる
だけでできるＳＳＴ

ソーシャルスキルが
身につくワーク集

自分で判断し、行動する
力が身につきます

ＹouTubeで話題
沸騰！

現役教師による歴史
授業

本体1,800円（税込1,980円）
本体1,980円（税込2,178円） 本体2,700円（税込2,970円）

本体1,800円（税込1,980円） 本体1,957円（税込2,152円） 本体3,240円（税込3,564円）

本体1,620円（税込1,782円） 本体1,620円（税込1,782円） 本体1,800円（税込1,980円）

本体1,800円（税込1,980円）

本体1,995円（税込2,194円）

本体4,140円（税込4,554円）
本体1,350円（税込1,485円）

本体1,900円（税込2,090円）

本書の内容
●こんなときどうする
●ストーリーを考えよう
●どうしてそんな顔

ほか全85ワーク

本書の内容
●授業中の勝手な離席の
　目立つ子に『離席カードと
　ＯＫメダル』
●文章の読み取りや
　内容理解が難しい子に
　『視覚化模型』
●割り算のひっ算が
　難しい子に『位ごとの
　色別数字カード』　ほか

本書の内容
●もうちょっと
　がんばれない？
●あれ？また
　いなくなっちゃった！
●ボーッと、ジーッとして
　いるのは、なぜ？
●せま～いところ、大好き！
●教室が怖い･･･
●「わからない」を
　わかられたくない  ほか

怒りのできごとカードサイズ：
11.5×17.5㎝

ワークシートは
コピーOK！

セット内容
●遊び方マニュアル ●グランドルール1枚
●怒りのできごとカード60枚
●白紙カード4枚
●怒りの温度計カード22枚
●３重丸シート1枚
●こんなときどうする？箱2枚
●行動カード6枚 ●振り返りシート1枚

セット内容
●どうするカード110枚　●説明書

コピー
ＯＫ 

カード表 ●カード裏には
　「ねらい」と
　「ヒント」

授業中トイレに
行きたくなったら

カードサイズ：11.5×17.5㎝

中学生以来の学び直し。要点の羅列でなく、
物語形式で読み進められると記憶に残るも
のですね。 　　　　　　　　（50代女性）

セット内容
●ゴミ清掃員の日常
●ゴミ清掃員の日常 ミライ編

12位12位

特別支援教育部門ランキング

一般書部門ランキング
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書籍 Best 書籍 Best 2022年
1月～3月

料理はもっとラクに、おいしく作れます。早
く・無駄なく・おいしく毎日の料理をつくるた
めに、伝説の家政婦・志麻さんが本当に伝えた
かった39の知恵を紹介。

★定価税込1,760円★P240★A5判★一般★著：牧野智一★初版’21年4月 ★定価税込1,650円★P352★A5判★一般★著：山﨑圭一★初版’18年8月

★定価税込2,310円★P591★A5判★12歳～★著：小杉拓也★初
版’20年12月

志麻さんの台所ルール
（河出書房新社）

一度読んだら絶対に忘れない　
英文法の教科書

（SBクリエイティブ）

楷・行・草 漢字筆順字典
（日貿出版社）

一度読んだら絶対に忘れない　
世界史の教科書

（SB クリエイティブ）

超ディープな算数の教科書
（SBクリエイティブ）

よけいなひと言を好かれるセリフに変える　
言いかえ図鑑

（サンマーク出版）

理想の暮らしをかなえる
50代からリフォーム

（大和書房）

英単語の語源図鑑
（かんき出版）

366日の西洋音楽
（三才ブックス）

1日１ページ、読むだけで身につく
世界の教養365

（文響社）

かまわぬ100枚レターブック
（パイインターナショナル） どうぶつのかたち練習帖

（パイインターナショナル）

長生きでも
脳が老けない人の習慣

（アスコム）

増補改訂版 中学校３年分の数学が
教えられるほどよくわかる

（ベレ出版）

北欧100枚レターブック
BENGT＆LOTTA（パイインターナショナル）

★定価税込1,540円★P240★四六判★一般★著：角谷建耀知／監
修：阿部康二、森下竜一、古和久朋、河田康志★初版’21年3月

★定価税込1,210円★P143★四六判★一般★著：タサン志麻★初
版’20年11月

「気が付いたら、英文法がすべて
頭に入っていた！」と話題沸騰
の英語授業が書籍化。公式を使
わず、中高６年間の英文法を１
つのストーリーで解説する”新
感覚”英文法の教科書。

年号を使わずに、すべて数珠つ
なぎにして1つのストーリーと
して世界史を解説。世界史の教
養を身につけたい、学び直しを
したい大人にも最適。

「年のせい」と見過ごしがちなＭＣＩ（軽度認知症）の段階までに対処
すれば、認知症を遠ざけられる！ＭＣＩを早期発見する方法、認知機
能の低下を防ぐ食習慣や運動習慣などを解説。

プロ講師が「なぜそうなるのか」を丁寧に解説！人に教えられるくら
いの本物の数学力が身につきます。中学生はもちろん、中学数学をも
っと深く理解したい大人、授業に取り入れたい先生がたにも。

わかりやすく癖のない手書き
文字はお手本に最適。「常用漢
字」と「人名用漢字」から2976
字掲載。

★定価税込3,520円★P815★A5判★一般★編著：岡田崇花★初
版’14年12月

「なぜ＋やーより×や÷を先に計算するの？」学校では教えてもらえ
なかった小学算数の公式の本当の意味を解説！公式を掘り下げる
と、その裏に数学の「本当の面白さ」が隠れています。

★定価税込1,650円★P239★四六判★一般★著：難波博之★初版’20年3月

悪気はなかったのに相手をイラっとさせてしまった経験、ありませ
んか？カウンセラーとしてコミュニケーション指導をしてきた著者
が、好印象を与える「言葉のかけ方」をシーン別に徹底解説！

★定価税込1,540円★P320★四六判★一般★著：大野萌子★初版’20年8月

50代からの体にやさしく、老後ま
で快適に暮らせる住まいへのリフ
ォーム例を紹介。家事や生活の効
率が良くなる動線や収納、温かく
涼しい家にする工夫、趣味を楽し
むスペースづくりなど徹底解説。

★定価税込1,980円★P160★B5判★一般★著：水越美枝子★初
版’21年2月

語源を手がかりに効率的に単語を覚えよう！語源を知れば単語の正
確な意味がわかり、同じ語源の単語を関連づけて覚えられるから語
彙がどんどん増えていきます。

★定価税込1,650円★P288★四六判★一般★著：清水建二、すずきひ
ろし／イラスト：本間昭文★初版’18年5月

クラシック音楽の名曲を366曲
取り上げ、1日１曲を「音楽史」「主
題」「逸話」「謎」などのテーマで解
説。クラシック音楽の幅広い知
識が教養として身につきます。

★定価税込2,530円★P400★A5判★一般★監修：久保田 慶一★初
版’20年11月

歴史、文学、芸術、科学、音楽、哲学、宗教の７分野から、頭脳を刺激し、
教養を高める知識を１日１ページ、１年分収録。興味が広がり人生が
豊かになる、すべての知的好奇心の探究者へおくる１冊。

★定価税込2,618円★P384★A5判★一般★著：デイヴィッド・Ｓ・キ
ダー＆ノア・Ｄ・オッペンハイム／訳：小林朋則★初版’18年5月

スウェーデンの人気クリエイター BENGT& LOTTA。北欧
ならではの配色とセンスが光るカラフルなパターンを100
枚収録。１枚ずつきれいにはがして使えます。

★定価税込1,980円★P16+100枚★A5判★一般★著：BENGT & LOTTA
★初版’20年9月

季節の風物詩や縁起のいいモチーフを取り入
れた「てぬぐい」柄の豊富な図案を100枚収録。
１枚ずつきれいに切り離して使えます。巻頭に
てぬぐい柄の解説つき。

★定価税込1,980円★P16+100枚★A5判★一般★編著：パイインタ
ーナショナル／協力：かまわぬ★初版’20年5月

人気イラストレーターが、読者から質問の多い「動物のかたち」の描
き方を楽しく紹介！オオカミ、ハリネズミ、アルパカ、アザラシなど
約80種類の動物が登場します。

★定価税込1,518円★P126★A5判★一般★著：秋草愛★初版’19年3月

挨拶・社交辞令／断り方／
ほめ方／他人との距離／
謝罪の仕方・・・「言い方」で
損をしないための本。

NYタイムズベストセラー！
アメリカで47万部刊行の

定番本・邦訳！
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毎日のごはん作りがラクになる、
一生ものの料理のコツ

読むだけでネイティブの
思考が身につく！

楷行草の正しい筆順を
学べます

１つのストーリーで読み解く
＜新感覚＞歴史教科書

算数の「公式」の本当の意味
がわかる本

「言い方」次第で、
人間関係は変わります

シニアを見据えた
賢いリフォームプラン46

語源とイメージで記憶に
しっかり定着する英単語集！

面白くてタメになる
１日５分の音楽鑑賞

１日15分読むだけで、
世界基準の知性が身につく！

北欧から届いた、
キュートな柄が満載！

古典柄からモダン柄まで、
季節を彩るてぬぐい柄

「らしくなる」ヒントがいっぱい！

あなたの今のその習慣、
認知症につながっているかも？

「なぜ？」がわかれば
数学はこんなに面白い！

本体990円（税込1,089円）
本体1,440円（税込1,584円） 本体2,880円（税込3,168円）

本体1,350円（税込1,485円）

本体1,350円（税込1,485円） 本体1,260円（税込1,386円） 本体1,620円（税込1,782円）

本体1,350円（税込1,485円） 本体2,070円（税込2,277円） 本体2,261円（税込2,487円）

本体1,620円（税込1,782円）

本体1,260円（税込1,386円）

本体1,890円（税込2,079円）

本体1,620円（税込1,782円）
本体1,242円（税込1,366円）

アート部門ランキング

本書の内容
●レシピに頼りすぎていませんか
●献立はメニューからではなく、
　食材から考える
●「材料はすべて切っておく」
　から解放されよう
●「揚げる」は、コツをつかめば
　簡単ごちそうに
●電子レンジ、オーブン、
　炊飯器にもっと頼ってみよう

