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個人情報の扱い 2022-チラシNO.919

※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 

迎

四季を感じる
万年カレンダー

「スクールプランニングノート」は、今年で発売11年目。
開発当初から先生方のご要望を元に改良を重ねています。
タブレット派やスマホアプリ派も増えるなか、記録の再現性や
閲覧性、お揃いのノートを持つことで先生同士の親交が
深まるなど、紙の手帳にも多くのメリットがあると考えます。

学事出版株式会社 出版部 教育書編集担当 戸田幸子さん

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

12
月号

たくさん寄せられる

アンケートはがきの声を
もとに、

毎年改良を重ねています

全国の学校生協が今シーズン全国の学校生協が今シーズン
選んだおすすめ品です選んだおすすめ品です

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.919学校・職域生協

他のスクールプランニングノートや組み合わせで使える別冊ノートなどを紹介しています！

Bタイプ 中学・高校 教師向けAタイプ 小学校 教師向け

子どもの活躍や気になったことなど、
毎日の出来事を簡単にメモ。

本体1,890円（税込2,079円）
301�スクールプランニングノート�A�（小学校教師向け）
申込
番号

本体2,070円（税込2,277円）
★色：オーキッド

〈 301・302共通〉★内容：本体（208頁）、オリジナルカバー、別冊・記録ノート（48頁）
★サイズ：B5判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

302�スクールプランニングノート�A�限定色
申込
番号

● 年間計画表　 ● 月間計画表　
● 月間カレンダー ● 週間計画表
● フリーメモ ● アドレス帳　
＋別冊・記録ノート

［ 資料 ］
時候のあいさつ
入学・卒業年早見表　ほか

Contents

● 年間計画表　 ● 月間計画表　
● 月間カレンダー ● 週間計画表
● フリーメモ ● アドレス帳　
＋別冊・記録ノート

［ 資料 ］
時候のあいさつ
入学・卒業年早見表　ほか

Contents

月間
計画表

A,B,P,M,Jタイプ共通
※Uタイプには入りません

※内容はBタイプと同じです。※内容はAタイプと同じです。

本体1,890円（税込2,079円）
303�スクールプランニングノート�B（中学・高校教師向け）
申込
番号

本体2,070円（税込2,277円）
★色：コーラル

〈 303・304共通〉★内容：本体（208頁）、オリジナルカバー、別冊・記録ノート（48頁）
★サイズ：B5判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

304�スクールプランニングノート�B�限定色
申込
番号

時間割をベースに、休み時間や
放課後の予定もプランニング。

時間割をベースに、休み時間や
放課後の予定もプランニング。

生徒の様子や連絡事項など、
毎日の出来事を簡単にメモ。

B5
サイズ

208
ページ

2023年4月
〜2024年3月

B5
サイズ

208
ページ

2023年4月
〜2024年3月

3つの特長
スクールプランニングノート

開きやすく
じょうぶな製本！

特長 1 改良ポイント

声に応えて、

※従来の商品からの改良点です。
（A・B・M・Uタイプ）

表紙周りの
耐久性を強化！ 

貼って便利な
ペタペタボード！

特長 2

別冊ノートで
カスタマイズ！

特長 3

2023年度版

授業計画・日々の記録をこれ１冊で ！授業も学級経営もこれ１冊で ！

P.2へ

今号だけの限定色カバー
今号だけの限定色カバー

©Gakuji shuppan Co.,Ltd. 2022

（30代・中学校生徒指導主任）

（20代・小学校学級担任）

「別冊ノート」で
なんでも記録ができる ！

複数の仕事の進行管理ができる ！

毎日のちょっと
した気づきを
メモできる ！

学校での

１週間の予定を

スッキリ管理 ！先生のためのスケジュール管理&記録ノート

スクールプランニングノートA・B・M・Uタイプ
特典として「別冊・記録ノート」をさらにもう1冊プレゼント！
スクールプランニングノートA・B
限定色の販売は今号だけ！

★

★

初回
限定販売

301 303
302 304

301

302

303

304
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3
色組

本体900円（税込990円）
★サイズ：17×13.7×厚0.1�★材質：PET、
ポリウレタン★生産国：中国
※車のフロントガラス、開閉できる窓、曲面や
凸凹のある場所、布地には貼り付けできません。

314�エンブレムステッカー
　ラージ�スヌーピー�
　ポーズ
申込
番号

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

316 �収納ボックスバッグ�3色組
申込
番号

本体1,180円（税込1,298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

315�レインボー
　ドキュメントスタンド�タテ
申込
番号

書類や小物の整理に！メタリックな質感がおしゃれでかわいい グラデーションが美しいレインボーカラー

ブルー

レッドブラウン

空きスペースを有効活用

そのまま運べる持ち手付き

便利な
サイドポケット付き

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 最大
25cm

縮めるとコンパ
クトに、

伸ばすと自立

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。

本体953円（税込1,048円）
★内容：48頁×3冊★サイズ：B5変型判★材質：本体
＝紙、表紙＝PPコート★生産国：日本

309 �スクールプランニング�別冊�
　記録ノート×3冊
申込
番号

会議や研修の記録はおまかせ

本体450円（税込495円）
★内容：48頁★サイズ：B5変型判★材質：本体＝紙、
表紙＝PPコート★生産国：日本

310 �スクールプランニング�別冊�
　名簿ノート
申込
番号

出欠席や成績・提出物の管理に

本体953円（税込1,048円）
★内容：48頁×3冊★サイズ：B5変型判★材質：本体
＝紙、表紙＝PPコート★生産国：日本

311 �スクールプランニング�別冊�
　授業計画ノート×3冊
申込
番号

授業略案・授業計画を手軽に

本体953円（税込1,048円）
★内容：72頁×2冊★サイズ：B5変型判★材質：本体
＝紙、表紙＝PPコート★生産国：日本

312 �スクールプランニング�別冊�
　児童生徒個別記録ノート×2冊
申込
番号

個人票と面談の記録を一元化

本体953円（税込1,048円）
★内容：64頁×3冊★サイズ：A5変型判★材質：本体
＝紙、表紙＝PPコート★生産国：日本

313 �スクールプランニング�別冊�
　記録ノート�A5判×3冊
申込
番号

研修・面談や会議などの記録に

本体2,340円（税込2,574円）
★内容：本体（208頁）、オリジナルカバー、別冊・記録ノート（48頁）
★サイズ：B5判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

305�スクールプランニングノート�M�
　（教頭・副校長・教務主任向け）
申込
番号

提出物の〆切や教職員・
生徒の動向などを記入できます。

● 年間計画表　● 月間計画表　● 週間計画表　
● フリーメモ　● アドレス帳　
＋別冊・記録ノート

［ 資料 ］
時候のあいさつ／一年の実務カレンダー
入学・卒業年早見表／産休育休早見表　ほか

Contents

本体1,980円（税込2,178円
★内容：本体（208頁）、オリジナルカバー、A5判 別冊・記録ノート（64頁）
★サイズ：A5判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

307�スクールプランニングノート�J�
　（学校事務職員向け）
申込
番号

● 年間計画表 ● 月間計画表 ● 月間カレンダー
● 週間計画表 ● フリーメモ ● アドレス帳　
＋別冊・記録ノート

［ 資料 ］時候のあいさつ／一年の実務カレンダー
国内郵便料金表／産休・育休早見表　ほか

Contents

本体2,520円（税込2,772円）
★内容：本体（112頁）、オリジナルカバー、別冊・記録ノート（48頁）
★サイズ：A4判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

306�スクールプランニングノート�U�
　（ユニバーサル）
申込
番号

● 年間計画表  ● 月間カレンダー  ● 週間計画表   
● フリーメモ  ● アドレス帳　
＋別冊・記録ノート

［ 資料 ］時候のあいさつ／入学・卒業年早見表
特別支援教育関連資料　ほか

Contents

本体2,700円（税込2,970円）
★内容：本体（192頁）、オリジナルカバー、A5判 別冊・記録ノート（64頁）
★サイズ：A5判★材質：本体＝紙、カバー＝塩化ビニール★生産国：日本

308�スクールプランニングノート�P�
　（校長向け）
申込
番号

毎日の気づきや
ToDoリスト

下半分のメモエリアも
自由に項目を設定できます。

電話メモや実務の記録
などを記入できます。

毎日の予定とToDoリスト

（40代・中学校教頭）

A5
サイズ

A5
サイズ

192
ページ

A4
サイズ

112
ページ208

ページ

B5
サイズ

208
ページ

手帳にも
パソコン
にも

タブレット
にも

2023年4月〜2024年3月2023年3月〜2024年3月

2023年4月〜2024年3月 2023年4月〜2024年3月

上半分は自由度の高い
時間割（8限まで対応）。

3
冊組

3
冊組

2
冊組

3
冊組

学校運営もスケジュール管理もこれ1冊で！

本体ノートと組み合わせて自分流にカスタマイズ！ 別冊ノート

自由度の高いA4サイズ!

経営計画もスケジュール管理もこれ一冊で!業務の記録もスケジュール管理もこれ1冊で!

