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サ ー ビ ス 名  IKONIH TOY　（アイコニートイ）

事 業 者 名 ［057］ 株式会社　ハイフォレスト

問 合 せ 先 0246-65-2588 アイコニーストア福島 【所在地】いわき市

商品
コード

商　　品　　名 ポイント数 備　　考

001 ミニキッチン　MINI KITCHEN 27,000

本物そっくりのキッチン。カチカチとダイヤルを回せる3口ガス
コンロに、お玉やフライ返しなどの調理器具も揃っています。
遊ばなくなった後は、小物入れやインテリアとしても使って頂
けます。W305 x H210 x D245　福島県産檜、アメリカ産ウォー
ルナット　無塗装

002 食材セット　FOOD SET 18,200

かわいい食品のおままごとセット。食品の断面には、包丁で切
るとザクっとした手ごたえがあり、音がする面テープがついて
います。カトラリーもセットになっています。蓋がまな板にな
るロゴ入りのお片付けBOX付き。W180 x H130 x D120　福島県産
檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

003 ままごと冷蔵庫　REFRIGERATOR 18,200

ミニキッチンに続く、リアルなミニチュア冷蔵庫。FOOD　SETの野菜や食
べ物たちを入れて、キッチンでお料理する事で、大好きなお母さんの真似
が出来て子供たちに大人気です。
冷蔵庫には、マヨネーズ、ケチャップ、牛乳が入っています。W135 x
H295 x D145　福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

004 整備士セット　MECHANIC SET 24,800

それぞれの部品から、車を組み立てられるおもちゃ。色々な組
み立て方に想像力を働かせ、自分だけのオリジナルカーを作っ
てみてください。大人が想像つかない不思議な車が沢山出来上
がるに違いありません。収納箱D210 x W235 x H80　福島県産
檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

005 大工セット　WORKING SET 27,000

本物そっくりの大工のセット。たたいたり、回したり、つかん
だりと色々な遊びに使えます。自然と指の巧緻性を高めること
の出来るおもちゃです。外箱は、部品をそれぞれ組み替えてオ
リジナル工具箱にする事が出来ます。W145 x H80 x D215　福島
県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

006 オルゴールバス　MUSIC BUS 14,500

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れるオルゴールバ
ス。荷台にはおもちゃや人形を乗せて、となりのトトロの音楽
に合わせて楽しんでください。遊ばなくなった後には、インテ
リアにもなる小物入れとしても使って頂けます。W180 x H115 x
D105　福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

007 オルゴールトラック　MUSIC TRUCK 13,500

前に動かしても後ろに動かしても音楽の流れるオルゴールト
ラック。アイコニーロゴの入る荷台は本物と同じように動きま
す。子供たちの好きなお菓子などの小さな荷物を乗せて、Take
me home,country roadの曲に合わせて楽しんでください。W148
X H105 X D113　福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗
装

008 オルゴールトレイン　MUSIC TRAIN 13,500

前に動かしても、後ろに動かしても音楽の流れるオルゴールト
レイン。海の見える街(魔女の宅急便より)のさわやかな調べに
乗せて、子供たちの想像力をオルゴールの列車がどこまでも広
げていきます。W90 x H100 x D135　福島県産檜、アメリカ産
ウォールナット　無塗装

009 オルゴールカー　MUSIC CAR 12,500

前に動かしても、後ろに動かしても音楽の流れるオルゴールカー。子供た
ちは、前に後ろにどこまでも動かし、シンプルな形が子供たちに大人気で
す。窓があいているので、子供たちの小さな指でもしっかりと車をつかん
で走らせる事が出来ます。いつも何度でも(千と千尋の神隠しより)に合わ
せ、子供たちと楽しんでください。W110 x H85 x D123　福島県産檜、ア
メリカ産ウォールナット　無塗装

010 ナンバータワー　NUMBER TOWER 14,500

縦に積み上げていくタワー型のおもちゃ。4面それぞれに、アラ
ビア数字、ローマ数字、漢数字、英語の4種類の文字で数字が書
かれています。順番通りにしか積み上げる事が出来ない為、自
然と4種類の数字表記を覚えます。W90 x H285 x D90　福島県産
檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

011 アルファベット　ALPHABET 14,400

遊びながらアルファベットが学べるおもちゃです。アルファ
ベットの裏面のイラストを見ながら、楽しくABCを覚えることが
出来ます。木製カードをクルリと回すことで、指先の巧緻性も
養うことができます。W320 x H298 x D25 福島県産檜、アメリ
カ産ウォールナット　無塗装

012 積み木　BUILDING BLOCKS 13,400

ブロックは6種類がバランスよくセットされています。並べた
り、つみ重ねたり、くずしたりとあそびを繰り返す中で空間認
知能力を養い、集中力やバランス感覚を身につけていきます。
元に戻す場所のヒントを書いたお片付けBOX付きW225 x H35 x
D175　福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

013 ドロップボックス　DROP BOX 15,500

丸や三角、台形、ひし形など9種類にくりぬかれたボックスにそれぞれの
型を上手にはめて遊ぶおもちゃ。図形の認知能力、小さいブロックをつま
む指先の巧緻性、上手にはめることが出来た時の達成感など、様々な方面
からの刺激を子供たちに与えます。お子様が遊ばなくなった後は、LEDラ
イトを入れて間接照明としても楽しんで頂けます。W150 x H130 x D150
福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装
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014 アイコニーハウス　IKONIH House 21,500

10種類の可愛い動物たちが住んでいる檜でできたおうちです。
屋根も扉も開きます。かわいい動物(うさぎ・きつね・ねこ・い
ぬ・こうま・うし・りす・ぶた・あひる・ひつじ)たちが迷子に
ならないように磁石付きの柵もついています。W210 x H165 x
D175 福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