　ほか

本書の内容
●２３時以降に寝る人は
　認知症リスクが高い
●「１日２杯の緑茶」、
　１日３杯のコーヒー」が
　脳に効く
●専門家がオススメ！
　７つの脳活エクササイズ
●最新研究でわかった！
　科学的に正しい食事法

ほか
本書の内容
●なぜ、分母はそのままで
　分子を足し算するのか？
●なぜ「半径×半径×円周率」
　なのか？　　　　　　ほか

お手紙やラッピング、雑貨づくり･･･
アイデア次第で

さまざまな用途に使えます！

負の数と負の数をかけると、
なぜ正の数になるの？

直観的に理解できる
イラストで記憶に
しっかり定着！

【かまわぬ】
1987年にてぬぐい専門店として東
京・代官山に１号店をオープン。伝
統的な染色技法の注染にこだわり、
500種類以上のてぬぐいを企画・製
造・販売。企業とのコラボも人気。
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申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

400 402

403

404

407

408

411

412

405

409

401

413

410

406

414



　　　◎書籍の帯は変更になるか、付かないことがあります。2022-チラシNO.917 ◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。 10

書籍 Best 書籍 Best 2022年1月～3月

読み札の裏には意味
が

書かれています

セット内容
●読み札・取り札：
　各100枚(予備札各2枚）
●ＣＤ   ●解説書

札サイズ：7.1×4.9㎝

カードサイズ：
4.1×2.6㎝

★定価税込2,090円★P132★A5判★小学校教職員★著：三好真史★初版’19年3月

★定価税込1,650円★P224★A5判★一般★著：梅田明日佳★
初版’20年7月

道徳あそび101（学陽書房）

10分間
書く力がつくプリント（清風堂書店）

あなたの国語授業を直します
（学芸みらい社）

ことばプリント（３冊組）（小学館）

タブレットで変わる
授業デザイン

（小学館）

密にならない
クラスあそび120

（学陽書房）

改訂新版 ドラえもんの
ことわざかるた（読み上げＣＤ付き）（小学館）

新版 あわせ漢字ビンゴゲーム
①②（２点組）

（太郎次郎社
エディタス）

教師と子どものための　
体育の「教科書」 高学年

（明治図書）

指示は１回
聞く力を育てるシンプルな方法（東洋館出版社）

ぼくの「自学ノート」
（小学館）

★定価税込2,530円★P127★B5判★小学校教職員★編著：鈴木直
樹、石井卓之★初版’20年9月

体験活動、話し合い活動、役割演技･･･授業に取り入れ
学びが深まる｢道徳あそび」を精選！各あそびのねら
いは学習指導要領に対応し、あそびを通して子どもが
体験的に学べます。

教師には単元づくりや評価のよ
りどころとなる知識と情報を、
子どもたちには学びを深める学
習プリント&学習カードを全領
域で収録した「体育の教科書」。

新聞記事の切り抜きを貼り、
考えたことを書き込む「自学
ノート」を小３の春から作り
続けている高校生。ＮＨＫス
ペシャルで大反響を呼んだ
彼の「自学ノート」２７冊を一
挙紹介！

小学校国語授業の実例を挙
げ、具体的な改善法を提示。
教師の発問や指示、子ども
の発言などそのままに掲載
し、子どもが力をつける言
葉かけ、発達障害のある児
童への対応、伏線のはり方
など内容満載。

★定価税込2,860円★P144★B5判★小学校教職員★著：伴一孝
★初版’21年1月

辞書引き学習の深谷圭助先生と『小学館 例解学習国語辞典』編集部が小学校６年
間で身につけてほしい基本語として選び出した「必修基本語7700」が効率よく
習得できるドリルです。

★定価税込1,980円★P各96★B6判★6歳～★著：深谷圭助★初版’19年12月

話を聞かない子どもを育てているの
は、実は私たち教師だった！？誰でも
真似できるシンプルな方法で「聞く
力」を育てるテクニックが満載！

★定価税込1,980円★P174★四六判★小学校教職員★著：楠木宏★初版’16年3月

１年生から６年生まで、タブレットのさまざまな授業実践を紹介！
写真、動画、アプリ、授業支援のクラウドアプリ、シンキングツールな
どを活用した教科実践を豊富なビジュアルとともに解説。

★定価税込2,090円★P80★B5判★小学校教職員★著：西尾環★
初版’21年3月

子ども同士が安全な距離をとり
ながら、楽しくつながりあえる
クラスあそびをたっぷり紹介！
授業の集中が切れた時、スキマ
時間、オンラインで･･･子どもが
みるみる生き生きするあそびを
集めました。

★定価税込1,980円★P216★A5判★小学校教職員★編著：樋口万太
郎、神前洋紀★初版’21年1月

ドラえもん、のび太くん、しずかちゃ
んの音声CDがついた豪華ことわざ
かるた。ことわざの意味や使い方が
楽しく身につきます。

★収録時間：約52分★6歳～★まんが原作：藤子・Ｆ・不二雄／監修：
栗岩英雄／声の出演：水田わさびほか★初版’16年10月

「日」と「寺」をあわせると「時」（へん・つくり型）、
「羽」と「白」をあわせると「習」（かんむり・あし型）。
2枚のカードを組み合わせて漢字を完成させビ
ンゴを楽しむゲームです。2～5人用。

★7歳～★作：伊東信夫ほか／絵：金子都美絵★初版’10年9月

＜書き方＞がわかれば、作文もどんどん書ける！
言葉を引き出す力をつける課題、伝わるよう工夫
していく課題など、「書く力」が育つワークシート
がたっぷり！

★定価税込各1,980円★P各160★B5判★小学校教職員★著：藤原光雄★初版’19年7月

　低学年 １・２・３年
　高学年 ４・５・６年

 商品名 申込番号 

415

416

418

420

421

422

424 425

419

423

426

417

楽しく体験しながら
全員で議論できる！

楽しくて、書きたくなる
アイデアいっぱい！

改善法が具体的に
わかります

小学生に必要な語彙力が
しっかり身につくドリル

学級も授業も、
土台になるのは「聞く力」！

端末一人１台時代の授業デザイン かんたんに短時間で
楽しめる！

ドラえもんたちと楽しく覚えよう！

漢字が学べる
ロングセラー教材！

授業でフル活用できる
「体育の教科書」

教育のヒント満載！

本体1,710円（税込1,881円）
本体各1,620円（税込各1,782円）

本体2,340円（税込2,574円）
本体1,710円（税込1,881円）

本体1,620円（税込1,782円）
本体1,805円（税込1,985円） 本体1,620円（税込1,782円）

本体2,185円（税込2,403円）

本体1,425円（税込1,567円）
本体3,325円（税込3,657円）

本体2,340円（税込2,574円）

教育書部門ランキング

教科部門ランキング プリント部門ランキング

ゲーム・かるた部門ランキング

本書の内容
●バレなきゃいいよ
●ハートの大きさ
●あそびに入れてよ
●「ごめんなさい」のない世界
●２つの聴き方　          ほか

本書の内容
●子どもの発言を教師が繰り返さない　
●聞いていないと困るように仕向ける
●子どもが聞きたくなる教師の話し方
●宿題・掃除がきちんとできる子どもを育てる
●上手な褒め方、叱り方で子どもを伸ばす　ほか

本書の内容
●禁止ワード！
　しゃべったらだめよ！　
●マネキンチャレンジ
●たし算タイムアタック
●写真で一言
●オンライン組体操　ほか

コピー
ＯＫ 

セット内容
●小学１・２年生
●小学３・４年生
●小学５・６年生

セット内容
①小学校2～3年生の漢字
②小学校4～6年生の漢字

※本書の情報は 2021年 3月時点のものです。

コピーＯＫ！
学習プリント&学習カード

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

416

420

423

424

417

421

415

425

422

426

418

419
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書籍 Best 書籍 Best 2022年
1月～3月

コピー・ダウンロードして
繰り返し使える
ワークシート付き

ニューヨーク・タイムズなどが選んだ
2018年ベスト絵本翻訳！

★定価税込2,200円★P各28★AB変型判★０歳～★作：クリス・フェリー／訳：村山斉
★初版’20年4月

★P47★0歳～★著・監修：ディズニー／編：講談社★初版’20年10月

★定価税込1,430円★P224★B6変型判★12歳～★著：齋藤孝★初
版’20年8月

そうたいせいりろん／りょうしりきがく
for babies（２冊組）（サンマーク出版）

ドアをあけたら
（東京書店）

ディズニー&クラシック名曲
はじめてのピアノえほん

（講談社）

ヨシタケシンスケの
ユーモア絵本（３冊組）

（ブロンズ新社） 本当の「心の強さ」ってなんだろう？
（誠文堂新光社）

10代のための
疲れた心がラクになる本

（誠文堂新光社）

イラスト版
13歳からのメンタルケア

（合同出版）
なやまん・れんしゅうちょう

（保育社）

みんなに やさしく
（イマジネイション･
プラス）

まいにちがプレゼント
（金の星社）

カラーモンスター
きもちはなにいろ？／
がっこうへいく（２冊組）

（永岡書店）

友だちってなんだろう？
（誠文堂新光社）

あんなに あんなに（ポプラ社）

★定価税込3,300円★P36～42★B4変型判★3歳～★作：アナ・レナ
ス／訳：おおともたけし★初版’20年2月

大人が難しいと感じることを子どもも難しいと感じると
はかぎりません。数学者で物理学者である著者が、赤ちゃ
んにも伝わるようにと絵本にしました。めくるだけでその
イメージを感覚的につかめます。