©Gakuji shuppan Co.,Ltd. 2022

● 年間計画表 ● 月間計画表 
● 週間計画表 ● フリーメモ　
＋別冊・記録ノート

［資料］時候のあいさつ
年齢早見表
国内郵便料金表　ほか

Contents

2023年度版から別冊ノート付き
※特典のもう１冊は付きません

（40代・小学校学級担任）

3月
はじまり

（40代・小学校事務職員） （50代・小学校校長）

来客や出張等、
毎日の予定

Mタイプ 教頭・副校長・教務主任向け

Jタイプ 学校事務職員向け

Uタイプ ユニバーサル

Pタイプ 校長向け

2023年度版

305 306

307 308

309 310 311 312 313

314 316

315
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本体1,780円（税込1,958円）
★色：ブラウン★サイズ：約82×46�（厚み6�）★材質：本体・中
材＝ポリエステル100％★生産国：中国
※いすに取り付けてご使用ください。

317 �ボリューミーなぬくぬくいすクッション
申込
番号

背もた れ のある背もた れ のある
い すにひもで 固い すにひもで 固
定可能定可能

肌ざわりのよいボア

ひざまわりをあったかサポートひざまわりをあったかサポート

毛布やふとんを掛けて電源を入れると
ほんのり温まるコルチェヒーター

本体9,900円（税込10,890円）
★サイズ：幅27×奥27×高22�★重量：2.4�★AC100V 100W
★材質：本体＝天然木★生産国：日本（ヒーターはマレーシア製）

319 �一人用こたつ
申込
番号

サーモスタット式
温度制御

中間スイッチ式
電源コード（約3m）付き

リビングで床暖房として

デスク下でヒーターとして

内側のつま先とかかと、
足首部分に繊維自身が

吸湿発熱※する保温素材
東洋紡の【エクス®】糸使用

本体3,980円（税込4,378円）
★サイズ：30×30×高30�★重量：0.7�★材質：外生地＝ポリエステル、内生地＝ポ
リエステル・ポリウレタン、詰物＝ポリスチレン★生産国：中国※カバーは洗濯機可（ネッ
ト使用）

332�アニマルビーズスツール�ミニ�うさぎ
申込
番号

マイクロビーズ
使用でヘタりにくい

リラックスタイムのクッションやリラックスタイムのクッションや
オットマンとしてオットマンとして

番号 カラー 申込番号

320 ブラウン

321 アイボリー

〈 320・321共通〉
★サイズ：約幅100×長さ200�★重量：約350g★材質：レース
＝ポリエステル100％★生産国：日本
※ポールは付いておりません。

�PEANUTS�SNOOPY�
アコーディオンカーテン
本体3,500円（税込3,850円）

スマートにお部屋を仕切って暖房効率アップ！スマートにお部屋を仕切って暖房効率アップ！

アイボリーアイボリー321

あったか
持ち運びもカンタン

“自分専用こたつ”

二重編み構造で魔法瓶のような保温力二重編み構造で魔法瓶のような保温力

番号 カラー 申込番号

322 ダークグレー

323 エンジ

324 ピンク

〈 322・323・324共通〉
★適応サイズ：22.5～25.0�★材質：表側＝アクリル・綿・
ナイロン・レーヨン・その他、裏側＝アクリル・ナイロン・毛・
合成繊維（エクス®）・その他★生産国：日本★手洗い
※使用感には個人差があります。
※色の出方は商品によって異なります。

備長炭ホームソックス
本体1,480円（税込1,628円）

ピンク324

エンジ323

襟付きで首から
お尻まで隠れるロング丈

ダーク
グレー

322

つま先とかかとの
底面部分に滑り止め付き

※吸湿発熱機能は【エクス®】糸を
　使用している部分のみになります。

極厚で
スリッパいら

ず！

番号 サイズ 申込番号

326 M～L

327 LL

〈 326・327共通〉
★色：グレー★適応サイズ：M～L＝ひざ周り25
～50cm、LL＝ひざ周り30～60cm★材質：絹、綿、
その他★生産国：日本※洗濯機可（ネット使用）

遠赤シルク�ひざサポーター�2枚組
本体1,680円（税込1,848円）

締め付けすぎず
よく伸びる

のび〜る

アンモニア
消臭加工

防寒しつつ冷えやすい背面をカバー

毛足の長いふわふわ素材が温かな空気
層をつくって閉じ込めます

冷える首から背中を包み込み暖める冷える首から背中を包み込み暖める

ふんわり素材でお尻にやさしいふんわり素材でお尻にやさしい

上下の足口は
ズレにくいリブ編み

備長炭を練り込んだ
繊維を使用

内側はシルク素材で肌あたり
がよい（ 325・326・327共通）
※上下の足口リブ編部除く

足元が冷えるときに足元が冷えるときに

本体1,480円（税込1,628円）
★色：グレー★適応サイズ：ふくらはぎ周り＝25～
45�、足首周り＝20～35�★材質：絹、綿、その他★
生産国：日本※洗濯機可（ネット使用）

325 �遠赤シルク
　ふくらはぎサポーター�2枚組
申込
番号

番号 カラー 申込番号

328 パンプキン

329 マロン

330 フォレスト

331 ローズ

〈 328・329・330・331共通〉
★サイズ：幅9.5×全長40�★材質：表面／毛＝ア
クリル100％、地糸＝ポリエステル100％、裏面／
基布＝ポリエステル100％、吸着＝アクリル樹脂（カ
テキン入り）★生産国：日本※洗濯機可（ネット使用）
※空間を消臭するものではありません。

�ハイソフトベンザシート
本体1,380円（税込1,518円）

ローズローズ331

パンプキン328 マロン329

便座に置くだけ
ぴたっと吸着

厚さ厚さ

1.51.5
cmcm

本体1,780円（税込1,958円）
★着丈：約70�★適応サイズ：バスト＝72～94�、身
長＝146～170�★重量：約185g★材質：ポリエス
テル100％★生産国：中国※洗濯機可（ネット使用）

333 �極暖�
　らくらくあったかベスト
申込
番号

【温かさのヒミツ】

袖がないので作業しやすい

信州地方に伝わる
防寒着「ねこ半纏」の
形を参考にしました

本体4,980円（税込5,478円）
★色：オレンジ★サイズ：100×205�★材質：表側・裏側・パイピング部＝ポリエステル、
中わた＝ポリエステル（アルミシート入り）★生産国：中国※洗濯機可（ネット使用）

318 �more�hot�暖暖あったか�ロング節電マット
申込
番号

暖房いらずのあたたかさ

冷え・
節電対策に四隅にズレ防止バンド付き

「特殊ニードル加工」により、蓄熱保温
性とムレにくさを実現。

足元まで
ポッカぽか！

裏側

アルミシート
体温を反射

ふんわりフリース
表側

体温を蓄熱保温
中わた

6層構造
あたたかさのヒミツは

底冷え防止
中わた

朝まで
ぐっすり！

上下の足口はズレにくいリブ編み

ふっかふか事務いすも
座り心地

カットラインをハサミで
切ってサイズ調整可

ブラウンブラウン320

さりげなく大人っぽいさりげなく大人っぽい
スヌーピー柄！スヌーピー柄！

フォレスト330

つま

んで片手で

ラクに
履ける形状

締めつけない
パイル編み

クッション性も◎

吸湿※ 発熱※ 放湿備長炭繊維
外側全体に

使用

布団の中で湯たんぽとして

317

318

319

320

321

322

323

324

326

327
325

328

329

330

331

332

333
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（約75〜80cm）

室外機の幅に合わせて
伸縮可能（約75～80cm）　

バックルタイプで着脱が
ラクなバンド付き

真冬の雪から室外機をガード

さあ本格的に冬じたく！

約40cm

約75
cm

LeafLeaf340

水洗い可能

泥などで汚れても泥などで汚れても
サッと水洗い可能サッと水洗い可能

ドアに
引っ掛かりにくい
厚さ5mm！

パウダーブルーパウダーブルー342

電気不要で騒音もナシ

ふたを外すと
さらに加湿できます

空いた時間に空いた時間に
チャレンジ！チャレンジ！
年末年始年末年始

簡単

大切な想い出のビデオが
再生機器の故障で見られなくなる前に

デジタル保存

DVD CD

DVD CD

接続

接続

接続

接続

お手持ちの再生機器に接続し、本機のボタンを押すだけ！

ビデオ

SDカード

C D

USBメモリSDカード

ビデオ

ポチッポチッ

SDカードUSBメモリ

USBメモリ
テレビチューナー内蔵機器と接続すれば

テレビ番組の録画も！
CD

ビデオ SDカードUSBメモリ

記録媒体を選び、再生機器に接続 本機のボタンを押す
STEPSTEP22STEPSTEP11

DVD

テープ1枚あたりの吸水量：約120㎖（メーカー調べ）

裏面も裏面も
かわいい花柄かわいい花柄

結露の多い所は 2～ 3段に結露の多い所は 2～ 3段に
重ねてしっかり吸水重ねてしっかり吸水

180
cm

カットOK！

3層構造で

はがし跡が残りに
くい

幅広6.3㎝

環境にやさしい
ノンガスタイプ

霜や氷を溶かして撥水コート

収納袋付き

コンパクトにたたんで
保管できます

本体両端の吸盤をフロントガラス
内側に貼り付けるだけ！

カンタン凍結防止！

屋内に持ち込みたくない泥汚れが多い季節に

エッフェル341
約75㎝

約
45
㎝

ブラック343 ピンク344

3
枚入

敷くだけで車内の濡れや汚れを防ぎます 

RV専用 約約
165165
㎝㎝

約120㎝約120㎝

レジャー・アウトドア・
園芸用品などを積む時に

撥水加工撥水加工

ヘッドレストに吊るす
だけの簡単取り付け

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

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

デジタル化！

超簡単に
ビデオテープを
ビデオテープを

HDMIケーブル（別売）で
テレビに接続すれば家族
みんなで楽しめます。

VHSデッキ、8mmカメ
ラ、DVDプレーヤーなど
に対応。

AVコード付属AVコード付属

テレビ接続で大画面で観ることも可能
（別売りのHDMIケーブルが必要です）

デジタル写真の保存に

ビデオテープからDVDへの保存に

音楽CDのダビング

窓に貼るだけ！取り付け簡単保温シート

水が冷たい季節もサッとひと拭き！

結露を吸収してカビの発生を防止水を入れておくだけ！
電気を使わずエコ加湿

インテリアになじむデザイン

見やすい
4.3インチ液晶搭載
液晶画面で再生確認も可能！

一部組立

かさばる

＼ビデオテープ／
大切な

＼ 家族の記録 ／

対策結露雪乾燥・ ・結露雪乾燥

夏は直射日光対策夏は直射日光対策
として1年中使えますとして1年中使えます

どんどん＼ 増える 写真 ／

本体1,480円（税込1,628円）
★内容：本体、吸盤2個、収納袋★サイズ：約80×233�★重量：
本体＝約95g★材質：本体＝ポリエステル、吸盤＝塩化ビニル
樹脂★生産国：中国