015 魚釣りセット　FISHING SET 18,200

可愛い海の生き物たちを捕まえられる釣竿のセット。釣竿で釣
り上げるのには子供には少し根気のいる遊びです。檜の抗菌性
を生かし、お風呂で檜の香りを楽しみながら、親子でお風呂釣
りを楽しんでみてはどうでしょうか。乾燥を促すネットのお片
付け袋付き。W170 x H70 x D295　福島県産檜、アメリカ産
ウォールナット　無塗装

016 オクタラインズ　Octa Lines 14,400

8列四方の陣地を取り合うゲーム。収納用のコットン袋がゲーム
盤になっていますので、旅行などへも持ち運びが簡単。模様は
焼き印なので、水に強い檜の特性を利用して、お風呂で遊んで
みるのも一興かも。時間を忘れてついつい熱中してしまいま
す。コットン袋 W310 x H330 駒 D33 x H9 福島県産檜、アメリ
カ産ウォールナット　無塗装

017 欠番

018 なみのりバブル　Swing Bubbles 15,000

揺れ動く波間に浮かぶ泡をのせていくバランスおもちゃ。
ゆらゆらとゆれる波間に泡を置くのは大人でも難しいのです。サイコロを
振って出た数の波をのせるスリリングなゲームも楽しめます。のせる波の
数が多ければ多いほど、難易度UP!持ち運び可能なおしゃれなコットン袋
付きなので、旅行などのお供にも。家族で楽しめます。W232 x H47 x
D150  福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

019 
ジャンボなみのりバブル　JUMBO Swing
Bubbles

22,600

揺れ動く波間に浮かぶ泡をのせていく人気のバランスおもちゃ、なみのり
バブルのJUMBOバージョン。ゆらゆらとゆれる波間に泡を置くのは大人で
も難しいのです。サイコロを振って出た数の波をのせるスリリングなゲー
ムも楽しめます。のせる波の数が多ければ多いほど、難易度UP!
持ち運び可能なおしゃれなコットン袋付きなので、旅行などのお供にも。
家族で楽しめます。W370 x H90 x D210 福島県産檜、アメリカ産ウォール
ナット　無塗装

020 
26面ストレージゲーム　 26 SIDED
STORAGE GAME

15,000

26面体にカットされた球体の12個セット。複雑な角度でのカットのため、
付属の箱にきちんとお片付けするには角度を合わせないといけないという
シンプルに見えて難しいおもちゃ。それゆえに子供たちの創造力を広げま
す。色々な角度で積み上げる事も可能です。W164 x H67 x D213 福島県産
檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

021 
乗り物シリーズ　TRANSPORTATION
SERIES

14,400

BOAT、AIR PLANE、HELICOPTERの男の子の大好きな3種類の乗り物のセッ
ト。誕生日やクリスマス、出産祝いなどの男の子向けの御祝いに非常に喜
ばれています。BOAT 45 x 120 X 85
AIR PLANE 105 x 120 x 80
HELICOPTER 60 x 145 x 115　福島県産檜、アメリカ産ウォールナット
無塗装

022 はたらく車シリーズ　VEHICLE SERIES 14,500

AMBULANCE、TAXI、TRUCKの男の子の大好きな3種類のはたらく車
のセット。誕生日やクリスマス、出産祝いなどの男の子向けの
御祝いに非常に喜ばれています。AMBULANCE W65 x H110 x D42
TAXI W50 x H100 x D42　TRUCK W68 x H110 x D42 福島県産
檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

023 キッズデスク　KIDS DESK 41,300

子供用の机。引き出しには文具や宝物を入れてお片付け。
けがをしやすい角もすべてカーブを付けた丸型の仕上げを施しています。
お子様の成長に合わせて高さ調整が可能!セットで使える椅子もご用意し
ています。※組み立てはお客様自身でとなります。W700 x H545 x D400
福島県産檜、アメリカ産ウォールナット　無塗装

024 キッズチェア　 KIDS CHAIR 27,000

子供用の椅子。子どもの成長に合わせて高さを変えることができ、長く愛
用していただけます。けがをしやすい角もすべてカーブを付けた丸型の仕
上げを施しています。お子様の成長に合わせて高さ調整が可能!※4段階調
節 27.8cm 24.5cm 20.5cm 17cmセットで使える机もご用意しています。※
組み立てはお客様自身でとなりますW372 x H470 x D350 福島県産檜、ア
メリカ産ウォールナット　無塗装

025 ドールバギー　DOLL BUGGY 33,600

★シートは取り外し可能
座面は面ファスナーで留めてあり、汚れても外して洗えて清潔に保てま
す。
★転倒しにくい設計
車輪に比重が重いウォールナットを使用。押しているときにバギー本体が
倒れにくいバランスの設計にしています。
★両方向から押せる
背中側から押すだけでなくお人形と対面しながら遊べるので、遊び方の幅
が広がります。
★収納に便利な折りたたみ式
星のネジを外してひじ掛け部分を畳み、全体を折りたたむことが可能で
す。
★軽量
比重の軽いひのきを使用しているので、お子様でも楽に押すことができま
す。
★荷物カゴ付きで本格的
荷物カゴに好きなものを入れてごっこ遊びが出来ます。まるで本物のベ
ビーカー!
★フローリングを傷つけにくい素材を使用
タイヤ痕が付かないから安心。騒音にも配慮した素材を使用しています。

026 
おかねフローレジスター　PLAY CASH
REGISTER

27,000
わたし達の暮らしから切り離せないお金を、遊びながら学べるレジスター
です。子ども達の考える力を引き出し、興味を持って上手に使えるようお
小遣いを渡す前に、おかねフローレジスターでお金の使い方を練習しませ
んか？
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