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ホームページ  http://saifuen.com 

   メール     info@saifuen.com 

（平成18年第2回 SELP GOOD商品コンテスト） 

福岡県太宰府市大佐野７６１－１ 
〒818-0134 

ＴＥＬ ０９２－９２５－７２００ 

コストパフォーマンス賞を受賞した「サイクリング」 

大佐野ダム 

サンドラッグ● 大佐野 

メモリアルパーク 

文 
福岡農業高校 

大佐野台団地前 

JR都府楼南 

西鉄都府楼前 

政庁跡 

★宰府園 

至 大野城・福岡 

至 甘木・久留米 

3号線バイパス 

至
大
野
城
 

至 筑紫野ＩＣ 

至 太宰府ＩＣ 

大佐野南 

通古賀 

至 天拝坂 

パソコンを使って複雑な形やイラストなど思いのまま形に出来ます。 
記念品や販促ツールとして是非ご利用下さい。 
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那珂川町様より人権啓発配布品 

レーザープレートにて名前入れも出来ます！ 

レーザー加工機（飯田工業製） 
レーザーマチック・Ｌ-９０７ＰＣ 

ＦＡＸ ０９２－９２２－３１５４ 
 

主な商品の説明 

№ 商品名 価格 商品の特徴

1 シーソー輪投げ ¥4,000
ウサギとゾウにうまく輪をかけてみよう！入るたびに可愛くシーソー
の動きをするよ。輪＝８本付

2 サイクリング ¥2,200 ヒモを引くと足が自転車をこいでいるように動きます。

3 動物コロコロ ¥350
種類は、いぬ、うさぎ、うし、うま、かば、きりん、ぞう、ねこ、わにの
９種類。ちょっとしたプレゼントにいかがですか？

4 プロペラぞう ¥2,600
ヒモを引くとお子様の空想の世界を育てます。（プロペラがくるくる
回ります。）

5 ヘリコプター ¥2,400 ヒモを引くとプロペラがくるくる回ります。

6 汽車ぽっぽ ¥2,000 マグネットで取り外せます。連結棒が可愛く動きます。

7 メリーゴーランド ¥2,200
お馬さんがくるくる回るいつまでも・・・
赤ちゃんのそばに置いてあげてください。

8 おにぎりカー ¥1,000
手になじみやすく動かしやすくできています。マッサージ器として小さ

なお子様だけでなく大人の方にも好評です。

9 新幹線 ¥2,200 マグネットで取り外せます。特に男の子に大人気です。

10 輪投げ ¥3,300
子どももお年寄りも集中力で頭にいい刺激をあたえ、家族で楽し
めます。（ウサギ、ゾウ、ネコ、キリン）

11 クワガタ ¥2,700 ヒモを引くとあごが開いたり閉じたりと本物のような動きをします。

12 アリ ¥3,300 ヒモを引くと体が上下に動きます。

13 魚つりセット ¥1,500
磁石で魚をくっつけて遊べます。
釣り竿1本と魚が７種類入っています。

14 虫とりセット ¥1,500
磁石で虫をくっつけて遊べます。
網つき棒1本と昆虫が７種類入っています。

15 乗用おもちゃ箱 ¥4,000
乗って遊べるおもちゃ箱です。おもちゃや積み木などお片付けに
も便利でプレゼントにも最適です。

16 つみ木（５４ピース） ¥3,300

17 つみ木（３０ピース） ¥1,200

18 おもちゃ箱 ¥3,000
ひも付きのおもちゃ箱です。ウサギとクマの2種類からお選び下さい。

（レーザープレートにて名前入れも行っています。）

19 三輪車 ¥6,000
足こぎで動きます。顔もウサギ、イヌ、クマのご注文にも応じています。

（レーザープレートにて名前入れも行っています。）

20 マグネット付温度計 ¥300 ハートや花がついた温度計です。

21 マグネット付アニマル温度計 ¥400
手書きで彩色したかわいい商品です。冷蔵庫等に付けてご使用
ください。

22 輪ゴムホルダー ¥300
可愛らしい彩色と便利さが人気の秘密。マグネット付きなので冷
蔵庫等に付けてご使用下さい。

23 昆虫クリップ ¥200 昆虫にクリップをつけました。

24 カラカラ ¥350 中央部をもって振るとカラカラと可愛らしい音が出ます。

25 ロープリング ¥400
付属のヒモで穴に通したり、抜いたりすることで、右脳の働きに効
果があります。

26 サイコロブロック ¥900
普通に積み上げたり、逆に積み上げ倒れないようにゲーム感覚で
遊べます。

27
くまモンのバインダー

はさむモン
¥1,000

くまモンの顔がついたメモバインダーです。ペン立てもついて便
利です。くまモンの顔は3種類から選べます。

28 くまモンのフリふりマグネット
（小）￥500
（大）￥800

くまモンの背中にドーム型マグネットが付いてフリふり動きます。

29 カード立て ¥200 写真やメモなど立ててお使い下さい。

30 ¥1,200