334�フロントガラスカバー
申込
番号

本体798円（税込877円）
★内容量：450�★成分：アルコール類、シリコーン★生産国：日本
※特殊加工処理のミラーには使用しないでください。

335 �解氷ガラコ
申込
番号

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。

336 �サッと使える��
車内の汚れ防止シート

申込
番号

本体2,780円（税込3,058円）
★サイズ：約75～80×34×高さ10�★適応室外機サイズ：78×30�まで★耐荷重：約12�
★材質：本体・バックル＝ポリプロピレン、バンド＝ポリエステル★生産国：マレーシア

339 �伸縮式��
エアコン室外機カバー

申込
番号

番号 規格 申込番号 価格

337 2枚組 本体1,980円（税込2,178円）
338 1枚 本体1,080円（税込1,188円）

〈 337・338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

〈 340・341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。

番号 カラー 申込番号

340 Leaf

341 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）

本体980円（税込1,078円）
★サイズ：約幅6.3�×1.8m巻★材質：レーヨン不織布★生産国：日本

345 �結露テープ�防カビタイプ��
ブルームガーデン

申込
番号

本体1,380円（税込1,518円）
★付属品：専用両面テープ★サイズ：60×90�（1枚）★材質：ポリエチレン100％
★生産国：日本　※凸凹ガラスや網入りガラスには使用できません。

346�ウォームシェード�3枚入
申込
番号

本体29,800円（税込32,780円）
★内容：本体、AVコード、AC電源アダプター、説明書★サイズ：縦15.6×横15.6×高さ4�★材質：
本体＝ABS樹脂★生産国：中国
※本製品で録画した映像データおよび録音データを私的目的以外で複製・配布・配信することは著
作権規定で禁止されています。
※コピーガード・コピープロテクトがかかったDVDのコピーは法律上禁じられています。
※市販DVDの再生・ダイレクトコピーはできません。

347 �簡単ダビング機�録右エ門
申込
番号

番号 カラー 申込番号

342 パウダーブルー

343 ブラック

344 ピンク

〈 342・343・344共通〉
★内容：本体1個、フィルター1セット（7枚）★サイズ：約10×10×11.8�★材質：本体＝ABS
樹脂、フィルター＝レーヨン不織布★生産国：日本（フィルターは韓国製）

�うるおいキューブ
本体1,280円（税込1,408円）

お得な
2枚組！

334

335
336

337

338 339 340

341

346
345

342

343

344

347
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タイル目地やシャワーカーテン、
ゴムパッキンに

ピンクのジェルで
塗ったところが
一目瞭然！

使用後

使用前

コンパクト収納

角度調節・ロック機能付き 

角度2段階

安全ロック たたむ際に指を挟まないよ
うに手前で止まる仕様です

刃が収納される
ことで安全に保
管できます

洗浄中 洗浄中 

お風呂のドア用お風呂のドア用354浴室乾燥機用浴室乾燥機用353

換気扇用 換気扇用 15�15�352換気扇用 30�換気扇用 30�351

2
個組

2
個組

換気扇
用

浴室
乾燥機
用

お風呂
のドア
用

シール加工で貼るのもはがすのも簡単

サイズに合わせて自由にカット

2
個組

こんなに伸びて

手にフィット！

極薄で手にぴったりフィット！

粉なし

極薄
タイプ

左右
兼用

50
枚入

SS356

場所を取らない

コンパクトサイズ

MM357

LL358

バーナーリングのコゲつき・汚れ防止に！ 

こんな汚れにこんな汚れに

なる前に なる前に 

新聞・雑誌の分別や収集用に

幅は太目の2mm

紙製だから力を入れやすい

ウイルス除去、
除菌効果（99.9％）

ベタベタ汚れを
浮かせて取る 2度拭き要らず

2
個組

便器の底や奥までキレイ

2時間以上置いて
水を流すだけ

グリーン
フローラルの香り

16
錠入

詳しくはこちら
をチェック！

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！

詳しくはこちら
をチェック！

塗ったところを流すだけのカビ対策！

22 Stepでパイプをらくらくカット！

ハンドルをまわして挟む

Step11

クルクル回す

Step22

スパッ！

薬品を使わずごっそりお掃除

粗大ゴミの解体はおまかせの
万能ノコギリ

おそうじ回数激減！
静電気除去でホコリ知らず

業務用洗剤を家庭用に改良！

サッと取り出せる
BOXタイプ！

大掃除グッズ特集
、、そそそろろ ろろ買い時？い時？

おすすめ

波形状の刃が波形状の刃が
決め手決め手

刃渡り
約18.3cm

天板がフラットなガスコンロ用

サッとなでるだけで静電気を約92％除去

プラスチック ダンボール

ステンレス カーペット
いろんな素材を解体できます 

アルミ 真鍮 など鉄 ステンレス 銅

直径約6〜42mm切断可能サイズ多種多様なパイプに対応 

360°
スピン

フィルターでホコリをキャッチ
パッと貼るだけで掃除いらず！

スリーブは
約45cm（長）・
約30cm（短）に
取り替え可能。

ハンドル部はグリップの利
くゴム素材と握りやすい
カーブ形状。

電化製品やOA機器などに
使ってみたところ、驚くほど埃
が付きにくくなってお掃除の
回数が各段に減りました！

スタ
ッフが使

ってみました！

ずっと気になっていた排
水溝の中の汚れがあっ
という間にとれました！

スタ
ッフが使ってみました！

らくらく簡単ステップ
①回して
②引き抜いて
③捨てる

使用できる排水パイプ
Sトラップ・Pトラップ
袋トラップ・Lトラップ

天板掃除も
付けたまま！

ウルトラファインバブルが油汚
れをとらえ、セスキ炭酸ソーダ
の洗浄効果を高めます。

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

362�トイレにポン！�15g×16錠入
申込
番号

本体1,780円（税込1,958円）
★色：ブルー★サイズ：約19×19×28�★重量：約
60g★材質：毛＝ポリプロピレン・導電繊維、グリップ
＝ABS樹脂★生産国：ベトナム

348 �除電払い�ミニ
申込
番号

本体1,780円（税込1,958円）
★サイズ：刃渡り＝18.3�、全体＝全長41.5×奥行7×厚さ3�（折りたたみ時＝全長25�）★重量：
230g★材質：本体＝ABS・TPR・鉄・ばね鋼、刃部＝炭素工具鋼★生産国：台湾

350 �粗大ゴミが切れる�ノコギリ王
申込
番号

本体1,980円（税込2,178円）
★内容：本体、替刃×1★サイズ：全長約15�★材質：本体＝アルミニウム合金、刃＝高炭素クロム軸受鋼、
ハンドル＝ABS樹脂★生産国：中国
※パイプの切断以外には使用できません。

349 �廃棄物パイプカッター
申込
番号

本体1,330円（税込1,463円）
★付属品：スリーブ2本★サイズ：使用時＝最大約幅6.5×直径1.7×長さ59�、スリーブ
＝最長45�・最短30�★重量：約34g★使用できる排水パイプ：Sトラップ（洗面台）、P
トラップ（洗面台）、袋トラップ（洗面台）、Lトラップ（洗面台・浴槽）★材質：ハンドル＝
ABS樹脂、スリーブ＝ナイロン★生産国：中国

355 �排水溝クリーナー
申込
番号

本体680円（税込748円）
★サイズ：約30×20�★材質：ポリエステル、レーヨン★成分
＝ウルトラファインバブル水・エタノール・セスキ炭酸ソーダ・
除菌剤（塩化ベンザルコニウム0.05％）・香料★生産国：中国
※食品・食器・調理器具には直接使用しないでください。
※畳・家電製品・窓・鏡、水が浸み込む白木・家具・壁材等・漆・桐
製品・銅・真鍮製品・貴金属製品・革製品・石床には使えません。

360 �BARIAN�油汚れ除去�
清掃ウエットシート�20枚入り�3個組

申込
番号

申込
番号 本体980円（税込1,078円）
★正味量：100g★使用量目安：1mあたり7～10g（幅0.3�の場合）
★液性：アルカリ性★成分：次亜塩素酸塩、水酸化カリウム（1％）、ゲ
ル化剤★生産国：日本

364 �ピンクのふんばるカビとり110番�100g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。

363�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580円（税込638円）
★サイズ：2�×長さ100m（1個）★材質：紙★生産国：中国

361 �紙ひも�100m×2個組
申込
番号

番号 サイズ（手のひら周り/中指の長さ） 申込番号

356 S（約16.5�/約7.3�）

357 M（約18.5�/約7.5�）

358 L（約20.5�/約7.5�）

〈 356・357・358共通〉
★色：ピンク★サイズ：全長＝約
23.5�★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。

�粉なしニトリルゴム手袋�50枚入
本体698円（税込767円）

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。

359 �バーナーリングカバー��
5枚入り�2個組

申込
番号

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。

353 �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（6枚入り×2）★サイズ：約15×15�

〈 351・352共通〉
★材質：抗菌抗カビ加工不織布★生産国：日本
※キッチンの換気扇・レンジフード・浴室乾燥機には使用しな
いでください。

352 �パッと貼るだけ�ホコリとりフィルター��
換気扇用�15��2個組

申込
番号

本体1,090円（税込1,199円）
★内容：2個組（5枚入り×2）★サイズ：約30×30�

351 �パッと貼るだけ�ホコリとりフィルター��
換気扇用�30��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：抗菌抗カビ加工不織布★生産国：日本
※浴室側に取り付けないでください。