ディズニー、童謡、クラシックの名曲全20曲の
お手本メロディを収録した、おもちゃのピアノ
と楽譜付き絵本。楽譜には鍵盤に対応した色分
けマークと指番号付き。

自分の感情を把握して気持ちの整
理や表現ができるようになる「きも
ちはなにいろ？」、保育園や幼稚園、
小学校に通い始める子どもたちに
読んでほしい「がっこうへいく」を
２冊セットでお届けします。

「気の合う友だちをつくる力」「気の合わない相手
ともうまくつきあう力」、そして大切なのは「ひと
りを楽しめる力」。齋藤孝先生が10代のうちに身
につけておきたい「本当の人づきあい」を伝授。

窓からのぞいた姿と、ドアをあけたとき
のギャップが楽しいしかけ絵本。ドアを
あけると意外な展開に驚きの連続！！

★定価税込1,320円★P36★B5変型判★3歳～★作：しまだともみ★
初版’14年4月

ヨシタケワールド全開！思わずくすっ
と笑ってしまう日常のあるある！ヨシ
タケシンスケの人気絵本を３冊まとめ
てお届けします。

★定価税込3,234円★P各28★B5変型判★3歳～★作：ヨシタケ
シンスケ★初版’15年10月～’20年7月

メンタルの強さとは、生まれもった資質ではなく、自分で身につけてい
く「力」です。コンプレックス、失敗、逆境･･･多くの事例を示しながら、メ
ンタルを強くするための考え方を齊藤孝先生が解説します。

★定価税込1,430円★P240★B6変型判★12歳～★著：齋藤孝★初版’21年8月

敏感気質(HSP/HSC)の第一人者である児童精
神科医が、「敏感すぎる」「傷つきやすい」10代の
心のセルフケア方法を、知識と技術の両面から
解説。

★定価税込1,430円★P231★B6変型判★12歳～★著：長沼睦雄★
初版’19年2月

思春期特有の怒りや不安、焦り、無力感、孤独感…不調をケアし、心の
切り替え（コーピング）ができるとっておきのストレスマネジメント
法をわかりやすく解説。

★定価税込1,870円★P104★B5判★12歳～★編著：安川禎亮／著：
柴田題寛、木須千明★初版’20年6月

悩みやストレス、不安、心配を解消できず、子どもの引きこもりやう
つ症状が増えています。本書で悩みが起こるメカニズムを知り、適切
に対処するさまざまな方法をワークブック形式で学びましょう。

★定価税込2,530円★P96★AB変型判★6歳～★著：アリス・ジェイ
ムズ／訳：田中 茂樹★初版’20年7月

あんなにほしがってたのに、あんなにしんぱいしたのに、あんなに小
さかったのに―。日常にあふれる「あんなに」の中で、子どもは大人に
なっていく。ヨシタケシンスケによる、家族に寄り添う優しい絵本。

★定価税込1,320円★P48★A5判★5歳～★著：ヨシタケシンスケ★初版’21年6月

「やさしく」ってなんだろう。どうす
れば「やさしく」が伝わるの？どう
ふるまえば友だちを助けてあげら
れるの？主人公といっしょに深く
考えられる絵本です。

★定価税込1,760円★P32★B4変型判★5歳～★文：パット・ズィト
ゥロウ・ミラー／絵：ジェン・ヒル／訳：ドリアン助川★初版’19年5月

毎日新しい「今日」がやってき
ます。失敗してもやりなおす
チャンスは毎日やってくるの
です。それはあなたに与えら
れた「プレゼント」。未来は自
分で変えられるという大切な
メッセージを伝えます。

★定価税込1,540円★P24★B4変型判★6歳～★作・絵：いもとよう
こ★初版’18年9月

※1位は表紙でご案内しております。
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未来の天才たちに
ひらめきのタネを

子どもの好奇心と
想像力を刺激する
しかけ絵本

楽しくピアノ遊び！

想像すると、世界が
ゆかいにみえてくる！

しなやかで打たれ強い、
「折れないメンタル」のつくり方

生きづらさは変えられます 自分でできるメンタルケアで
心身の不調を整えましょう

不安や心配に対処する方法
を学べるワークブック

いつか大人になる君へ
むかし子どもだったあなたへ

やさしくするって、
どういうこと？

あたらしい「今日」は
あなたへのプレゼント

全世界で累計200万部
突破の人気シリーズ！

齋藤孝先生が教える
無敵の人間関係術

著者：齋藤孝さん著者：齋藤孝さん

本体1,800円（税込1,980円）

本体1,080円（税込1,188円）
本体2,831円（税込3,114円）

本体2,646円（税込2,910円）
本体1,170円（税込1,287円）

本体1,170円（税込1,287円） 本体1,530円（税込1,683円） 本体2,070円（税込2,277円）

本体1,080円（税込1,188円）

本体2,700円（税込2,970円）

本体1,170円（税込1,287円）

本体1,440円（税込1,584円） 本体1,260円（税込1,386円）

絵本部門ランキング

こころ部門ランキング

セット内容
●もうぬげない
●こねてのばして
●ねぐせのしくみ

本書の内容
●思春期の脳と身体と心
●傷ついた心との向き合い方
●自分をラクにする技術　ほか

本書の内容
●周りの視線が気になる　
●無気力でなにもしたくない
●いつもイライラする　ほか

自ら学ぶ子が育つ！
STEM教育先進国アメリカで
シリーズ100万部突破！

脳科学者
茂木健一郎さん

おすすめ！

窓からのぞくと
カエルさん、
でもドアを
あけると…。

窓からのぞくと
カエルさん、
でもドアを
あけると…。

★使用電池：単４形／２本（モニター付属）
★ピアノサイズ：タテ約13.5×ヨコ約23㎝
★材質：ＡＢＳ樹脂

良い友人関係の作り方・悪
い関係の断ち切り方な
どは大人になっても
活きる知識だと思い
ます。　   （40代女性）

医師の先生が書いてい
る本なのですが、体の不
調と心の不調がどう繋
がっているのか図も
交えて説明があり、
難しい内容も理解
しやすかったです。

（40代女性）
本書の内容
●友だちの「多さ」は意味がない
●きみは「ひとりになる勇気」がある？
●協調するって、どういうことだろうか

ほか

こころの絵本部門ランキング

申込
番号申込

番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

申込
番号

428
429

430 432

433 436

437

431

434

427

438

435

439



書籍 Best 書籍 Best 2022年1月～3月

　　　◎書籍の帯は変更になるか、付かないことがあります。2022-チラシNO.917 ◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。 12

〈ご注文から配達まで〉

5種類の絵本から
選べます！

贈り主のお名前も
入ります！

ギフト封筒で
お届けします

絵本種類
①クリスマスはおおいそがし
②サンタクロースに会いにいこう！
③テディ・ベアからのクリスマスプレゼント
④サンタさんとコットンボールのまほう
⑤クリスマスのさがしもの

（ひらがな/カタカナ8文字以内）

主人公に
お子様の

お名前
が入ります！

今季最後の
ご案内です。　

①申込用紙に申込番号を記入の上、ご提出ください。
②お仕立て券が共同購入配達時に届きます。
③5種類の絵本の中から１つをお選びいただき、お仕
立て券の記入項目をもれなくご記入の上、

　11/25までに投函してください。
④絵本の発送は12月初旬からクリスマスまでに順次
行います（メーカー直送）。お届けは日本国内のみ
となります。

※この商品についてのお問い合わせは
　0120-11-8723 はなふさ絵本工房 コスモ出版
　月～金10：00～12：00／13：00～18：00（祝日除く）

パーソナルブック○R
クリスマス絵本 お仕立て券（コスモ出版）

世界でたった１冊の贈りもの

本体3,330円（税込3,663円）

お仕立て券お仕立て券

★定価税込1,760円★P96★B5変型判★0歳～★著：石上志保／絵：赤池佳江子★初版’21年4月
★定価税込1,540円★P48★AB変型判★6歳～★作：髙野紀子★初
版’20年11月

★定価税込1,320円★P176★A5判★10歳～★著：大野正人★初版’18年5月

★定価税込1,540円★P32★A4判★5歳～★作：木島始／レイア
ウト：梶山俊夫★初版’21年3月

ことばを育てるえほん　
あいうえオノマトペ
（河出書房新社）

ことばあそびレストラン
（のら書店）

日本語オノマトペのえほん
（あすなろ書房）

よのなかルールブック（日本図書センター）

ＮＨＫ「香川照之の
昆虫すごいぜ！」図鑑（全３冊）

（NHK出版）

小学生なら知っておきたい
教養366

（小学館）

絵本 はたらく細胞
ばいきんvs.白血球たちの大血戦！　

（講談社）
さわって学べる算数図鑑

（学研プラス）

はやくちレストラン
（金の星社）

失敗図鑑
すごい人ほどダメだった！　

（文響社）

かえるのごほうび
絵巻「鳥獣人物戯画」より　

（福音館書店）

★定価税込1,430円★P32★AB変型判★3歳～★作：もぎあきこ
／絵：森あさ子★初版’21年3月

すいすい、みーんみーん、のっしのっし…真似したくなる
響きのことばと楽しい絵。まだ名詞をあまり知らなくて
も、自然にひらがなに親しみ、自然に発語を促す五十音の
絵本です。

