
森のおくりもの

秩父の森から子どもたちへ

「木育」とは、子どもをはじめとするすべての人々
が、木とふれあい、木に学び、木と生きる取り組み
です。子どもの頃から木を身近に使っていくことを
通じて、人と木や森との関わりを主体的に考えられ
る豊かな心を育みます。

（木育カテゴリー商品カタログ）

掲載内容は2021年5月1日時点のものです。最新情報は秩父地域地場産業振興センターへお問い合わせください。



パズル
個性的なパズルが勢ぞろい。

リンゴの樹のパズル
お口にいれてなめても天然素材だか
ら安心。はめこみ部分だけでなく、
すべての部分が取れる一風変わった
デザインです。一部外材使用
W230×D25×H305mm

銘仙パズル おばけ
ちょっとかわいいおばけがあ
ちこちにいます。
11ピース

銘仙パズル 雨の日
傘やレインブーツ、雫やハートも隠
れています。
14ピース

ちちぶパズル
秩父の風景をウッドバーニン
グペンで描いた一枚板のパズ
ルです。各ピース高低差をつ
け河岸段丘の雰囲気を出しま
した。
W320×D35×H240mm

ちちぶの木とクマタカのパズル
秩父の針葉樹を使い、生態系ピラミッドのトップに位置するクマタ
カが飛んでいる姿を形にしました。
積み重ねるパズルは順序を入れ替えても面白い樹形が作れます。
W140×D105×H260mm

樹木パズル①
積み重ねが出来る木のパズルです。少しずつ形の
違うピースを組み立てて美しい針葉樹の形を完成
させてください。
W90×D80×185mm

樹木パズル②
土台・幹・本体がバラバラになり積み木になりま
す。２つの穴が開いているので大→小の順に積ま
なくてもそれなりに樹木の多様感が味わえます。
W90×D80×H200mm

＊銘仙パズル｢おばけ｣｢雨の日｣はハガキサイズの可愛いパズルです＊



乗り物おもちゃ
秩父地域では自動車、
電車、ＳＬとたくさん
の乗り物が走っています。

チエイタ
清少納言「知恵の板」をヒントにしたオリジナルタングラム。
小学生から大人まで楽しめる素朴なパズルです。
グッド・トイ2018受賞
厚み20mm×7枚の板・正方形に組んだ時1辺85mm

タングラムって
何だろう？
タングラムは正方形の板を三
角形や四角形など７つの図形
に切り分け、様々な形を作っ
て楽しむパズルです。

作って遊ぶ秩父の笠鉾（大）
秩父の宮大工が本物に近い工程
で製作した立体パズルは、組立
解体を繰り返し行えます。
お友達みんなで協力して組立た
あとは思い思いに飾り付けてく
ださい。
W182.5×D264×H526mm

作って遊ぶ秩父の屋台（小）
作って遊ぶ秩父の笠鉾（小）
秩父のお祭りに登場する屋台と笠鉾を分
解・組立が可能な立体パズルにしました。
屋台（小)  W135×D95×H150mm
笠鉾（小） W120×D95×H185mm

働く自動車・空飛ぶ飛行機
お子様に人気の乗り物をおもちゃにしました。

変身！キッカー
パーツの組み換えで変身させる」乗り
物おもちゃです。
好きな色を塗っても楽しめます。
W100×D40×H70mm

消防車（W100×D45×H70㎜）
救急車（W90×D35×H50㎜）
パトカー（W125×D40×H70㎜）
バス（W130×D40×H80㎜）
トラック（W125×D55×H80㎜）
飛行機（W155×D120×H55㎜）
ヘリコプター（W130×D85×D65㎜）

飾りつけ例



キデドン！和紙のタイコ
和紙のタイコは軽く、持ち運びも簡単！

お祭りのタイコの音がする本格派です。
本体Ｗ150×D10×H150mm
バチ長さ235mm

山野笛助（ヤマノピースケ）
小枝で作った笛は防犯笛にもなります。
W50mm直径20mm内外

音の鳴る
もの

イベントに登場する自分で組立てるワーク
ショップも人気！

森を知る
遊びを通して森を学ぼう

森のカルタ
木札のカルタはオリジナルの読み札で森の仕組
みが学べます。
箱（W135×D185×H60mm）
札（横55縦80厚み2mm）

木の葉なあに？
10種類の葉っぱには樹木の名前が
入っています。
オーナメントや木育教材としてお
使いいただけます。

ブリ木タウン
木・車・家を並べて自分だけの
街作りを楽しもう！
ブリキ盤W315×D230×H10
木3個･家2個･車2個･信号機1個

想像力を育むおもちゃ

ままごとセット
手書きのイラストでリアルに
表現した切り口にはマジック
テープを使用しています。

カゴW151×D110×H135mm
パンW65×D25×H70mm
魚W80×D25×H30mm
オレンジ直径50厚さ25mm
まな板W110×D15×H70mm
包丁長さ150幅35厚み10mm