354 �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

348

349
350

352

351

353 354

355

356

357

358

359
360

361

362

363

364
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使って納得！便利雑貨

●ローズ×ベルガモッ
ト

●ユーカリ×ローズマ
リー

●ジャスミン×グレープ
フルーツ

●ネロリ×サンダルウッ
ド

●ペパーミント×シダー
ウッド

●ブルガリアンローズ
×レモングラス

●カモミール×ラベンダ
ー

香りセット内容（7種類・各
4錠）

マイクロファイバーが
髪の毛の水分を
スピード吸収！

ふわふわの
肌触り

裏面すべりにくい加工

生地拡大

華やかで可愛い花柄マット華やかで可愛い花柄マット

生地拡大

約60cm

約
40cm

★サイズ：約40×60cm★材質：アクリル
100％★生産国：日本※乾燥機は使用で
きません。ドラム式洗濯機では洗えない
場合があります。

★内容量：40g×28錠★成分：炭酸水素Na、硫酸Na、コハク酸、炭酸Na、PEG-150、ラウロイルグルタミン酸Na、香料、ケイ酸Ca、グリシン、
オウゴン根エキス、アロエベラ葉汁、マルトデキストリン（+/-）赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄5、黄202（1）★生産国：日本

抗菌・防臭 吸水

従
来
品

本
品

吸水性に優れた
アクリル糸使用

東洋紡の吸水糸アクア®と
抗菌糸クリーンフレッシュ®を使用

裏面すべりにくい加工

ドライヤーの時短に！

7種の香りをその日の気分でチョイス!

本体458円
（税込503円）

★サイズ：約19×22cm★適応サイズ：頭囲：約42～60cm★材質：ポリエステル、ナイロン★生産国：中国※乾燥機は使用できません。

吸水速乾ヘアターバン
幅広タイプ ストライプ
ブルーグレー

○367

しっかり吸水！

洗濯機

幅広タイプで
長い髪も
すっぽり！

髪の毛の水分を取りながら洗顔やお化粧もできる

生地拡大

★セット内容：汚物袋・処理袋・凝固剤各10個★サイズ：汚物袋＝約65×
50cm、処理袋＝約18×45cm★材質：汚物袋・処理袋＝ポリエチレン

凝固剤だけはこちら！

水がなくても使えるトイレ！水がなくても使えるトイレ！

バケツでの
使用も
OK!

不
燃
ゴ
ミ
へ

　
　
　
ポ
イ
ッ
！

消臭効果でニオイもとじ込める！

しっかり固まる凝固剤付き

かぶせる
だけ！

〈 　 ・　 共通〉★成分：凝固剤＝高分子ポリマー、消臭剤、ウッドパウダー★生産国：日本※体調や服用した薬の影響に
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。
369○ 370○

緊急簡易トイレ 
凝固剤 30回分

○370
緊急簡易トイレ 10回分○369

本体1,580円（税込1,738円） 本体1,880円
（税込2,068円）

バーに掛けやすい
スリム幅のタオル
バーに掛けやすい
スリム幅のタオル

認定番号
第2021-1117号

★サイズ：約18×70cm（1枚）★材質：綿100％★生産国：日本

今治タオルブランド トイレタオル 
3柄組

○368

洗濯機

本体1,580円
（税込1,738円）

折
ら
ず
に
ス
ッ
キ
リ
！

北欧調の
かわいい
どうぶつ柄

生地拡大

ゾウ

シロクマ

しっかり吸水！
乾きも早い！

ハリネズミ

ワイド＆ロングサイズで
床面を広くカバー！
ワイド＆ロングサイズ

約70cm

約24cm

約
60cm

約
40cm

まるで芝生みたい！いつものトイレを癒し空間に

本体1,980円（税込2,178円）
★サイズ：約70×100cm★材質：ポリエステル100％★生産国：中国※乾燥機は使用できません。

ほっとひと息 芝生トイレマット グリーン○371

2色の糸で
本物に近い
芝生を再現

2色

丸洗い
OK!

洗濯機
ネット使用

ドライ

スプレーして

水で流すだけ!

★内容量：約500㎖★成分：非イオン系界面活性剤、
チオグリコール酸アンモニウム★液性：中性★生産
国：日本※時間が経過したサビは落ちにくい場合が
あります。サビの種類により効力に差があります。

シンクのサビも
こんなにスッキリ!
サビに反応して
変色・分解!

こすり洗いしにくい
刃部分のサビが…

〈
使
用
前
〉

〈
使
用
例
〉

〈使用前〉

〈使用例〉

キ
レ
イ
に
!

キ
レ
イ
に
!

中性タイプ
酸性に比べて
サビを

誘発しにくい

速効サビ取り○372
本体1,980円（税込2,178円）

家中の排水管の汚れ・におい・つまりは排水管 汚れ・におい・つまり

と におまかせ!バイオ 酵素

消臭 洗浄 抗菌

使い続ける
ことで
キレイを
キープ!

キレイが続く使い方
週に3回：約150㎖ずつ、

2週に1回：約450㎖ずつ、
排水口に流します。

お出かけ前・おやすみ前がおすすめです。
約6時間～8時間は水を流さないようにするため、

1カ月目は
2カ月目以降は

家中のどの排水管にも使えます!
バイオが排水管はもちろん
下水管までお掃除してくれます。

バイオと
酵素が
お掃除してくれる!

流してこすらず1週間経過

簡
単流す
だ
け

こ
の
汚
れ
が

モ
ワ
ッ
と
臭
の

原
因
か
も
!?

使用前

使用後

悪臭

つまり ヌメリ

★内容量:約1.8ℓ★成分：水、有効微生物群（バチルス属など）、酵素
★生産国：日本

排水管洗浄剤 バイオ○373

こすらなくても
スプレー
 するだけ

! サビが落ちる！

バーデンタイム ボタニカルバス 28錠○365
本体1,480円（税込1,628円）

洗濯機
ネット使用

ドライ

HANA吸水バスマット 
ベージュ

○366
本体980円
（税込1,078円）

炭酸タイプの
タブレット入浴剤

園芸用品
にも

自転車

本体1,248円（税込1,372円）

洗濯機に

トイレに 洗面所に お風呂に

キッチンに

大容量の
約1.8ℓ

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

367

369 370

368 371

372

373

365

366



無香料

無着色

パラベン無配合

●容量：90g●セット内容：スパチュラ（ヘラ）
●生産国：日本

※1 ※2

※1アセチルヘキサペプチド－8、パルミチン酸レチノール、加水分解卵殻膜（保湿成分）
※2加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、アセチルデカペプチド－3（保湿成分） 
※1アセチルヘキサペプチド－8、パルミチン酸レチノール、加水分解卵殻膜（保湿成分）
※2加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、アセチルデカペプチド－3（保湿成分） 

気になる

※写真はイメージです。※1 角質層まで
※2 シクロヘキサン-1，4-ジカルボン酸
ビスエトキシジグリコール（乳化成分）

無香料

ジェルクリームがピタッと密着!

無香料

無着色

パラベン無配合

※乾燥による小ジワを
　目立たなくする
　（効能評価試験済み）

確かな技術
による品質

年齢肌の悩みに年齢肌の悩みに

化粧水の前にご使用ください。

吸い付く
このとろみ
こそが
本物の証。

北海道一貫生産。
鮮度を保ちながら
肌に取り込むことを
実現

■成分のお問い合わせ先／株式会社ウィルミナ  70120-235-382（9：00～17：00、土日祝除く）

●容量：90g●セット内容：スパチュラ（ヘラ）●生産国：日本●容量：90g●セット内容：スパチュラ（ヘラ）●生産国：日本

保湿
成分（ （

1品5役

無香料

無着色

パラベン
無 配 合

無香料 パラベン無配合

※仕上がりには個人差があります。

5秒で上向き
形状記憶マスカラ
5秒で上向き

形状記憶マスカラ

使用前 使用後

初心者にも
簡単な

コームタイプの
マスカラ

無香料 無着色 パラベン無配合

※1パパイン、プロテアーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ（清浄成分）
※2エンテロコッカスフェカリス
※1パパイン、プロテアーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ（清浄成分）
※2エンテロコッカスフェカリス

※1※1 ※2※2

寝ている間の寝ている間の集中美白！集中美白！

無香料

無着色
パラベン
無 配 合

※美白とはメラニンの生成を抑え、
　シミ・ソバカスを防ぐこと

無香料 無着色

パラベン無配合

まつげを痛めるカーラーは、もう卒業。
初心者にも簡単な

コームタイプのマスカラです。

まつげを痛めるカーラーは、もう卒業。
初心者にも簡単な

コームタイプのマスカラです。

汗・涙に
強い

お湯で
落とせる

ダマに
ならない

医薬部外品

約30日間約30日間

●容量：20g●生産国：日本

●容量:20ml●生産国：日本
●容量:100g●セット内容:スパチュラ（ヘラ）●生産国：日本●容量:100g●セット内容:スパチュラ（ヘラ）●生産国：日本

●生産国：日本 ●容量:500ml●生産国：日本 ●容量:20g●生産国：日本

販売名：薬用SクリームEX

対象年齢

3歳
以上

●サイズ：約11×7×高12cm●材質：本体＝ABS スクリュー：ポリエチレン 車軸
受け＝POM●生産国：中国　 ●サイズ：11.5×6×高7.5cm●材質：ABS●生産国：中国　

対象年齢

1.5歳
以上

トーマスの底面を水面につけて

回転ハンドルをクルクル回すと

煙突から水が出ます。煙突の先を

回すと水の出かたが噴水にかわります。

トーマスの底面を水面につけて

回転ハンドルをクルクル回すと

煙突から水が出ます。煙突の先を

回すと水の出かたが噴水にかわります。

車輪が回るので手で
転がしでも遊べます。
車輪が回るので手で
転がしでも遊べます。

©NHK・NHKエデュケーショナル

おふろがもっと楽しく♪おふろがもっと楽しく♪
ハンドルを回す
と水が出るよ！
ハンドルを回す
と水が出るよ！

水の上や床で走る！
ワンワンが乗った
ボートです。
プルバックで

床の上を走行します。
水に浮かべれば

ゆっくりと前進します。

ムーミンのジェットストリーム3色ボールペン!