オノマトペとは感じた事や雰
囲気を表現する擬音語・擬態
語のこと。他の国に比べて日
本語にはたくさんあり、表現
がとても豊かになります。家
族みんなで楽しく学べる言葉
の絵本。

パーティーの料理人としてお城
に呼ばれた「はやくちレストラ
ン」のカッキクッケコック。ラ
イバルのサ・シースセーソ・シェ
フと料理対決！？ユーモアたっ
ぷりの料理名は早口言葉！

世界に名を遺した偉人たちの失敗と、その失敗
からどうやって復活したのかを紹介！失敗エ
ピソードだけにとどまらず、子どもを勇気づけ
る「心の教え」も掲載します。

うさぎと蛙が相撲をとったり、うさぎが猿を追いかけたり…。躍
動感あふれる線でユーモラスに描かれた、国宝の絵巻「鳥獣戯画」
を物語仕立てで楽しむ絵本。1967年刊の幻の名作が新装復刊！

あいすくりーむ あさから あ
くび、いきなり いばる いなり
ずし･･･ユーモアいっぱいの
絵も楽しい、「あ」から「わ」ま
で50音ではじまる、ゆかいな
ことばあそびの絵本。

★定価税込1,540円★P47★B5変型判★3歳～★文：石津ちひろ／
絵：石井聖岳★初版’15年11月

これから厳しい社会に出ていく子どもたちに伝えておき
たい大切なことを、50の「よのなかルール」としてまとめ
ました。ちょっぴりピリ辛でユーモアにあふれた、大人に
もおすすめの１冊。

★定価税込1,430円★P112★B6判★10歳～★監修：高濱正伸／絵：林ユミ
★初版’19年1月

香川照之さん扮する「カマキリ
先生」が昆虫の魅力を伝える
NHK人気番組を書籍化！番組
のなかでは伝えきれなかった
昆虫の生態を迫力満点のビジ
ュアルとともに紹介します。

★定価税込3,630円★P80～88★B5判★6歳～★著：カマキリ先生、
ＮＨＫ「昆虫すごいぜ！」制作班★初版’21年4月～’21年10月

文学、歴史、文化、自然と科学など7ジャンルから「世
界のすごい画家」「日本の発明」など１週間1テーマ
を厳選！毎日楽しく読むことで、幅広い知性を育み
ます。

★定価税込1,980円★P400★A5判★6歳～★著：齋藤孝★初版’19年11月

肺炎にかかったとき細胞はばい
菌とどうやってたたかっている
の？細胞たちのはたらきが楽し
みながら理解できます。

★定価税込1,650円★P31★AB判★6歳～★原作：清水茜／作：牧村
久実★初版’20年11月

たし算、かけ算、分数から、図形や
立体まで、算数をしかけを通して
体感できる図鑑。説明を読んだ
り、計算だけではわからなかった
ことも、動かす・開ける・組み立て
るなどのしかけで直感的に理解
できます。

★定価税込2,420円★P19★B4変型判★6歳～★監修：朝倉仁★初
版’15年2月

★P16～24★A4変型判ほか★3歳～★文：如月みめいほか／絵：北森紀子ほか

●本券を紛失または滅失された場合、再発行はいたしかねますので、投函される
まで大切に保管してください。またお客様控えは商品到着まで保管ください。
●投函期限間際は混み合いますので、申込書お届け後すぐにご投函をお願いします。

自分の名前が物語の主人公として登場するオーダーメイド絵本。
5種類の物語の中からお選び下さい。

440
441

443

446 447
448

450

451

444

442

445

449

言語聴覚士がつくった
発話を促す絵本

あいうえおのリズムにのって、
たべものたちが次々登場！

表現がぐっと
豊かになります

人生を生き抜くための50のことば

人間よ、
昆虫から学べ！

毎日たった2分で
一生ものの知性を養う！

ベストセラーコミック
「はたらく細胞」が絵本になりました

しかけを通して体感し、
直感的に理解できます

読み聞かせで盛り上がる！
早口言葉でお料理バトル！

読めば勇気がわいてくる、
新しい心の教科書

平安時代の動物たちが
生き生きと動き出す！

本体1,440円（税込1,584円） 本体1,260円（税込1,386円） 本体1,260円（税込1,386円）

本体1,235円（税込1,358円）
本体2,970円（税込3,267円）

本体1,710円（税込1,881円） 本体1,425円（税込1,567円） 本体1,980円（税込2,178円）

本体1,170円（税込1,287円）

本体1,140円（税込1,254円）

本体1,260円（税込1,386円）

ことば部門ランキング

子ども学習部門ランキング

◀著者・　齋藤孝先生

本書の内容
●「いちばん大切なことはだれも
　教えてくれない」ということを知っておく
●合わない人がいるのは
　「よのなかの当たり前」だと知る　  ほか

本書の内容
●引きこもりだった夏目漱石
●のろまと呼ばれた
　アインシュタイン
●「イケてない」と言われた
　ココ・シャネル
●６５歳まで失敗続きの
　カーネル・サンダース

ほか
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◎2022年7月21日以降に発売された商品に  　　　 マークをつけています。 ◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。※ジャケット及びタイトル･収録曲目･内容が多少変更の場合もございます。新譜 新作 ：コンパクトディスクCD ：デジタルビデオディスクDVD ：ブルーレイディスクBD

13 2022-チラシNO.917

話題の新作＆心に残る名作このページの商品は
一部商品を除き 10%OFFしております。
◎全曲目はこちらでご確認ください。 https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

約３年半ぶりとなる
ワンオク１０枚目のアルバム！
多様なジャンルに挑戦した前作を経て、ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ
らしいロックに原点回帰した作品。アルバムのプロデュース
は数々のロックの名盤を手がけてきたロブ・カヴァロが務め、
海外の様々なクリエーターとともに作りあげられた楽曲が
収録されたハイブリッドなロック・アルバム。

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●定価税込3,300円 ●全15曲 ●歌詞カード付 ●2022年9月9日発売 
●ワーナーミュージック・ジャパン ●収録時間/未定
■収録曲目■1.Save Yourself 2.Neon 3.Vandalize 4.When They 
Turn the Lights On 5.Let Me Let You Go 6.So Far Gone 7.Prove 
8.Mad World 9.Free Them feat.Teddy Swims 10.Renegades 
11.Outta Sight 12.Your Tears are Mine 13.Wonder 14.Broken 
Heart of Gold 15.Gravity

CD
1枚

新譜

あの人気盤が最新リマスターで帰ってきた！
発売３０周年記念盤。ボーナス・トラックほか、
ご自身や山下達郎らによるライナーノートも収録！

申込
番号 本体1,980円（税込2,178円）
●定価税込2,420円 ●全12曲収録予定 ●歌詞カード付 
●2022年8月31日発売 ●ワーナーミュージック・ジャパン ●収録時間/未定
■収録曲目■１.家に帰ろう（マイ・スイート・ホーム） ２.マンハッタン・キス ３.Ｆｏｒｅｖｅｒ 
Ｆｒｉｅｎｄｓ ４.ＣＯＯＬ ＤＯＷＮ ５.Ａｆｔｅｒ Ｙｅａｒｓ ６.ＴＨＥ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＳＯＮＧ 
７.告白 ８.コンビニ・ラヴァー ９.ロンサム・シーズン １０.幸せの探し方 １１.シングル・
アゲイン １２.Ｑｕｉｅｔ Ｌｉｆｅ

CD
1枚

新譜

圧倒的な歌唱力!
映画『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＲＥＤ』に登場する歌姫・ウタの
歌唱パートをＡｄｏが担当。７組の豪華アーティストたちが
同作のために楽曲提供した主題歌と劇中歌を収録！

申込
番号 本体1,620円（税込1,782円）
●定価税込1,980円 ●全7曲 ●歌詞カード付 ●2022年8月10日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/未定
■収録曲目■１.新時代（中田ヤスタカ） ２.私は最強（Mrs.GREEN APPLE） ３.逆光
（Vaundy） ４.ウタカタララバイ（FAKE TYPE.） ５.Ｔｏｔ Ｍｕｓｉｃａ（澤野弘之） 
６.世界のつづき（折坂悠太） ７.風のゆくえ（秦基博）　　 ※（　　）内は作曲者名です。

CD
1枚

新譜

小田和正、待望のオリジナル・アルバム！
８年ぶりとなる最新のオリジナル作品。
タイアップ楽曲を多数収録！

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●定価税込3,300円 ●全9曲 ●歌詞カード付 ●2022年6月15日発売 
●ソニー・ミュージック ●収録時間/３６分５２秒
■収録曲目■１.風を待って ２.坂道を上って ３.小さな風景 ４.この道を ５.ｓｏ ｆａｒ ｓｏ ｇｏｏｄ 
６.ナカマ ７.こんど、君と ８.この日のこと ９.会いに行く

