
森をイメージして丹精を込めた作品。
北海道は大いなる大雪山の峰々と、石狩川の清流に育てられた大自然。冬が近づくと森は葉を落とし、生きる限界ま

で水分を吐き出し寒中のしばれに耐えようとする。極寒の頃、静かな森の中に響き渡るバーンという音。しばれに耐えき

れず凍りつき、その身が縦に裂ける木もある。

自然の厳しさを生き抜いた森が春を迎え、溶けた雪が谷に沢にせせらぎの響きとなる頃には、本の芽がふくらみ、やが

て葉を繁らせる。何十年、何百年という年月を耐え生き続けてきた木。その中にクマやキツネ、また楽しげに語り合つてい

る小鳥たち ・̈。神秘的で温もりある素材の木を使い、森と音をテーマに作り上げた。
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こずえに仲睦まじい二羽の小鳥。幹のて
っぺんに可愛い卵。巣穴もあって、この木は

小鳥―家の住まいをカタチにしました。
巣穴に卵を入れると、落ちながら卵が幹

の小穴に差し込んだ枝に当たって、木琴の
ようにチロチロピヨピヨと鳳島る。

本鍛燒畿覆畿饉で
枝の間をカラコロとリズミカ

ルな音を立てて木製のどんぐ
りが転がり落ちる。
知恵を絞ったのは、幹に対す
る枝の角度と玉の重さ。木を
丸くしただけの玉では、弾んで

枝を越えてしまう。一定のリズ
ムを刻みつつ、玉が幹から離
れないように工夫を重ねました。

先端に取り付ける「フクロウ」「星」は

別売となっています。
サイズ毎に、ご注文下さい。

楽し醸甕激怒褥闇。
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小鳥たちの楽しげな歌声を聴いてみよう。
森のさえずり
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遊具用として安全性や強度に
配慮した作りとなつていますも

注文製作 (納期は10日 ～30日 )

森のさえずり「あそび」
※写真はNo 50他 3タイプ揃っています
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カバ天ンチラ 裂:乳♀98胃
①億盈寵甘尼謂服り)需川ラミンナラ11&888コ
どんぐリコロコロ別売部品

仙o80.50用 )フクロウ絲
:18,8呂  星311::88日税込

(No 40用 )フクロウ林
:|♀ 88周 星1[11388月税込

(No 30用 )フクロウ林
1:子:g属 星1111888岡税込

どんぐリナラ      (J118× i8× 18本■600円
税込630円

(■ )2]X2]×21 本体600円  (大 )25× 25× 25本
「 800円

税込630円          税退840円

どんぐリコロコロ特注品

ま食事議IFFぐ洲υ瀾ヶ付
"け

ラ11891888胃
【号り売〕フクロウ3800円 (■込3990用 )星 1500F崚込1575円 )

外箱12000円 (税込12600円 )
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£[炉l男[卍昇レ洲謬 習 ヶ付加 ,ナラ戦 |::1888用
【号J売 lフクロウ4800円 (■ l15040円 )星 1800P(税 込1890円 )

外箔24000円 観■25200円 )

I特 iキ部品】どんぐり ,フ

NO 120用        NO i50月
ml[:28民 01[lβ

:8日
ω
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①どんぐリコロコロ N080
310×310×800とんくり中3ヶ 大 lヶ付 カバ ナラ
X先喘のフクロウ 星は別売り

①どんぐリコロコロ N050
220× 220×500どんぐり中2ヶ 大lヶ付 力,(ナラ
米先喘のフクロウ星は別売り

⑩森のさえずりN080
005×305× 800小 鳥2,タマJ4ヶ付 ナラ

0森のさえずりN050
300×300× 520小 鳥 lヶ タマ」2,付 ナラ

⑫森のさえずりN045
250× 250X470、 小鳥lヶ タマJ2,付 ナラ

O森のさえずりN040
230×230× 420小 鳥 ]ヶ タマ」2ヶ 付 ナラ

①森のさえずりN035
205× 205X370小 鳥lヶ タマコ2ヶ付 ナラ

小鳥2ヶ タマJ4ゥ 付 ナラ

【特注部品】4ヽ鳥タマゴセット
小鳥

'ヶ

タマJ2ヶ

，
一一

本体50,000円
税込52,500円

本体20,000円
税込21,000円

本体50,000円
税這52,500円
本
“
28,000円

“
込29,400円
本体22,000円
税込23,100円
本,16,000円
説■16,800円
本体12,000円
程込12,600円

税込52,500円

本体700円
●.這 735円

本体120,000円
税込126,000円

本体160,000円
税込168.000円
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どん ぐ リコロコロあそびは91年 クラ
フ ト セ ンター ジャパ ン選定及び94
年 94年 グ ッ ト トイ loo認定作 品の
改良型です。

森のさえず りあそひは88年第 1回 Ih

域優良木工品クラフ ト全国展で林野
庁長官賞及び97年 98グ ッ ド トイ認
定作品の改良型です。

どんぐリコロコロ「あそびJ
※写真はNo 50他 4タイプす前っています
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衰導く量移しヽ議が

手
=も

達難

.〕 :こ言護なかIF驚す。

託児所、保育園、幼稚園や地域の
会館などの備品として、子ども達が保
母さんや先生と一緒に楽しんでいただ
きたい製品です。
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諭 静 密 Js,tマ士ケ付ナラ 1[18B88日
捌売部品】森のさえず

'り

/Jヽ鳥タマコセット
小島 lヶ タマゴ2ヶ 付

筈サイズあり.         1セツト本体700円
大きさを指定してください。       税込735円

森のさえず
'プ

特注品
森のさえずりN0140
405× 405× i430小鳥3ヶ タマ」6ヶ付 ナラ

【号t売】外箱12000円 (税込12600門 )

森のさえずりN0180
480× 480× ]830小 島3ヶ タマJ6ヶ 付 テラ

【別売I外箱30000円 (税■31500円 )

税■210,000円
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どんぐリコロコロあそび特注品

どんぐリコロコロあそびNO]20 本体120,000円
450X450X]230            祝込126,000円
どんぐり小2ヶ 大iヶ フクコウ]ヶ 皇lヶ l‐ カバイエ□―バーチナラ
【号:売〕外箱,2000,(税込12600円 )

どんぐリコロコロあそびN0100 本体loo,o00円
400×400× ]020            税■105,000円
どんぐりJヽ 2ヶ 大lヶ フクロウlヶ 星lヶ付カバイエ□―,t― チナラ
【別売〕外箱8000円 (税込8400円 )

J齢せ藤:蹴iЮ:iL,けま191988用
どんぐリコロコロあそびN060  本体46,000円

]胤、::ち ,Gゥレ星lヶ付ヵバナラ ・
込48,300円

呈&l帯晏見
コロあそ

:3° ilラ   11891888用

饉ア器》綺 淋"織
8日ω鵞[象♀88日 ω
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森のさえず↓りあそび特注品
森のさえずりあそび N0190  本体200,000円

小鳥2ケ タマJ6ヶ付ナラ 【別売l外箱30000円 (■込31500円 )

森のさえずりあそび N0150  本体160,000円
520×520× 1480            1i込 168,000円
小鳥3ヶ タマゴ6ヶ付ナラ 【81売 ,外箱12000円 (税込]2600円 )

森のさえずりあそび N0100  本体120,000円
420×420× 1 040            rtl1 1 26,000円
小鳥2,タマJ4ヶ付ナラ 【号t売 l外箱8000円 (■込8600円 )

森のさえずりあそび N050   本体50,000円