黒

赤

青 ©Moomin Characters™
©KAMIO JAPAN INC.

〈共通〉●サイズ：軸径1.2×14.2cm、ボール：0.5mm●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

ムーミン・木の実
柄拡大

リトルミイの庭
柄拡大

★
く
っ
き
り
と
濃
い
描
線

★
優
れ
た
速
乾
性

★
イ
ン
ク
の
直
流
と
逆
流
を
防
止

書
き
や
す
さ
、

使
い
や
す
さ
抜
群
!!

イ
ン
ク
色
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毎 日 を 豊 か に 楽 し く！  暮 ら し に プ ラ ス！

本体1,980円
（税込2,178円）
本体1,980円
（税込2,178円） 本体2,680円

（税込2,948円）

本体3,500円
（税込3,850円）

本体2,500円
（税込2,750円） 本体2,480円

（税込2,728円）

本体1,480円（税込1,628円）
本体1,500円
（税込1,650円）

本体980円（税込1,078円）本体980円（税込1,078円） 本体580円（税込638円）

2,178円2,178円

特価特価 2,948円2,948円
特価特価

本体3,000円
（税込3,300円）

番号 柄 申込番号

384 ムーミン・木の実

385 リトルミイの庭
申込
番号

申込
番号

ワンワンとうーたん
ワンワンのぷかぷかボート

382
きかんしゃトーマス
おふろでクルクル水てっぽう

383

申込
番号

申込
番号

申込
番号

北海道産
プロテオグリカン配合
オールインワンゲルTA

北海道産
プロテオグリカン配合
オールインワンゲルTA

374

イボンヌクリーム TA375

北海道産
プロテオグリカン原液
北海道産
プロテオグリカン原液

376
十勝生まれの
プラセンタ配合
オールインワンゲルTA

十勝生まれの
プラセンタ配合
オールインワンゲルTA

377

申込
番号

申込
番号

379ベルシーオ カールロックマスカラ（ブラック）
申込
番号

380スクワビューティ
3種の酵素配合泡洗顔

申込
番号

381 薬用シミレイサー
ホワイトニングクリーム
薬用シミレイサー
ホワイトニングクリーム
申込
番号

ジェットストリーム
３色ボールペン

モイストQ
濃密コラーゲンゲル
モイストQ
濃密コラーゲンゲル

378

382
383

374

375

376 377 378

379

380

381

384
385
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クリスマス＆お正月は

ゴーストがいる恐怖の城をすすみな
がらゴーストチップをあつめよう！
家族・友人同士での会話が弾み、スリ
ルある冒険が楽しめます。

★ボックスサイズ：25.5×18.2×3.5㎝★3歳～★作：たかいよしかず★
発売’21年11月★生産国：中国 ★定価税込1,870円★8場面★A5変型判★3歳～★作：中村獅童／絵：田中六大★初版’21年12月

★定価税込2,200円★P10★AB変型判★1歳～★作：ニコラ・スレーター★初版’20年11月★生産国：中国

★定価税込1,320円★P60★B5変型判★2歳～★作：ニコ・シュテ
ルンバウム／訳：中村智子★初版’22年9月

立体すごろく
ゴーストハンターズ 恐怖の城

（金の星社）

新版 すごろく・ふくわらい
デラックスボックス

（ポプラ社）

中村獅童のおめんであそぼ　
とびだす！かぶきえほん

（主婦の友社）

コールテンくんのクリスマス
（好学社）

サンタさんの
まほうのスノードーム

（文化出版局）

ゆびでさわって
どこかな？えほん③～⑤（３冊組）

（岩崎書店）

サンタさん おとのえほん
（大日本絵画） アナと雪の女王 ピアノえほん

（ポプラ社）

十二支のかぞえうた（佼成出版社） 百人一首解剖図鑑
（エクスナレッジ）

ピーターラビットの
クリスマス

（文化出版局）

ジングルベル（ＢＬ出版）

くすぐってごらん おうむくん
（サンマーク出版）

★定価税込2,750円★P144★A4変型判★5歳～★文：レイチェル・
ボーデン／訳：長友恵子★初版’20年10月★生産国：中国

★４場面★B4変型判★４歳～★作・絵：ブライアン・リー／訳：横山和
江★初版’08年1月★生産国：タイ

人気演目「義経千本桜」をベースにした物語を、子どもが
登場人物になった気分でお面で変身しながら楽しむしか
け絵本。「くまどりへんしんアイマスク」工作シートつき。

ピーターはわくわくしています。だ
って、もうすぐクリスマス！アドベ
ントカレンダーをめくるように１２
月1日から１日ひとつの心温まる物
語。クリスマスにちなんだ遊びやレ
シピが紹介されます。

音符を押すと、動物たちが演奏する鉄琴やバンジョー、サックスなどの美しい音色
が聞こえます。最後には動物たちが集まってジングルベルの大合奏！ツリーの上の
星も光ります。

こちょこちょくすぐって、ふ
ーってふいてみて！コンコン
たたいて、コケコッコーって
ないてみよう！さぁ、なにが
おこるかな？親子で一緒に楽
しみながら、お子さんの想像
力や好奇心を育みます。 

デパートのぬいぐるみ
売り場のくまくんは、ク
リスマスプレゼントに
なりたくてサンタさん
に会いにいきますが…。
『くまのコールテンく
ん』の主人公コールテン
くんとリサが出会う前
の晩のお話です。

★定価税込1,650円★P32★AB変型判★3歳～★原案：ドン・フリーマ
ン／作：B.G.ヘネシー／絵：ジョディー・ウィーラー★初版’21年10月

サンタさんがけがをしてしまいま
した。まほうのスノードームでプ
レゼントを無事に届けられるか
な？ 表紙は透明ジェルとキラキラ
光る雪のパーツ入りのスノードー
ムのようになっているしかけ絵本。

★定価税込1,430円★P21★B4変型判★3歳～★絵：ネッド・テイラー
／訳：久保純子★初版’21年10月★生産国：中国

となかいさん、きつねさ
ん、ぺんぎんさん、みーつ
けた！と思ったら･･･あら
あらちがった！溝や穴をさ
わって、指でなぞって、赤ち
ゃんの脳を刺激するイギリ
スで人気のしかけ絵本。

★定価税込2,970円★P各12★16.2×14.7㎝★0歳～★文：サム・タプリン／絵：
エッシ・キンピマキ、エミリー・ダブ★初版’19年11月～’21年10月★生産国：中国

クリスマスが近づいてきました。
サンタさんの村はおおいそがし。
音楽隊のクリスマスキャロル、ト
ナカイのベルの音･･･ページにあ
るマークを押すと、10種類の音
が流れる楽しいしかけ絵本。

★定価税込2,200円★P10★AB変型判★3歳～★文：サム・タプリン／絵：
ヴィオレタ・ダビジャ／訳：みたかよこ★初版’21年11月★生産国：中国 ★P35★2歳～★監修：Disney★初版’21年11月★生産国：中国

「1月1日、１時にねずみがもち食べた い
くつ食～べた？」。『かごめかごめ』のメロ
ディーで歌っていくと、十二支の動物と
季節の食べ物、時計の見方が一度に覚え
られる！さいとうしのぶによって描きこ
まれた絵で綴る楽しい絵本。

★定価税込1,430円★P27★AB変型判★2歳～★著：さいとうしのぶ★初版’05年12月

百人一首の上の句・下の句をイラス
トで解説。見るだけで歌にこめられ
た思いが理解でき、当時の時代背景
や政治体制、人々の暮らしぶりなど
もわかります。

★定価税込1,760円★P192★A5判★一般★著：谷知子★初版’20年12月

アナと雪の女王の楽曲5曲を含
む、全20曲の自動演奏付き。楽譜
にはドレミマークと指番号つき
で、はじめてでも簡単！テンポ・ボ
リューム・音色が変えられます。
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いまだかつてない
イギリスの
超豪華立体ゲーム

家族のひとときにぴったり！

なりきりお面がとびだす！
楽しいしかけ絵本

ロングセラー絵本
『くまのコールテンくん』の前日譚

表紙はキラキラ、
スノードームのよう！

指先からの刺激が
脳の発育を促します

さわっても楽しい
音がなるしかけ絵本

歌って覚える
楽しい十二支

100首の和歌を
現代語訳つきで完全図解！

いまだかつてない
イギリスの
超豪華立体ゲーム

家族のひとときにぴったり！

なりきりお面がとびだす！
楽しいしかけ絵本

ロングセラー絵本
『くまのコールテンくん』の前日譚

表紙はキラキラ、
スノードームのよう！

指先からの刺激が
脳の発育を促します

さわっても楽しい
音がなるしかけ絵本

アナ&
エルサと
レッスン♪

歌って覚える
楽しい十二支

100首の和歌を
現代語訳つきで完全図解！

ピーターといっしょに
クリスマスをむかえましょう

大人気の
読者参加型絵本
シリーズ第３弾！

いっしょに歌おう！クリスマス
プレゼントにぴったりな音のなる絵本

本体2,520円（税込2,772円） 本体1,755円（税込1,930円）
本体1,530円（税込1,683円）

本体1,350円（税込1,485円） 本体1,170円（税込1,287円） 本体2,430円（税込2,673円）

本体1,800（税込1,980円） 本体1,800（税込1,980円）
本体2,610円（税込2,871円）

本体2,250円（税込2,475円）

本体1,080円（税込1,188円）
本体1,170円（税込1,287円） 本体1,440円（税込1,584円）

※使用電池：アルカリボタン電池LR1130
　／3個（モニター付属）

日本語と
英語の歌詞を
掲載

●使用電池：LR1130／3個
　（モニター付属）

●使用電池：単4電池2本（モニター付属）
●ピアノサイズ：14.5×22.2㎝

付属物
ルーレット1個／
ゴーストチップ28
枚／人形型コマ４ケ

セット内容
すごろくシート／ふくわらいシート／切り取り式すごろく
コマ、サイコロ、ふくわらいかおパーツ／はごいた2枚、切
り取り式こま／切リ取り式はねつきのはね／かみひこう
き用紙／切り取り式おみくじ／とんとんずもうどひょう／
切り取り式とんとんずもうりきし／おめでたゲームブック