CD
1枚

ついに新作登場！１１年ぶりの最新アルバム。
映画主題歌、ＣＭ曲の初
ＣＤ化音源、完全新曲など
多数収録。11年間の集大成
がついに完成！　

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●定価税込3,300円 ●全15曲 ●歌詞カード付 ●2022年6月22日発売 
●ワーナーミュージック・ジャパン ●収録時間/６４分１２秒
※応募券などの封入物はございません。
■収録曲目■1.フェニックス [2021 Version] 2.LOVE'S ON FIRE 3.ミライの
テーマ 4.RECIPE 5.CHEER UP! THE SUMMER 6.人力飛行機 7.うたのきしゃ 
8.SHINING FROM THE INSIDE 9.LEHUA, MY LOVE 10.OPPRESSION 
BLUES（弾圧のブルース） 11.コンポジション 12.YOU 13.ANGEL OF 
THE LIGHT 14.光と君へのレクイエム 15.REBORN

CD
1枚

伸びやかに広がる美しいメロディ。
ＴＶドラマ「津田梅子～お札になった留学生～」のテーマ曲
や、多くのタイアップ曲を収録した最新アルバム。

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●定価税込3,300円 ●全12曲 ●2022年8月17日発売 
●ハッツアンリミテッド ●収録時間/未定
■収録曲目■１.オルクドール～プラチナの風 ２.Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ Ｂｉｒｄｓ ３.ＣＨＥＥＫＹ 
ＣＬＵＢ ４.風の子供たち２０２２ ５.Ｔｏｇｅｔｈｅｒ ｏｎ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ６.Ｎｅｗ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ
ｓ（ａｌｂｕｍ ｖｅｒ.） ７.Ｆｅａｔｈｅｒ ａｎｄ Ｌｅａｆ ８.スターライト ９.ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＷＯＲＬＤ 
１０.Ｏｐｅｎ Ｄｏｏｒｓ １１.Ｔｒｉｐ ｏｆ Ｄｒｅａｍｓ １２.Ｏｎｅ Ｓｔｅｐ Ｆｏｒｗａｒｄ（ａｌｂｕｍ ｖｅｒ.）

CD
1枚

新譜

味わい深い詩
叙情的なメロディ。
代表曲「道標ない旅」で知ら
れるフォーク界のカリスマ、
永井龍雲のベスト盤。

申込
番号 本体1,800円（税込1,980円）
●定価税込2,200円 ●全17曲 ●歌詞カード付 ●2022年9月14日発売 
●ポニーキャニオン ●収録時間/未定
■収録曲目■１.道標ない旅 ２.想い ３.桜桃忌-おもいみだれて- ４.つまさき坂 
５.星月夜 ６.高台にて ７.夏の夜 ８.蒼穹（そうきゅう） ９.お遍路 １０.問わず語り 
１１.悲しい時代に １２.冬の夜明け １３.ひと握りの幸せ １４.小さな愛 １５.たそがれ 
１６.暮色（くれいろ） １７.暖簾

CD
1枚

新譜

アローン・アゲイン
永遠の名曲ベスト。
世界的大ヒット曲「アローン・
アゲイン」、「クレア」他、人気
曲を２１曲収録！

申込
番号 本体2,160円（税込2,376円）
●全21曲 ●２００１年５月２３日発売 ●歌詞・対訳・解説カード付
●ビクターエンタテインメント ●収録時間/６９分４０秒
■収録曲目■1.テイキング・ア・チャンス・オン・ラヴ 2.アローン・アゲイン 3.ナッシング・
ライムド 4.クレア 5.ゲット・ダウン 6.ウー・ワッカ・ドゥー・ワッカ・デイ 7.アウト・オブ・ザ・
クエスチョン 8.そよ風にキッス〔オリジナル・ヴァージョン〕 9.トゥモロウ・トゥデイ 10.君との
想い出 11.メイク・ユー・シック 12.ウー・ベイビー 13.アンダーニース・ザ・ブランケット・
ゴー 14.マトリモニー 15.さよならが言えない 16.ウーマンズ・プレイス 17.イフ・アイ・
キャント・ハヴ・ユー 18.アイ・ウィッシュ・アイ・クッド・クライ〔シングル・ヴァージョン〕 
19.フーディーニ・セッド 20.クリスマス・ソング 21.ハピネス

CD
1枚

６０年代フォーク
美しきハーモニー。
日本のカレッジ・フォークに
影響を与えたブラザース・
フォアの決定盤ベスト。　

申込
番号 本体1,620円（税込1,782円）
●定価税込1,980円 ●全24曲 ●歌詞・対訳・解説カード付 
●2022年8月17日発売 ●ソニー・ミュージック ●収録時間/66分４７秒
■収録曲目■１.遙かなるアラモ ２.グリーンフィールズ ３.５００マイル ４.グリーンスリーヴス 
５.七つの水仙 ６.花はどこへ行った ７.青春の光と影 ８.さらばジャマイカ ９.イエロー・バード 
１０.漕げよマイケル １１.ジョンＢ号の難破 １２.パフ（ザ・マジック・ドラゴン） １３.わが祖国 
１４.ブルー・ウォーター・ライン １５.サンフランシスコ湾ブルース １６.アビリーン １７.悲しき
カンガルー １８.木の葉の丘 １９.北京の５５日 ２０.風は激しく ２１.トライ・トゥ・リメンバー 
２２.グッドナイト・アイリーン ２３.スカボロー・フェア ２４.イエスタデイ

※２４曲目の歌詞には対訳がありません。

CD
1枚

新譜

やすらぎを届ける
人気コンピの最新作！
累計３５０万枚のセールスを
記録する、癒し系・映像音楽
コンピレーションの最新版。

申込
番号 本体2,536円（税込2,789円）
●定価税込3,100円 ●全18曲 ●2022年8月3日発売 
●ソニー・ミュージック ●収録時間/73分５７秒
■収録曲目■１.峡谷/アレクシス・フレンチ ２.Ｅｔｕｐｉｒｋａ ２０１８～Ｄｕｏ Ｖｅｒ./葉加瀬太郎 
３.Ｐｒｏｍｉｓｅｄ Ｌａｎｄ/春畑道哉 ４.木星 ｗｉｔｈ 福川伸陽/宮本笑里 ５.混声の森～メイン
テーマ～/羽毛田丈史 ６.Ｃｌｏｓｅｒ/ｓａｓａｙａｋｉ ｌｕｌｌａｂｙ ７.エヴァーグリーン/川井郁子 ８.リベル
タンゴ（ヴァージョン２００５）/小松亮太 ９.ランドセル/沖仁 １０.峠 最後のサムライ～惜別～
（映画「峠 最後のサムライ」より）/加古隆 １１.ピアノ・ソナタ第０番「奏鳴」/角野隼斗 
１２.Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｂｅｌｌ（映画「クラゲとあの娘」より）/ゴンチチ １３.Ｌａｒａｍｉｄｉａ/宮本笑里×DAITA 
１４.大河紀行１/ポール・ギルバート １５.Ｙｏｕ Ｒａｉｓｅ Ｍｅ Ｕｐ/高嶋ちさ子 １６.ウィンター・
ワンダーランド/アウラ １７.ｍｉｌｋｙ ｗａｙ/ｉｍａｇｅ ｍｅｅｔｓ １８.ＲＳのためのアリア/フラン
チェスコ・トリスターノ

CD
1枚

新譜

祈り、叫び、愛
今ふたたびフォーク。
赤い鳥、岡林信康、五つの
赤い風船、さだまさし、加藤
登紀子らの代表曲を収録。

申込
番号 本体2,520円（税込2,772円）
●定価税込3,080円 ●全38曲 ●歌詞カード付 ●2022年9月21日発売 
●ビクターエンタテインメント ●収録時間/未定
※すべて本人による歌唱です。
■収録曲目■〈DISC1〉１.出発の歌（失われた時を求めて）/上條恒彦と六文銭 ２.時代は変わる/
高石友也 ３.自由への長い旅/岡林信康 ４.一人の手/本田路津子 ５.青年は荒野をめざす/ザ・フォーク・
クルセダーズ ６.これがボクらの道なのか/五つの赤い風船 ７.思えば遠くにきたもんだ/海援隊 ８.もしも/
武蔵野タンポポ団 ９.受験生ブルース/高石友也 １０.春夏秋冬/泉谷しげる  他 全１９曲 〈DISC2〉１.私
たちの望むものは/岡林信康 ２.血まみれの鳩/五つの赤い風船 ３.戦争は知らない/ザ・フォーク・
クルセダーズ ４.防人の詩/さだまさし ５.生きてるって言ってみろ/友川かずき ６.値上げ/高田渡 ７.橋/
ソルティ・シュガー ８.１２月の雨の日（ライブ）/はっぴいえんど ９.自由への旅路/町田義人 １０.もしも
ボクの背中に羽根が生えていたら/五つの赤い風船  他 全１９曲

CD
2枚組

新譜

ジャズで聴きたい
桑田佳祐作品集。
桑田佳祐作品の中でも
人気の高い名曲の数々を、
一流のジャズ・プレイヤー
たちの演奏でお届けします。

申込
番号 本体2,142円（税込2,356円）
●全１７曲 ●２００８年９月２４日発売 ●ビクターエンタテインメント 
●収録時間/７９分３６秒 ●演奏/トーマス・ハーデン・トリオ ●編曲/神山純一
※歌は入っておりません。
■収録曲目■１.真夏の果実 ２.ＴＳＵＮＡＭＩ ３.希望の轍 ４.涙のキッス ５.チャコの
海岸物語 ６.Ｏｈ！クラウディア ７.勝手にシンドバッド ８.涙の海で抱かれたい～ＳＥＡ 
ＯＦ ＬＯＶＥ～ ９.Ｙａ Ｙａ あの時代を忘れない １０.栞（しおり）のテーマ １１.あなた
だけを～Ｓｕｍｍｅｒ Ｈｅａｒｔｂｒｅａｋ～ １２.彩～Ａｊａ～ １３.素敵なバーディー（ＮＯ ＮＯ 
ＢＩＲＤＹ） １４.明日晴れるかな １５.風の詩を聴かせて １６.白い恋人達 １７.いとしの
エリー