お子様向け家具・食器
日用品に木の温もりを

秩父の木 身長計
昔は柱に傷をつけていましたが、柱のな
い家も増えてきました。昔を思い出す懐
かしの製品です。

子供イス
W320×D290×H520mm

自在子供イス
上下をひっくり返せば足の長
さが変わるのでお子様の成長
に合わせてお使いいただけま
す。足元には荷物も入ります。
W350×D250×H300mm

秩父の山の器は
秩父市内の保育所
でテスト使用を行
い、保育士さんの
意見を取り入れま
した。

秩父の山の器・プレート
お子様が食べ物をすくいや
すいよう、角に深さをつけ
ました。
W185×D185×35mm

秩父の
山の器・
スプーン
飲み込みやすい分量がすくえます。
W30／長さ143mm

秩父の
山の器・
コップ
お子様が持ちやすいよう、
側面に溝をつけました。
直径60／H65mm

杉出しホープ
小学校の机の引き出しを秩父の杉で製作しました。化学塗料、
釘などの金具を一切使わず安全に仕上げています。
卒業後は棚板を入れてラックとしてもお使いいただけます。
＊サイズは机の大きさに合わせます。
ウッドデザイン賞2019受賞

置時計
お子様が時計の読み方を覚える
時に、木の時計はいかがでしょ
うか？
大（W180×D45×H180mm）
小（W125×D45×H125mm

体験教室

箸作り教室
山桜（四角箸）の持ち手部分にサンドペーパーで模
様を作り、自分だけの個性ある箸を作ります。箸の
持ち方、食事の所作が身につく教室です。

クルミ樹皮小物の体験教室
クルミ樹皮を使用したペンダント・ストラップ、花
かごを作るワークショップです。
＊小学校高学年以上が対象です。

ラック使用例



木工キット
夏休みの工作をはじめ、ご家庭でお楽
しみいただけるキットを集めました。

椅子
子供用椅子が作れるキッ
トです。インテリアとし
て植木鉢や雑貨を飾る台
としてもお使いいただけ
ます。
W250×D225×H300mm

小物入れ①
リモコンやテーブルまわ
りの小物を入れられる
キットです。スパイス
ラックとしてもお使いい
ただけます。
W210×D115×H205mm

貯金箱
おうち型の貯金箱が作れ
るキットです。
W150×D120×H125mm

椅子・貯金箱・小物入れ①は
彩の国ふれあいの森埼玉県森林科学館で体験工作が出来ます。
https://www.chichibu.ne.jp/~furemori/
また、「秩父ふるさと便」サイトでご購入いただけます。
https://hurusatobin.com

屋根は自分で工夫してね！

はるちゃんのおうち
釘を使わずボンド・接着剤だけで作る可愛いおうち
のキットです。
W190×D190×H195mm

マガジンラック
W300×D180×H300mm

小物入れ②
W220×D140×H160mm

秩父ふるさと便は
こちらから

埼玉県森林科学館は
こちらから

トンカチの平らな面
と釘の頭の平らな面
を合わせるように真
上から打つようにし
てね。
トンカチの先の硬い
部分の重さを利用す
るように叩くと上手
に打てるよ。

スプーン・フォークのキット
大まかな形のスプーン・フォークを彫刻刀で削り、
付属の３種類のペーパーで磨きます。
付属の胡桃を割り中身を布で包んでつぶし、スプー
ン・フォークに塗りこんで仕上げてください。
スプーン200×40×28mm／140×30×23mm
フォーク200×30×28mm
＊彫刻刀を使うため小学校中学年以上が対象です。

写真立てのキット
金具を留めるだけの簡単なキットです。お気に入り
のスタンプやマスキングテープなどで装飾してくだ
さい。 本体W158×D18×H60mm
土台W145×D112×H10mm