セット内容
③となかいさん
④きつねさん
⑤ぺんぎんさん

本品で楽しめる10種類のあそび
①かみひこうき ②とんとんずもう
③はねつき ④おみくじ
⑤こまく ⑥すごろく
⑦ふくわらい ⑧めいろ
⑨ことばあそび ⑩まちがいさがし

収録曲
ゆきだるまつくろう／うまれてはじ
めて／レット・イット・ゴー～ありのま
まで～／ずっと かわらないもの／き
らきらぼし／エリーゼのために  ほか

○C Disney　

10種類
の楽しい遊びが、

かわいい
だるまの箱に

詰まっています。

▶

ふ
く
わ
ら
い

▶

とんとんずもう

▶

はねつき
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▶▶▶

読み札

取り札

裏

表

★札サイズ：
　8.9×6.8㎝

ひとりでもみんなでも楽しめる、
５種類のボードゲームが入った豪華ボックス！

★6歳～★文：こざきゆう★発売’22年6月

★定価税込2,805円★P各20★B5変型判★0歳～★作：かがくいひろし★初版’08年1月～ '09年1月

ミニオン 
めちゃめちゃあそぼっくす

（ポプラ社）
頭のよくなるゲーム
アルゴ プラス（学研プラス）

カラコロピタン！
レゴ○Rブロックで作るからくり装置

（ポプラ社）

科学と学習PRESENTS
天体望遠鏡ウルトラムーン

（学研プラス）

ことばを育てるえほん
あいうえオノマトペ ぱぴぷぺぽいっと！

（河出書房新社）

へんてこはやくちことば
（小峰書店）

エルマーのぼうけん（全３冊）
（福音館書店）

謎解きホームルーム
①～④（４冊組）

（新星出版社）

学研の図鑑LIVE
プラモデル図鑑 マンモス

（学研プラス）

ミニオンだじゃれかるた
（学研プラス）

だるまさんシリーズ(３冊組）
（ブロンズ新社）

★6歳～★編：学研科学編集部★発売’22年3月

★ケースサイズ：27.5×20×4㎝★3歳～★監修：ユニバーサル★発売’22年4月★生産国：中国

精巧な「全身骨格」と、躍動感ある「外皮パー
ツ」。組み立ててリアルなマンモスを再現し
よう！骨格と外皮は自由に着脱でき、外皮
パーツは温度によって変色する作って学べ
るプラモデル。

子どもが大好きなだじゃれとか
わいいミニオンのイラスト。取り
札には言葉の意味の解説付きで、
だじゃれのリズムで楽しみなが
ら文字や言葉が覚えられます。

「だ・る・ま・さ・ん・が…」ページをめくって、あらら、びっくり、大わらい。赤ちゃんから大人ま
で、ページをめくるたび笑いの渦に引きこまれる、とびきりゆかいな「だるまさん」シリーズ。

算数オリンピック委員会開発の人気ゲーム第２弾。カードが３色
になり、ジョーカーカードもプラス。基本ルールはそのままに、論
理的に思考して推理するおもしろさがさらに存分楽しめます。

★6歳～★ゲームデザイン：若杉栄二★発売’22年9月

1つのアクションが次のアクション
につながり、さらに次のアクション
へ…。レゴブロックで「からくり装
置」を作りながら、アクションの道筋
を自分の頭で考える力がつきます。

★8歳～★著：パット・マーフィー／訳：みずしまぱぎい★発売’18年10月★生産国：韓国

12倍と25倍の2種類の倍率
の接眼レンズ付きの、月のク
レーターまで見える天体望
遠鏡キット。自由研究にも役
立つガイドブック付き。

★6歳～★監修：渡部潤一★発売’20年11月★生産国：中国

ぴかっ、ごくごく、ざーざー、ちょきちょき、ぎゅっ…つい
マネしたくなる響きと楽しい絵がいっぱい！ひらがな学
習の難所のひとつでもある濁音・半濁音・拗音を楽しく感
覚的に習得できる絵本。

★定価税込1,870円★P118★B5変型判★0歳～★著：石上志保／絵：赤池佳江子★初版’22年8月

「あれだめ これだめ やっちゃだ
め　それだめ どれだめ？ぜんぶ
だめ」日常で出会ういろいろなマ
ークにまつわる、楽しいはやくち
ことばをじょうずに言えるか
な？マークの意味も自然と学べ
ます。

★定価税込1,320円★P25★AB変型判★3歳～★作・絵：新井洋行
★初版’22年7月

エルマー少年が捕らえられているり
ゅうの子を助けるために冒険の旅に
出かけます。広がる空想とユーモア
ある語り口が支持され続ける大ロン
グセラー。

★定価税込3,960円★P各128★A5判★5歳～★作：ルース・スタイルス・ガネッ
ト／絵：ルース・クリスマン・ガネット／訳：渡辺茂男★初版’63年7月～’65年9月

ミステリー好きの車六先生のクラ
ス。毎週金曜日のホームルームの
時間にクラスメイトたちは体験し
たミステリーを紹介し、みんなで
その謎を解く。犯人やトリックを
推理し、きみにこの謎が解ける
か！？

★定価税込4,400円★P各192★四六判★8歳～★編：一般社団法人
日本児童文芸家協会★初版’20年12月～’22年4月

ミニ
オンたち

と

いっしょ
にあそぼう！

頭と足が
動かせる！
頭と足が
動かせる！

ことば
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402 403
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409

遊んで論理的思考力アップ！
さらに奥深く、大人もハマる進化系アルゴが登場！

立体的思考を育む
知育トイブック

宇宙への興味を育みます

言語聴覚士がつくった
オノマトペ絵本

人気作家・新井洋行の
新感覚ピクトグラム絵本

世界中で愛されている傑作童話 読解力・推察力アップ！
１話10分完結のミステリー

絶滅したマンモスが
プラモデルでよみがえる！

語彙を増やしながら、
家族みんなで楽しめます！

泣く子も笑うおもしろさ！！

組み立て
簡単！

本体2,385円（税込2,623円）
本体1,800円（税込1,980円）

本体2,070円（税込2,277円） 本体2,250円（税込2,475円）

本体1,530円（税込1,683円） 本体1,080円（税込1,188円）

本体1,800円（税込1,980円）

本体1,440円（税込1,584円）

本体2,295円（税込2,524円） 本体3,240円（税込3,564円） 本体3,600円（税込3,960円）

○C UCS LLC

Minions Franchise○C Universal City Studios LLC. 
All Rights Reserved.

セット内容
●すごろくシート4枚 ●バナナカード20枚
●リバーシシート1枚 ●３ならべシート1枚
●すごろくコマ6個 ●パズルシート10枚
●どこどこゲームシート5枚
●スタート/ゴールカード各1枚
●しかくのコマ16個 ●まるのコマ36個
●サイコロ1個 ●あそびかた説明書

セット内容
●アルゴカード36枚（金・銀・黒 各12枚）
●ジョーカー4枚　●アルゴプラス ルールブック
●別冊アルゴベーシック ルールブック　●ケース

セット内容
●プラモデルランナー（外皮）1枚
●プラモデルランナー（骨格）1枚
●ミニ図鑑　●ジオラマ背景1枚

セット内容
●読み札・取り札：各46枚
●予備札：各2枚
●ひらがなカタカナ５０おんひょう1枚

セット内容
①だるまさんが
②だるまさんの
③だるまさんと

セット内容
●エルマーのぼうけん
●エルマーとりゅう
●エルマーと16ぴきのりゅう

セット内容
●レゴブロック33個　●ボール6個　●糸１本
●紙のパーツ（スロープ11個／サイン２個／じょうご1個
　／はた1個／バケツ1個／土台のパーツ1個）

セット内容
●対物レンズユニット　●中間リング　●接眼リング
●月観察用しぼり　●接眼レンズユニット（12倍）
●接眼レンズユニット（25倍）　●鏡筒（２本）
●鏡筒シール　　●ブリッジテープ

本品に含まれるボードゲーム5種類
●すごろく　　●リバーシ　　●３ならべ
●パズル（同じミニオンが隣合わないように、
ミニオンコマを並べるゲーム）
●どこどこゲーム（いなくなったミニオンがど
のマスにいたのか当てる記憶ゲーム）

紹介する10種類のからくり
①クイントプル ②ドミノ
③シーソー&スロープ
④とびだすはた ⑤カタカタボード
⑥ゆっくりスピン ⑦２だんスロープ
⑧かっしゃ&バケツ ⑨じょうごスロープ
⑩ジグザグスロープ

絶滅動物のミニ図鑑
（ｐ36）付き！

※この商品に付属しているブロックだけで作
れるのは①のみです。②～⑩を作るにはお
手持ちのレゴブロックの追加が必要です。

★サイズ：内径約56mm×長さ325mm（接眼レンズ除く）

※本製品には三脚は付きません。

こころがほっこりします。
声!声!組合員

さんの

楽しく学べる本だから。
声!声!組合員

さんの

短い話なら、忙しい今の子
たちも読めそう。

声!声!組合員
さんの

外皮を取り付けて、

冷蔵庫で冷やすと･
･･

茶色に変色！

★サイズ：
　高さ約10㎝

子どもたちに
読んでほしい・読んであげたい本大分県学校生協の

組合員さんへアンケート
大分県学校生協の

組合員さんへアンケート

新発売
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家族で楽しく！
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第一次世界大戦がはじまった５か月後の12月
24日の夜。敵対するドイツ軍とイギリス軍との
最前線で、クリスマスキャロルの歌声が流
れ・・・。戦場で本当にあった奇跡のような実話
です。