CD
1枚

1日のおわりに
深夜のクラシック。
おやすみ前のひとときに。
クラシックの名曲が心地
よい眠りへと誘います。

申込
番号 本体1,800円（税込1,980円）
●定価税込2,200円 ●全16曲 ●2022年8月24日発売 
●日本コロムビア ●収録時間/66分
■収録曲目■１.ドビュッシー：月の光/竹松舞（ハープ） ２.シューマン：トロイメライ/
ジョン・オコーナー（ピアノ） ３.サン＝サーンス：白鳥/ヤーノシュ・シュタルケル
（チェロ）、岩崎淑（ピアノ） ４.ショパン：ノクターンＯｐ.９-２/アルトゥール・モレイラ・
リマ（ピアノ） ５.Ｊ.Ｓ.バッハ：ゴルトベルク変奏曲～アリア/コンスタンチン・リフシッツ
（ピアノ） ６.バッハ～グノー：アヴェ・マリア/徳永兼一郎（チェロ）、神谷郁代（ピアノ） 
７.シューベルト：セレナード/秋山和慶（指揮）、コロムビア・プロムナード・オーケストラ 
８.リスト：愛の夢 第３番/ジャン＝イヴ・ティボーデ（ピアノ）  他 全１６曲

CD
1枚

新譜

心に残る映画音楽
名曲ばかり４０曲。
１４の有名演奏楽団が奏でる
珠玉の映画音楽名曲集。

申込
番号 本体1,980円（税込2,178円）
●定価税込2,420円 ●全４０曲 ●解説付 ●2022年9月21日発売 
●キングレコード ●収録時間/ＤＩＳＣ１：６８分１４秒・ＤＩＳＣ２：６８分４３秒
●演奏/フランシス・レイ・オーケストラ、ニーノ・ロータ・グランド・オーケストラ、
　　　 ミシェル・ルグラン、ナルシソ・イエペス、アントン・カラス  他
※歌は入っておりません。
■収録曲目■〈DISC1〉１.ひまわり 愛のテーマ ２.ある愛の詩 ３.鉄道員 ４.男と女 ５.パリのめぐり逢い 
６.甘い生活 ７.白い恋人たち ８.シェルブールの雨傘 ９.みじかくも美しく燃え １０.太陽がいっぱい 
１１.禁じられた恋の島 １２.死ぬほど愛して～「刑事」  他 全２０曲 〈DISC2〉１.禁じられた遊び ２.夜霧の
しのび逢い ３.第三の男 ４.ブーベの恋人 ５.地下室のメロディ ６.ライムライト ７.ニュー・シネマ・パラダイス 
テーマ ８.ロミオとジュリエット ９.エデンの東 １０.ボーン・フリー～「野生のエルザ」 １１.モア～「世界
残酷物語」 １２.ララのテーマ～「ドクトル・ジバゴ」  他 全２０曲

CD
2枚組

新譜

いっしょに歌って
楽しく暗記しよう！
小学生の学習をサポート。
九九、２桁かけ算、ことわざ、
栄養素まで、盛りだくさん！

申込
番号 本体1,350円（税込1,485円）
●全20曲 ●歌詞カード付 ●2020年7月8日発売 ●キングレコード 
●収録時間/68分42秒 ●特典/九一九表＆世界地図付（両面ミニ・ポスター）　
■収録曲目■1.九九のうた 2.ロックンロール県庁所在地 3.わわわわ ワールド！～世界の国々～ 
4.ことわざ コンダクター 5.あんきもソング～にしむくさむらい～ 6.私と小鳥と鈴と 7.The ABC 
Song（ABCのうた） 8.Hello & Goodbye ～英語あいさつ～ 9.Sunday, Monday, Tuesday 
10.SUPER DOOPER PHONICS!～えいごの発音マスターソング！～ 11.じゅうにかげつ（昔の暦） 
16・十二支のうた（干支）17・じゅげむ（古典落語） 12.面積公式 いっちょやってみよう！ 13.ロックン
令和タイムマシン 14.徳川将軍15代おぼえうた 15.スイヘイリーベ～魔法の呪文～ 16.それいけ！
ゾーキマン～「シャキーン！」より 17.えいようバランス～歌って食べよう５大栄養素～ 18.うたって
覚えるクラシック 19.かけ算九九ロック！ 20.めざせ！九一九マスター！

CD
1枚

『SING/シング』最新作。
夢よ、どこまでも響け。
Ｕ２のボノ、稲葉浩志らが声優
デビューを飾った大ヒット映画
の第２弾！
出演（声）/内村光良、
　　　　 ＭＩＳＩＡ、
　　　　 長澤まさみ、
　　　　 大橋卓弥（スキマスイッチ）、
　　　　 稲葉浩志  他

申込
番号 本体4,320円（税込4,752円）
●カラー/ステレオ ●音声&字幕：英語・日本語 ●特典映像付　
●2022年7月27日発売 ●NBCユニバーサル ●収録時間/本編約110分
ス
ト
ー
リ
ー

今度の舞台は、エンターテインメントの中心地“レッドショア・シティ”！とびきり
ゴージャスできらびやかな大都会を舞台に、何度つまづいても夢に一途なバスター・
ムーンと新たな仲間を迎えたキャストたちが、最高の“ミュージック・エール”を
お届けします！

DVD
1枚

BD
1枚

新作

新曲、名曲…たっぷり2時間
半の充実ライブ映像！
新曲「この道を」「会いに行く」「坂道を
上って」なども披露した7年ぶりの
映像作品。

申込
番号 本体5,670円（税込6,237円）
●カラー/ステレオ ●2019年11月27日発売 
●ソニー・ミュージック ●収録時間/約１５５分

収
録
内
容

1.OPENING 2.会いに行く 3.そんなことより 幸せになろう 4.こころ 5.たしかなこと 
6.夏の終り 7.秋の気配 8.小さな風景 9.Re 10.愛を止めないで 11.言葉にできない 
12.my home town 13.Yes-No 14.=ご当地紀行＝ 15.坂道を上って 16.the 
flag 17.ラブ・ストーリーは突然に 18.キラキラ 19.YES-YES-YES 20.さよならは 
言わない 21.明日 22.風と君を待つだけ 23.今日も どこかで 24.この道を 25.君
住む街へ 26.風のようにうたが流れていた 27.またたく星に願いを 28.hello hello 
29.さよなら 30.やさしい夜 31.また会える日まで 32.会いに行く 33.ENDING

DVD
1枚

伝説が現代に甦る、４２分間のラスト・ライブ。
いま、世界は“４人”の本当の姿を知る──
ザ・ビートルズの最後のアルバムとなった『レット・イット・ビー』。
５７時間以上にもおよぶレコーディング・セッション、未発表音源
などを収録した貴重な映像とサウンドがついに甦ります！全３話、
約８時間。時空を超えた体験型ドキュメンタリー・エンターテイメント
の登場です。
出演/ジョン・レノン、
　　 ポール・マッカートニー、
　　 ジョージ・ハリスン、
　　 リンゴ・スター

申込
番号 本体10,800円（税込11,880円）
●カラー/ステレオ ●２０２２年７月１３日発売 ●ウォルト・ディズニー・ジャパン 
●収録時間/ＤＩＳＣ１：約１５６分・ＤＩＳＣ２：約１７３分・ＤＩＳＣ３：約１３８分 ●日本語解説付

収
録
内
容

ザ・ビートルズの約８時間にもおよぶ、時空を超えた《体験型ドキュメンタリー・エンター
テイメント》が、ついに待望のＤＶＤで登場。巨匠ピーター・ジャクソン監督によって、“Ｇｅｔ 
Ｂａｃｋ（復活）”を掲げて集まった４人が名盤「レット・イット・ビー」に収録された数々の名曲を
生み出す歴史的瞬間や、ラスト・ライブとなった４２分間の“ルーフトップ・コンサート”が
史上初ノーカット完全版として甦ります。解散後、半世紀を超えて明かされる衝撃の真実とは？

DVD
3枚組

452
453

454

455

456

457 458

459

463

467

460

461 462

464
465

466

468
469

ＪＡＺＺで聴く～ＴＳＵＮＡＭＩ・いとしのエリー～
桑田佳祐 作品集

463 やすらぎの深夜便 クラシック編～月の光464
思い出のスクリーン・ミュージック・
ベスト40～ある愛の詩～

465
ひらめき★知育ソング
～九九・ことわざ・歴史・英語～（小学生になったら）

466

ＳＩＮＧ/シング：ネクストステージ ブルーレイ＋ＤＶＤ467

小田和正/Kazumasa Oda Tour 2019 
ENCORE!! ENCORE!!
inさいたまスーパーアリーナ

468
ザ・ビートルズ/
Ｇｅｔ Ｂａｃｋ ＤＶＤコレクターズ・セット

469

ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ/
Ｌｕｘｕｒｙ Ｄｉｓｅａｓｅ

452
竹内まりや/
Quiet Life（30th Anniversary Edition）

453
Ａｄｏ/ウタの歌 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＲＥＤ454

小田和正/ｅａｒｌｙ ｓｕｍｍｅｒ 2022455

山下達郎/ＳＯＦＴＬＹ456
葉加瀬太郎/ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＷＯＲＬＤ457 永井龍雲/ヒストリー17458