31 ¥1,000

32 ペン立て ¥250
上部を動かすとたくさんのペンが立てられ、印鑑などにも使えま
す。

☆ 四季
し き

の彩
いろどり

シリーズ
￥800～
￥2,500

四季に応じた五月人形、ひな祭り等の極め細やかな仕上がりが
大好評です。

ご贈答品等ご希望の場合ラッピング包装致します。

※「価格」や「仕様」は予告なく変更する場合もありますので、ご了承下さい。

地方発送承ります（送料⇒7千円以上は無料。但し、複数箇所の配送、北海道、東北、沖縄、離島等除く）

一つひとつを丁寧に磨き手触りがとても良いです。木目を生かした「つ
み木」は優しさと温もりにあふれています。

ペーパーホルダー
大人気のウサギとネコ、トップが変えられるタイプのペーパーホル
ダー（ストッカー）です。

朱雀大路 

（３００円～） 
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※デザインや包装は予告無く変更する場合があります。 

※表示のサイズは実寸と若干異なる場合があります。 

※★印は在庫品薄のためお問い合わせ下さい。 

※値段は税込みの総額表示です。 

４．プロペラぞう 
(¥2,600） 

５．ヘリコプター（¥2,400) 

白木の玩具は、 
お子様の心のキャンパスに夢を描き創造性を育てます。 

２．サイクリング（いぬ・ぞう） 
  （各¥2,200） 

17㎝×13×11 

24cm×15×10 

23cm×12×9.5 

47㎝×24×12 

15(12)㎝×6×0.6 

２１．マグネット付アニマル温度計 
                         （各¥400） 

15㎝×5×11 

桜びな（¥2,000） 

47cm×12×14 

６．汽車ぽっぽ(¥2,000） 

桜びな二段飾り（¥2,500） 

19㎝×9×15 

コストパフォーマンス賞受賞 

優秀賞受賞 

１０．輪投げ（各¥3,300）  

８．おにぎりカー（各¥1,000） 

高さ23㎝～27㎝

７．メリーゴーランド（¥2,200） 

１９．三輪車（¥6,000） 

１８．おもちゃ箱（¥3,000) 

24㎝×33×21 

９．新幹線（¥2,200） 

8㎝×25×12 

φ4.5㎝×5 

２２．輪ゴムホルダー（各¥300） 

49㎝×36×20 

金太郎（¥2,200） 

22cm×16×6 

くるま 

１３．魚つりセット （¥1,500）  

それぞれ７種類のお魚や虫が
入っていますが、内容は異なり

ますのでご了承下さい。 

１．シーソー輪投げ 
         （¥4,000） 

１５．乗って遊べるおもちゃ箱（¥4,000） 

26㎝×33×30 (座面高21㎝) 12cm×10×6 

いぬ 

くま 

16cm×9×6 14cm×8×6 

１２．アリ（¥3,300) 

２５．ロープリング（¥400) 
２６．サイコロブロック（¥900) 

7.5㎝×5×1.6 5.5㎝×3.5×1.6 

２４．カラカラ（￥350） 

２０．マグネット付温度計（各¥300） 

２８．くまモンのフリふりマグネット 

 

C  2010熊本県くまモン#11423 

4㎝×5.5 

２３．昆虫クリップ（各¥200） 

五月人形（¥1,600） 

２９．カード立て（各¥200）    

5㎝×10×3.5 

３２．ペン立て（¥250）    

３０．ペーパーホルダー （各¥1,200） 

かえる 

は な 

ハート（黄） 

ハート（ピンク） 

親子で挑戦！ 
穴にヒモを通したり 
はずしたりしてみて☆ 

１４．虫とりセット 
       （¥1,500）  

（小￥500 大￥800） 

２７．くまモンのバインダー  
         はさむモン（￥1,000） 

Ａ Ｂ Ｃ 
19㎝×10×3.2 

14㎝×2.5×2 

１６．つみ木 （54Ｐ￥3,300） 

27㎝×13×23 

12㎝×6×18 

均太郎（¥800） 

上
手
に
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13㎝×13×22 

ぞう いぬ 

１１．クワガタ（¥2,700) 

25㎝×11×12 

24㎝×14×12.5 

15㎝×5×15.5 15㎝×5×6.5 

8㎝×4.5×8 

14㎝×10×8 

18㎝×7×0.7 

12.5㎝×4×19 

3㎝×3×13 

20㎝×27 

C  2010熊本県くまモン#11164 φ14.5㎝×高さ38 

３１．ペーパーホルダー （各¥1,000） 

15cm×17×23 

３．動物コロコロ（各¥3５0） 

10(14)㎝×6×5(14) 

いろどり 

１７．つみ木（白ネット入） 

(30Ｐ：¥1,200）  