★定価税込1,320円★P31★B4変型判★6歳～★文：アリス・ウォーカ
ー／絵：ステファーノ・ヴィタール／訳：長田弘★初版’08年12月

★定価税込1,815円★P41★B4変型判★8歳～★著：指田和／写真：鈴
木六郎★初版’19年7月

★6歳～★監修：国際環境NGO FoE Jpapan／イラスト：大塚さやか
★発売’22年7月

戦争をやめた人たち
1914年のクリスマス休戦（あすなろ書房）

秋
（講談社）

なぜ戦争はよくないか
（偕成社）

戦争が町にやってくる（ブロンズ新社） マンガ 沖縄・琉球の歴史
（河出書房新社）

ヒロシマ 「消えたかぞく」の
あしあと

（ポプラ社）

すごいゴミのはなし
ゴミ清掃員、10年間やってみた。　

（学研プラス）

10歳からの
図解でわかるＳＤＧｓ

（メイツユニバーサル
コンテンツ）

ちきゅうのための１じかん
（評論社）

地球ときみをつなぐ
ＳＤＧｓのお話

（学研プラス）

最近、地球が暑くて
クマってます。

（文響社）

へいわとせんそう
（ブロンズ新社）

ヒロシマ 消えたかぞく
（ポプラ社）

世界の気候変動かるた
（合同出版）

★定価税込1,320円★P34★AB変型判★5歳～★文：たにかわしゅん
たろう／絵：Noritake★初版’19年3月

★定価税込1,650円★P32★B4変型判★8歳～★文・絵：鈴木まもる★初版’22年5月

戦争が姿を巧みに隠
し、人々の平和な日々
に忍びよる。戦争のこ
わさ、おそろしさを、深
みある文章と力強い絵
で読む人の心に静かに
語りかけます。

「へいわのボク」と「せんそうの
ボク」なにが変わるのだろう？
シンプルな言葉とモノクロの
イラストで綴る、これまでにな
かった平和を考える絵本。

1945年８月６日、広島に
落とされた一発の原子爆
弾が、にぎやかに暮らし
ていた６人家族を消し去
った－。愛情あふれる家
族写真の数々が、平和を
訴えかけます。

動植物への影響、省エネ、政策などさまざま観点か
ら気候変動を考えることができるようにトピック
を工夫。読み札の解説でSDGｓがさらに身近に！

かこさんが終生憎んだ「戦
争」。太平洋戦争のとき、高
校生だったかこさんが体
験した実話です。戦争の悲
惨さを、怒り震えるかこさ
んが子どもたちに伝えよ
うとした作品です。

★定価税込1,760円★P37★AB変型判★8歳～★文・絵：かこさとし★
初版’21年7月

ウクライナを拠点に活動するアーティスト
が目も覚めるようなコントラストで、戦争の
痛ましさを描き出します。2014年に起きた
ロシアのクリミア侵攻とウクライナ東部の
戦争を体験し、「戦争」とは何か、子どもたち
に伝えるために刊行された絵本。

★定価税込1,760円★P36★A4変型判★8歳～★作：ロマナ・ロマニーシン、
アンドリー・レシヴ／訳：金原瑞人★初版’22年6月

古代から近世まで、沖縄・琉球の知ら
れざる歴史・文化をマンガで解説。琉
球王国ってどんな国？王様や庶民の
暮らしぶりは？知っているようで知
らない、沖縄の歴史ワールドへ！

★定価税込1,595円★P127★四六判★一般★著：上里隆史★初版’22年5月

『ヒロシマ 消えたかぞく』ができる
まで、刊行後の反響、未来へとつなぐ
活動まで、著者・指田和さんの足跡を
追うノンフィクション。「かぞく」を
キーワードに戦争、平和、命について
問い続ける活動記録。

★定価税込1,760円★P239★四六判★10歳～★著：指田和★初版’22年7月

現役ゴミ清掃員でお笑い芸人の
著者が、ゴミ回収のエピソードや
いま起きている問題を小学生向
けにわかりやすく紹介。無関係な
人などいない「ゴミ」から、社会の
あるべき姿がみえてくる。

★定価税込1,430円★P128★A5判★8歳～★文：滝沢秀一／絵：スケ
ラッコ、萩原まお★初版’22年7月

地球で何が起こっているの？
目標を達成するとどんないい
ことがあるの？どんなことを
すればいいの？ＳＤＧｓのさま
ざまな疑問をイラストや写真
とともに解説。取り組むことで
身につく力まで取り上げます。

★定価税込1,991円★P128★B5変型判★10歳～★著：平本督太郎★
初版’21年6月

春分に近い土曜日の夜８時30分、世界中の人々が明かりを消します。
それは地球温暖化防止のための取り組み「消灯リレー」。世界自然保護
基金（WWF）が主催する”アースアワー”の精神を伝える絵本。

★定価税込1,540円★P32★B5判★6歳～★作：ナネット・へファーナ
ン／絵：バオ・ルー／訳：おがわ ひとみ★初版’21年12月

地球温暖化、食品ロス、ジェン
ダー平等、平和･･･未来の主役
になる子どもたちに知ってお
いてほしいことが１話５分の
短いお話に。物語を通して触れ
ることでＳＤＧｓを理解しやす
くなります。全20話。

★定価税込1,760円★P256★B5変型判★4歳～★監修：松葉口玲子／
絵：伊藤ハムスターほか★初版’22年7月

北極に住むシロクマ親子が、地球温
暖化解決に向けておくるメッセー
ジ。温暖化のしくみや、個人ででき
る具体的な対策なども解説。写真
も盛りだくさんでくすっと笑える、
わかりやすい地球温暖化問題の本。

★定価税込1,595円★P218★A5判★8歳～★著：水野敬也＋長沼直
樹／監修：江守正多★初版’21年9月
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銃弾ではなく歌を。
大砲ではなくサッカーを。
兵士を変えた、
一夜のできごと

平和を願ったかこさんの
強い思いを伝えます

社会に問いかけ続けた
著者が贈る渾身の一作

ウクライナの作家が描く、戦争と平和

沖縄の歴史と文化
知っていますか？

『ヒロシマ 消えたかぞく』
刊行から３年 その後の軌跡

17の目標を理解して
みんなが幸せになる未来へ

地球のために できること 考える力と思いやりの心が育ちます 地球温暖化を解決できる
「たった1つの方法」

くらべてみると、みえてくる。

この笑顔が、
ずっと続くと思っていた－。

気候危機の現状と
世界の取り組みを楽しく学ぶ！

大人も知らない「ゴミの世界」
現場の視点で紹介！

本体1,350円
（税込1,485円）

本体1,520円（税込1,672円） 本体1,080円（税込1,188円）

本体1,440円（税込1,584円） 本体1,305円（税込1,435円）

本体1,440円（税込1,584円） 本体1,170円（税込1,287円） 本体1,629円（税込1,791円）

本体1,260円（税込1,386円）

本体1,080円（税込1,188円）

本体1,485円（税込1,633円）

本体3,060円（税込3,366円） 本体1,440円（税込1,584円） 本体1,377円（税込1,514円）

この絵本の「あとがき」の絵を描いている時に、ロシアがウクライ
ナに侵攻をはじめました。まだ「戦争」を始める人間がいる現実に
愕然としつつ、戦争よりも強い人のやさしさと想像力が描きたく
て、絵を完成させました。         作者・鈴木まもる

美しい町・ロンドで人々は楽しく暮らしていました。ところが
ある日とつぜん、「戦争」がやってきたのです。町を愛するダー
ンカ、ジールカ、ファビヤンの３人は、知恵と能力のすべてを
使い、ロンドを暗闇から救い出そうとします。

谷川俊太郎さん×
イラストレーター
Noritakeさん

谷川俊太郎さん×
イラストレーター
Noritakeさん

2015年ボローニャ・ラガッツィ賞受賞2015年ボローニャ・ラガッツィ賞受賞

★札サイズ：
　8.9×6.8㎝

解説ページと
「ＳＤＧｓアクション」付き

※本書は2016年刊行の同タイトルの
　新装版です。

かこさとしさん
幻の未発表作品
かこさとしさん
幻の未発表作品

「カラー・パープル」でピューリッツァー賞を
受賞したアリス・ウォーカーによる絵本
「カラー・パープル」でピューリッツァー賞を
受賞したアリス・ウォーカーによる絵本

本書の内容
●ゴミ箱からその先、知ってる？
●ゴミ清掃車に入るゴミは
　メスのアジアゾウ１頭分
●日本の最終処分場の寿命は
　あと２０年
●世界のゴミ問題　　　  ほか

セット内容
●読み札・取り札：各46枚
●白紙札（予備札）8枚
●説明書

環境問題環境問題

今だからこそ読みたい平和を考える絵本

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

411 412

413
415

416

419

421420

417

410

422

418

414

423



◎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.919◎不良品以外の返品・交換はできません。ご了承ください。11

Selected Books

ワークシートは
コピーOK!