ギルバート・オサリバン/
ベスト・オブ・ギルバート・オサリバン

459
ブラザース・フォア/ベスト・ソングス460

ｉｍａｇｅ22 ｅｍｏｔｉｏｎａｌ ＆ ｒｅｌａｘｉｎｇ461 永遠のフォークソング
～私たちの望むものは～

462
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×6

からだ想いの美味しさいろいろからだ想いの美味しさいろいろ
食欲の秋も食欲の秋も
ヘルシーにヘルシーに

カルシウムと
ビタミンD配合の
バニラ味ウエハース

食感のよい、
体にやさしいおやつ

長時間熟成させることで真っ黒に 食物繊維たっぷり！

糖質30％オフの焼きドーナツ 食べておいしい、
体にうれしい

黒ごまとメープルのおいしいハーモニー

本体798円（税込861円）
★規格：180g（6g×30袋）／袋
❶独自の製法で渋みを抜いたカリフォルニア
産大粒くるみと、カルシウム豊富な国内産か
たくちいわしをミックスしました。❷常温
150日間❸小麦

471�くるみ小魚
申込
番号

本体980円（税込1,058円）
★規格：100g／袋
❶にんにく特有の匂いが気にならず、フルーツ感覚で食べられます。香料・保存料・着色料不使用。
❷常温365日間❸-

475 �熟成黒にんにく�青森のくろ
申込
番号

本体700円（税込756円）
★規格：245g（個装紙込み）／袋
❶伯方の塩であっさり味付けし、シャキシャキした食感に仕上げました。❷常温180日間❸えび

476 �三陸産�茎めかぶ�うす塩味�BIGサイズ
申込
番号

本体500円（税込540円）
★規格：40枚／袋
❶1枚にカルシウム340�とビタミンDを配合しました。牛乳嫌いの方や、カルシウム不足が気になる方に。
❷常温1年間❸小麦、卵、乳

470 �骨にカルシウム�ウエハース
申込
番号

本体1,050円（税込1,134円）
★規格：400g（20g×20）／袋
❶黒ごまのお菓子にアーモンドとメープルを練り込みました。食物繊維・カルシウム・鉄分が
多く含まれています。食べ切りタイプの個包装。❷常温180日間❸-

477 �黒ごま黒糖メープル�（徳用）
申込
番号

本体900円（税込972円）
★規格：50g×6袋／袋
❶サクサク・ポリポリとした食感が楽しい、体にやさしいおやつです。❷常温180日間❸小麦

478�ぽりぽり�発芽玄米��
おから大豆�うす塩味

申込
番号

本体550円（税込594円）
★規格：10個／箱
❶焼きドーナツのおいしさそのままに糖質オフ。1個あたりレタス1.5個分の食物繊維入り。❷
常温60日間❸小麦、卵、乳

479 �糖質をおさえた�焼きドーナツ
申込
番号

本体1,300円（税込1,404円）
★規格：128g（30袋）／袋
❶ドライ加工でブルーベリー本来の味を生かしました。食べやすい個包装。❷常温180日間❸-

480�ワイルドブルーベリー
申込
番号

本体980円（税込1,058円）
★規格：2袋（4本）×8／箱
❶サクッと香ばしい食感の厚焼き機能性クッキー。食物繊維をたっぷり配合しています。5
種の穀物（オーツ麦・玄米・小麦全粒粉・大豆・とうもろこし）と2種のナッツ（アーモンド・ピー
ナッツ）も加えました。❷常温1年間❸小麦、卵、落花生

472 �バランスパワー�BIG�シリアルナッツ
申込
番号

バランスよく
栄養サポート

大粒くるみと小魚の
健康おやつ

アーモンド・
カシューナッツ・
クルミ・チーズ

本体600円（税込648円）
★規格：126g／袋
❶植物油不使用の低糖質ナッツ3種とキューブタイプのチーズをミックスしました。
持ち運び便利な個包装。❷常温180日間❸乳

473 �Today＋�ミックスナッツ�チーズ入り
申込
番号

含有する栄養成分（個包装1袋当たり）：
たんぱく質4.3g・カルシウム47mg・
食物繊維1.7g・ビタミンE1.7mg

手軽に始めるヘルシー食習慣

×8

本体1,200円（税込1,296円）
★規格：700g（14g×50本）／ポット
❶お子様のおやつや大人のおつまみに。❷常温6ヶ月間❸小麦、卵

474�フィッシュスティック
申込
番号

昔懐かしいお魚ソーセージ

471

470

472
473

474

475
476

477

478
479

480
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※商品の規格区分は、❶商品特長❷賞味期間で表記されております。（賞味期間とは、製造年月日より美味しくいただける期間を意味しています。）
　❸アレルギー表示は特定原材料品〔卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに〕を案内しています。特定原材料品目を使用していない場合は「ー」と表示します。
※このチラシに掲載している商品は、食品添加物の必要性・安全性に考慮し、日本生活協同組合連合会CO・OP商品の食品添加物基準が指定する不使用添加物は一切使用していません。

※原材料、全曲目はこちらをご覧ください。

https://www.gakkyo-kun.com/groupbuy/

個包装で
持ち歩きにも

ビオチン
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンB6
ビタミンB12
ビタミンC

栄養機能食品

忙しい毎日に元気をチャージ！人気の食品＆サプリ

1袋（7粒）に31種類の栄養成分を配合 

「いただきます」のタイミングで飲むのがオススメ 生協限定デザイン缶に入ったビタミンゼリー

生きて腸まで届く20億個のビフィズス菌入り 

体重・体脂肪を減らす

お湯出し・水出し兼用でマイボトルにも便利！ 

糖の吸収を穏やかに 

主な栄養成分（５粒1.51g当たり）
ヒアルロン酸　 　　 20０mg
グルコサミン　　　  600mg
コンドロイチン硫酸      60mg

階段をはつらつと昇り降りしたい方に

有機JAS認定品

カフェインゼロ

ヒアルロン酸と2つの軟骨成分をバランスよく配合青魚のパワーでさらさらサポート！

※イメージ※イメージ

本体3,600円（税込3,888円）
★規格：32.4g[（1粒内容量300�）重量360�
×90粒]／袋
❶ブラックジンジャー由来のポリメトキシフ
ラボンを配合。肥満気味でBMIが高めの方、お
腹の脂肪が気になる方に。1日の摂取目安3粒。
❷常温570日間❸卵、乳、えび、かに

487 �内脂サポート
申込
番号

次回予定
1 1 月 号

主な栄養成分（6粒2.28g当たり）
グルコサミン 1２００mg
コンドロイチン硫酸 １２０mg

主な栄養成分（5粒2.4g当たり）
DHA 　　　　　　　250mg
EPA 　 　　　　　　250mg

本体6,600円（税込7,128円）
★規格：34.9g（291�×120粒）×2／袋

〈488・489共通〉❶食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値と血
中中性脂肪値の上昇を抑えます。ブラックジンジャー由来のポリ
メトキシフラボンは脂肪の代謝を助ける機能が報告されています。
1回の摂取目安3粒（1日1〜3回）。❷常温750日間❸かに

489 �大人のカロリミット�80回分
申込
番号

次回予定
1 2 月 号

ビタミンB６
ビタミンC
ビタミンD
ビタミンE
ナイアシン

５つのビタミン

明日葉使用

490�ビタミンゼリー�サンリオ缶
本体1,480円（税込1,598円）

★規格：160粒／缶
❶5つのビタミンをおいしく補給できます。生協限定のサンリオデザイン缶。1日の摂取目安
2粒。❷常温730日間❸-

申込
番号

本体2,670円（税込2,883円）
★規格：90g（3g×30袋）／箱
❶コレステロールの吸収を抑え、血中コレステロールを下げるとされるキトサンを配合して
います。1日の摂取目安3袋。❷常温730日間❸かに

492�キトサン明日葉�花まる青汁
申込
番号

本体3,400円（税込3,672円）
★規格：34.9g（291�×120粒）／袋

488 �大人のカロリミット��
40回分

申込
番号

次回予定
1 2 月 号

次回予定
1 2 月 号

本体3,800円（税込4,104円）
★規格：144g（480�×300粒）／袋（約60日分）
❶魚が苦手な方、肉や脂っこい食事が多い方におすすめです。
1日の摂取目安5粒。❷常温750日間❸卵

483�キユーピー��
DHA＆EPA

申込
番号

次回予定
未　定

本体5,800円（税込6,264円）
★規格：45.1g（301�×150粒）／袋（約30日分）
❶高純度なヒアルロン酸を主成分に、かにの甲羅などから取り出した
グルコサミンとサメの軟骨から抽出したコンドロイチン硫酸を組み
合わせました。1日の摂取目安5粒。❷常温750日間❸卵、えび、かに

484 �キユーピー��
ヒアルロン酸＆�
グルコサミン��
【コンドロイチン配合】

申込
番号

次回予定
1 2 月 号

本体4,550円（税込4,914円）
★規格：68.4g（380�×180粒）×2袋／袋（約60日分） 
❶かにの甲羅などから抽出したグルコサミンに、相性が良いとされ
ているサメの軟骨から抽出したコンドロイチン硫酸を組み合わせ
ました。1日の摂取目安6粒。❷常温750日間❸えび、かに

485 �キユーピー��
グルコサミン＆コンドロイチン

申込
番号

次回予定
1 1 月 号

本体2,980円（税込3,218円）
★規格：39.6g（330�×120粒）／袋（約60日分）
❶ブルーベリーのうち、アントシアニンを多く含むビルベリーと
マリーゴールドの花弁から抽出したルテインを組み合わせました。
1日の摂取目安2粒。❷常温450日間❸卵