置時計のキット
時計のムーブメントを金具で留めた後はスタンプや
手書きで文字盤の数字を入れてください。
W100×D22×H100mm



ウッドスタート（秩父市・小鹿野町の取組のご紹介）
ウッドスタートとは木を真ん中に置いた子育て／子育ち環境を整備し、すべての子
供達が人生最初のステージを、木の温もりを感じながら楽しく豊かに送ることがで
きるようにしていく取組を意味します。その中の一つが「誕生祝い品としての木の
おもちゃの配布」です。

第１回秩父市誕生祝い品『TUMICCO』
積み木はかつての秩父の織物工場の建物がモチーフで
す。秩父の森と街がデザインされた風呂敷の上で遊べ
ます。
ウッドデザイン賞2015受賞
グッド・トイ2017受賞
積み木18ピース（全体30.3cm）

第２回秩父市誕生祝い品『ちちぶの幸』
まゆ玉屋台に秩父の特産であるいちご、ぶどう、
しいたけ、くり、カエデ（メープル）パーツを
詰め込みました。プルトイとしてもお使いいた
だけます。
台車（W150×D145×H100mm）
積み木（厚み15mm）

第３回秩父市誕生祝い品『木守りのおうち』
山、木、鳥、魚の４つのドロップとおうちからなる
おもちゃは型はめパズルなど幅広く遊べます。
おうち（W180×D130×H150mm）
ドロップ：魚・鳥・木・山
（W80×D50×H20mm）

小鹿野町誕生祝い品
『おがのダリアブロック』
小鹿野町の特産であるダリアの花をモチーフ
にしました。２種類の花ぶら型ブロックを
ベースに乗せると大きなだダリアの花が出来
上がります。
ベースを使い様々な表情の花を作ったり、花
びらで積み木やドミノとして遊んでください。
W180×D180×H50mm

秩父市では10か月児
健診時に秩父市在住の
対象の赤ちゃんに
｢TUMICCO｣
｢ちちぶの幸｣
｢木守りのおうち｣のう
ち、いずれか１つをお
渡ししています

「木守りのおうち」はご購入も可能です。
秩父地域地場産業振興センターへお問い合わせく
ださい。
TEL0494-25-0088／FAX0494-22-3384
E-Mail：chichibu@jiba.or.jp

mailto:chichibu@jiba.or.jp


掲載商品のお問い合わせ先
森のおくりものHP https://chichibu-mokuzai.jp/
一般財団法人秩父地域地場産業振興センター
住所：〒368-0046 埼玉県秩父市宮側町1番7号
電話番号：0494-25-0088
FAX番号：0494-22-3384
E-Mail：chichibu@jiba.or.jp

山の器セット・スプーンは漆塗り商品の為11～4月は
販売しておりませんのでご了承ください。

掲載品価格表

商品名 価格 商品名 価格

リンゴの樹のパズル 18,700円 秩父の木 身長計 3,200円～

銘仙パズルお化け 4,950円 子供イス 応相談

銘仙パズル雨の日 4,950円 自在子供イス 応相談

ちちぶの木とクマタカのパズル 4,950円 置時計（大）／（小） 3,700円／2,000円

ちちぶパズル 18,700円
山の器セット・プレート
（10個から注文）

1個6,600円

樹木パズル① 4,180円 山の器セット・コップ 3,300円

樹木パズル② 4,950円 山の器セット・スプーン 1,750円

チエイタ 2,500円 杉出しホープ 4,290円

作って遊ぶ秩父の笠鉾（大） 132,000円～ 木工キット・椅子 1,300円

作って遊ぶ秩父の笠鉾（小） 3,570円 木工キット・小物入れ① 500円

作って遊ぶ秩父の屋台（小） 3,570円 木工キット・貯金箱 700円

働く自動車・空飛ぶ飛行機 5,300円 木工キット・マガジンラック 1,720円

変身！キッカー 1,290円 木工キット・はるちゃんのおうち 1,450円

キデドン！和紙のタイコ 4,720円 木工キット・小物入れ② 1,150円

山野笛助（ヤマノピースケ） 850円 スプーン・フォークのキット 1,060円～

森のカルタ 2,150円
写真立てのキット
（10個から注文）

１個1,060円～

木の葉なぁに？（10種類） 7,150円
置時計のキット
（10個から注文）

１個1,320円～

木の葉なぁに？（１枚） 1,150円 箸作り教室 1,450円

ブリ木タウン 2,900円 クルミ樹皮小物の体験教室 応相談

ままごとセット 2,950円 木守りのおうち 7,150円

＊価格は税込み価格です

https://chichibu-mokuzai.jp/
mailto:chichibu@jiba.or.jp