482�キユーピー��
ブルーベリー＆�
ルテイン�View

申込
番号

次回予定
未　定

本体7,220円（税込7,797円）
★規格：60袋（30袋×2箱）／スリーブ（約60日分）
❶基礎栄養素をはじめ、31種類の栄養成分をセレクト。ストレス社会で頑張る方に。1日の摂取目安1
袋（7粒）。❷常温390日間❸卵

481�キユーピー��
元気セブン�select�60袋

申込
番号

次回予定
1 1 月 号

本体1,680円（税込1,814円）
★規格：75g（2.5g×30包）／箱
❶国産青汁にビフィズス菌・イヌリン・オリゴ糖を配合。
7種の健康素材が健やかな毎日をサポートします。1包
に20億個配合した善玉菌の代表格・ビフィズス菌は生
きて腸まで届きます。イヌリンは発酵する水溶性の食
物繊維で、ビフィズス菌と相性がよいといわれています。
1日の摂取目安1包。❷常温730日間❸乳

491�すっきりビフィズス菌�青汁
申込
番号

次回予定
未　定

本体1,980円（税込2,138円）
★規格：200g（2g×100包）／袋
❶南アフリカで有機栽培された茶葉を国内工
場で三角ティーバッグ（ひもなし）に加工しま
した。カフェインゼロ。たっぷり100包入り。
❷常温730日間❸-

493 �有機��
ルイボスティー

申込
番号

次回予定
1 1 月 号

次回予定
未　定

水またはお湯を注いで混ぜるだけ！
1日1杯で続けやすい
ほうじ茶のようなすっきりした味わい

体脂肪・肥満が
気になる方に

アントシアニンが豊富な北欧産ビルベリー種を使用
主な栄養成分（2粒660mg当たり）
ブルーべりー果実抽出物　 ６０mg
ルテイン 　　　　　　   6mg
ゼアキサンチン 　　　  0.6mg
DHA 　                    50mg
β-カロテン 　                1mg

コレステロールが気になる方に 

葛の花エキス配合
本品は、体脂肪やお腹の脂肪に作用する葛の花エキス
を含んでいるので、お腹の脂肪が気になる方、お腹周
りやウエストサイズが気になる方、体脂肪が気になる
方、肥満が気になる方に適しています。（許可表示）

※動物を用いた試験等の結果から考えられるメカニズム
出典：�Kamiya�et�al.,�Evid�Based�Complement�Alternat�Med.,�

2012,272710,�2012�
Kamiya�et�al.,�Glob�J�Health�Sci.,�4,�147-155,�2012

葛の花の3つの働き
脂肪の

燃焼
促進

脂肪の

分解
促進

脂肪の

合成
抑制

本体2,400円（税込2,592円）
★規格：48g（400�×120粒）／袋
❶ビタミン・ミネラルをはじめ計70種の栄養素を1粒にぎゅっと詰め込みました。1日の摂取目安4粒。
❷常温730日間❸-

495�からだスイッチ�ユーグレナ
申込
番号

次回予定
未　定

本体2,660円（税込2,872円）
★規格：75g（2.5g×30袋）／箱
❶体脂肪が気になる方、肥満が気になる方に。1日の摂取目安1袋。
❷常温730日間❸-

486 �葛の花茶
申込
番号

次回予定
未　定

ビタミン１３ビタミン１３種、種、
　ミネラル１０　ミネラル１０種種

オリジナルユーグレナで補える！

本体3,000円（税込3,240円）
★規格：255g（8.5g×30包）／箱
❶難消化性デキストリン配合の粉末タイプ。食後の血糖値の上昇を穏やかにします。❷常温365日間❸-

494�フィットライフコーヒー
申込
番号

次回予定
1 2 月 号

485

484
483

481

482

490

488

489
487

491

492

493

494

495

486
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本体1,600円（税込1,760円）
★色：カプチーノ★付属品：キャスター×4個★サイズ：最大外寸＝約幅45×奥29×
高さ19�、有効内寸＝約幅40×奥23�★耐荷重：本体＝約5�★材質：本体＝ポリ
プロピレン、キャスター＝ナイロン★生産国：中国

503�フィッツワーク�
　リュックが置けるカート
申込
番号

本体948円（税込1,042円）
★サイズ：2.5×2.5×2.5�★材質：天然木（ラッカー
塗装）、磁石★生産国：ベトナム

505�ミッフィー�
　キューブマグネット
申込
番号

Harvestneoハーベスト ネオ
共同購入 書 籍 雑 貨 音 楽 食 品

Harvestneo
くらしの声を大切に日々を彩る総合カタログ

ハーベスト ネオ

共同購入 書 籍 雑 貨 音 楽 食 品

3
色組

レッドブラウン ブルー

本体1,980円（税込2,178円）
★内容：3色組（ブラウン・ブルー・レッド）★サイズ：
使用時＝約幅33×マチ9×高25�、折りたたみ時＝
約幅33×奥25.5×厚1.5�★重量：1個約220g★材
質：ポリプロピレン（不織布）、紙★生産国：中国

496 �収納ボックスバッグ�
　3色組
申込
番号

そのまま運べる持ち手付き 空きスペースを有効活用

＼ 便利なサイドポケット付き ／

書類や小物の整理に！

ラクラク
教室への移動も

のび
ーーる

のび
ーーる

12色のグラデーションが
 美しいレインボーカラー

書類や教材類など
荷物の多い先生方に！ 

User's Voice

健康チェックシートの
提出用として使っています。
色別の仕切りで確認作業が
楽になりました。

最大約最大約2525cmcm最大約25cm

縮めるとコンパ
クトに、

縮めるとコンパ
クトに、

伸ばすと自立伸ばすと自立
縮めるとコンパクトに、

伸ばすと自立

本体1,080円（税込1,188円）
★付属品：インデックスシール★サイズ：32×25.5×2〜25�★材質：PP、紙★生産国：中国

499�レインボードキュメントスタンド�タテ
申込
番号

付属のタイトルシール
を貼って分類表示でき
ます 

12仕切りタイトルシール付き A4タテ13ポケット

見せる・隠すの2WAYカート

すぐに取り出したい物は正
面向きに、収納物を隠したい
ときは背面向きに

正面向き

背面向き

キャスター付きで
移動や掃除にも便利

いつでもどこでもミッフィーといっしょ！

本体1,780円（税込1,958円）
★内容：土台1個、イラスト付きシーズンキューブ1個、月名キューブ1個、
日付キューブ2個、曜日キューブ1個★サイズ：約4×15×高5�（セット後）
★材質：天然木（ラッカー塗装）★生産国：ベトナム

504�ミッフィー�カレンダー
申込
番号

四季を感じる万年カレンダー 鮮やかカラーのキューブ型マグネット

お風呂に入ったミッフィーがモチーフ

傘やマイボトルの目印に

リビングやオフィス
に

お家やオフィスのデスク周りに

ミッフィーの底に付いた
マグネットでバスタブの中の
クリップを持ち上げますライオン・ミッフィー・ブタ各1個ずつ

本体1,180円（税込1,298円）
★サイズ：バスタブ＝約7×6×5�、ミッフィー＝約高5�★材質：天然木（ラッカー塗装）、磁石
★生産国：ベトナム※クリップは付いておりません。

506�ミッフィー�クリップホルダー
申込
番号

本体1,300円（税込1,430円）
★サイズ：ミッフィー＝約4×3.8×0.7�、スナッ
フィー＝約3×3.7×0.7�★重量：約10g★材質：
ATBC-PVC、シリコン、真鍮、鉄★生産国：中国

508 �Dick�Bruna�
　ラバーマーカーチャーム
申込
番号

本体1,200円（税込1,320円）
★サイズ：ミッフィーレッド・ミッフィーブルー＝約10×2.2
×0.45�、ボリス＝約10×2.7×0.45�★重量：約6g★材
質：ATBC-PVC★生産国：中国

507 �Dick�Bruna�
　ラバーケーブルタイ
申込
番号

2個
セット

3個
セット

しっ
かり頼れる
底板付きで

耐荷重

約8kg

ミッフィーレッド・
ミッフィーブルー・
ボリス各1個ずつ

ケーブルを
まとめて収納

〈 500・501・502共通〉
★内容：本体、底板★サイズ：36×27.7×15�（底板使用時）★耐
荷重：約8�★材質：ポリプロピレン、ポリエステル★生産国：中国

ツールバッグ
本体1,350円（税込1,485円）
番号 カラー 申込番号

500 ネイビー

501 レッド

502 ブラック

クリアファイルも収納できる
ジャバラポケット

（1仕切り・2ポケット） 

本体内側に底板
を差し込んで
大容量に

底板を外せば
スリムに
持ち運びOK 

用途に合わせて
自由自在に！

ブラック502

レッド501

ネイビー500

3個
セット

骨格パーツ内蔵で
骨格パーツ内蔵で

ポーズを自由にアレンジ
ポーズを自由にアレンジ

ネコ497

トラ498

ポージング自在の
ぬいぐるみペンポーチ

スマホを立ててスタンドとしても

とっておき！気分が上がる

かさばる書類や雑誌、
小物類の収納に

ペン約15本収納可能

ボールチェーン付き

番号 カラー 申込番号

497 ネコ

498 トラ

〈 497・498共通〉
★サイズ：約10×7×高23.5�（尻尾を含まない）★
重量：約165g★材質：本体＝ポリエステル、中骨＝
ABS★生産国：中国

ポーズー�ペンポーチ
本体2,250円（税込2,475円）

ぷっくり
半立体

Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2022
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