自らの力で深く学び続ける子どもを育てるために必要な教師の役割
とは？学級経営、学習課題など７つの視点から、「教師のいらない授業」
へとシフトしていく過程を３つのステップと授業事例で解説。

★定価税込2,046円★P208★四六判★小学校教職員★著：若松俊介
★初版’21年7月

★定価税込2,310円★P223★四六判★小・中学校教職員★著：岩下修
★初版’22年5月

★定価税込1,980円★P128★B5判★10歳～★編著：竹内和雄／著：
ソーシャルメディア研究会／医学監修：吉川徹★初版’22年8月

★定価税込2,200円★P192★四六判★幼・小・中学校教職員★著：河村
暁★初版’21年9月

教師のいらない授業のつくり方
（明治図書）

教師のいらない学級のつくり方
（明治図書）

反論の技術
その意義と訓練方法　

（明治図書）

イラスト図解　
ＡさせたいならＢと言え

（明治図書）

教室ツーウェイNEXT⑱
（学芸みらい社）

教師のための「支え方」の技術
（明治図書）

なぜか学級がうまくいく心理術
（明治図書）

子どもも先生もオイシイ　
笑いの技術

（フォーラム･A）

教室の中のワーキングメモリ
弱さのある子に配慮した支援　

（明治図書）
教室の中の応用行動分析学

（明治図書）

ただただおもしろい　
休み時間ゲーム48手

（明治図書）

家族で支援する発達障害　
自立した進学と就労を進める本

（河出書房新社）

自分自身に贈る
ギフト（強み）の見つけ方

（学苑社）

不親切教師のススメ
（さくら社）

イラスト版 10分で身につく
ネット・スマホの使い方

（合同出版）

ただただおもしろい　
指名の方法48手

（明治図書）

★定価税込1,980円★P183★A5判★小学校教職員★著：松尾英明★
初版’22年8月

★定価税込1,980円★P208★四六判★小学校教職員★著：若松俊介★
初版’20年7月

子どもたち一人ひとりが自律的に学び、自分自身の力で成長していけ
る学級づくりのために「教師の役割」を見直し、「教師のいらない学級」
へとシフトしていく過程を３ステップ・６段階で考える。

発問・指示の原理・原則「Ａさせたい
ならＢと言え」。子どもの心を動かす
言葉の原則がイラスト図解でさらに
わかりやすく！学級づくり・授業づ
くりの具体的な場面に即したＢの言
葉は全面改訂し、実用性もアップ！

教師の”親切・丁寧”が子どもの成長に寄与するのか？教師があえて不
親切になることが子どもたちの主体性を伸ばす。新進気鋭の現場教師
である著者が具体例を通し書き下ろす1冊。

いまや重要なスキルであるネットやスマホを子どもたちが安全に使
いこなすために、課金、誹謗中傷、フェイクニュースなどのトラブルに
巻き込まれないための34のワークを収録。 ワーキングメモリをどう理解

し、理論に基づく実践をどう
作るか？国語、算数、英語・・・
具体的な実践を紹介。

議論指導における反論の訓練の意義、教師のための反論自修法、反論
の訓練、訓練のための教材文と反論例など、議論の能力が効率よくわ
かるロングセラー。

★定価税込1,936円★P185★B6判★小・中・高校教職員★著：香西秀
信★初版’95年8月

一人一台のタブレット端末を活用した授業に役立つスキルや考え方、
アナログとデジタルの使い分け提案を紹介。SNSやYouTubeなどを
活用した授業、オンライン宿題の実践例も紹介。

★定価税込1,760円★P169★A5判★小・中学校教職員★編：教室ツー
ウェイNEXT 編集プロジェクト★初版’22年8月

“教師のいらない授業”とは「子どもたちの学びをどう支えるか」。決め
る、聴く、拾う、見取る、つなぐ、伝える、任せる…７つの手立ての分析
を通し、学びを「支える」教師の役割と技術を考える。

★定価税込2,310円★P304★四六判★小学校教職員★著：若松俊介★
初版’22年5月

学級がうまくいっている先生は子どもの心理を捉えた指導をしてい
るもの。『授業力＆学級経営力』誌で大好評だった心理学・心理術特集
を増補再編集し、効果的な指導につながる心理テクニックから言葉か
けまで紹介！

★定価税込2,090円★P143★A5判★小学校教職員★編：「授業力＆学
級経営力」編集部★初版’21年10月

ツッコミ、トーク、おもしろ返し…
漫才経験のある著者が、教室に「笑
い」を取り入れるための技術をた
っぷり詰め込んだ１冊。なぜ笑い
が必要なのかも徹底分析！

★定価税込2,145円★P144★四六判★小学校教職員★著：廣瀬裕介★
初版’22年8月

授業における指名に笑いのエッセンスを加えることで、味気ない授業
が全員参加の楽しい授業に生まれ変わります！定番の指名から演技
派、ゲーム、交流ものまで48の方法を収録。 

★定価税込1,760円★P112★A5判★小学校教職員★著：垣内幸太★
初版’18年9月

休み時間は心身解放してリラックスし、楽しくみんながつながる時間。
そこに笑いのエッセンスを加えることで、何気ない５分が笑顔あふれ
る５分に！定番から頭脳もの、体を使うものまで48のゲームを収録。

★定価税込1,760円★P112★A5判★小学校教職員★著：日野英之★
初版’18年9月

応用行動分析学の専門家が
具体的に科学的に解説。子
どもの行動を見つめ、その行
動を分析し作戦を練る・・・そ
の術が詰まった１冊。

★定価税込2,200円★P207★四六判★幼・小・中学校教職員★著：有川
宏幸★初版’20年9月

いずれ社会の中で独り立ちできるように、どんな支援が必要か。現実
の課題をわかりやすく解説した上で、発達障害児の支援から得た実際
のエピソードを元に実践的な情報を伝えます。

★定価税込1,892円★P112★B5判★一般★監修：高原浩★初版’22年8月

障害当事者であり公認心理師でも
ある著者から、生きづらさを抱えた
発達障害のある人へ。人生を切り抜
けるために必要な「ギフト（強み）」
の見つけ方について指南します。

★定価税込1,980円★P173★A5判★12歳～★著：難波寿和／え：た
かはしちかえ★初版’22年7月
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読者の声
自分自身の目指す学級づくり
がわかりやすく、スモールステ
ップで書かれていて、
とてもよかった。

(30代小学校教職員)

「先生が教える」を「子どもが学ぶ」に！「教師の役割」を減らし、
未来へつなぐ３ステップ

明治図書が誇る
ロングセラー

超ベストセラーが
図解で登場！

アナログ×デジタルで変わる
「新しい学び方」とは？

子どもたちの学びをどう支えるか 心理術を知れば、
学級が大きく変わる！

笑い合った分だけ、
子どもたちとの距離が縮まる！

生きづらさと
学びづらさの
軽減を目指して

どうしたら子どもの行動を
変えることができるか？

笑顔あふれる時間に変わります！ 子どもに真の生活力をつける
サポートとは

生きづらさを 生きやすさに

子どもの主体性を向上させ、
教師の負担軽減を目指す

道徳、特別活動などに
大活躍のワークが満載！

子どもたちはおもしろい授業が
大好きです！

読者の声
新学習指導要領を実現させる
ためには、このような授業、学
級経営が必要なんだろうと感
じた。とても参考になる内容だ
った。

(50代小学校教員)

本体1,710円（税込1,881円） 本体1,767円（税込1,943円） 本体1,672円（税込1,839円） 本体1,995円（税込2,194円）

本体1,440円（税込1,584円） 本体1,995円（税込2,194円） 本体1,805円（税込1,985円）

本体1,755円（税込1,930円） 本体1,900円（税込2,090円） 本体1,900円（税込2,090円）

本体1,520円（税込1,672円）

本体1,620円（税込1,782円）

本体1,620円（税込1,782円）

本体1,520円（税込1,672円）
本体1,548円（税込1,702円） 本体1,620円（税込1,782円）

本書の内容
●「楽しい授業」をやめる
　～親切・丁寧・サービス満点
をやめて学力向上～
●教師が作る
　美しく整った教室掲示
●あえて一緒に遊ばない
●「危ないからやらせない」が
　将来一番危ない
●感謝の手紙を書かされる
　違和感　　　　　　ほか

本書の内容
●もしかして使いすぎ？
　依存ってどんなこと
●ＳＮＳから自分の居場所が
　特定される！？
●こんな投稿してないのに！
なりすまし　　　　　 ほか

本書の内容
●ワーキングメモリと
　学習の困難さは複雑に
　関係する
●一課題一目的を
　心がける
●メモが難しいことを
　理解する
●視写の難しさを支える
●リズムよくクイック
　レスポンスする　　ほか

本書の内容
●どんなものが
　「強化子」となる？
●目指す行動へ段階的に
　近づけるには？
●困った行動にも
　目的がある？　　　ほか

本書の内容
●フェイント指名
●顔アピール指名
●我慢対決指名
●みんなでジェスチャー指名

　ほか

本書の内容
●マジカルバナナ対決
●言っちゃだめ対決
●笑いながら怒る対決
●っぽい言葉対決　ほか

本書の内容
●高校の種類と
　それぞれの特徴を知る
●障害のある人にとって
　働きやすい会社とは
●就労支援機関を
　上手に利用しよう
●就労に向けて
　基本スキルを身につける

　　　　　 ほか

本書の内容
●特集：
　”発問・板書・ノート”
　学習端末にリンクで
　何が起こるか
●ミニ特集：
　戦争－「事実と真実」を
　吟味する教材とは

本書の内容
●モデリング×掃除
●ピグマリオン効果
　×ほめる・叱る
●クローズドクエスチョン
　×発問
●心理術を生かした
　言葉かけテクニック

ほか

★ワークはコピーＯＫ！

教育書教育書

特別支援教育特別支援教育
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Selected Books

★定価税込1,397円★P110★AB変型判★6歳～★著：市岡元気★初
版’22年8月

★定価税込各1,980円★P126～128★B5判★6歳～★監修：隂山英男／著：枡谷雄三★初版’22年4月

ティーチャーズ・ログ・ノート
2023

（フォーラム･A）

ほめ言葉手帳
2023

（明治図書） 教師力手帳2023
（明治図書）

スクール・マネジメント・ノート
2023

（教育開発研究所）

学研まんが ＮＥＷ日本の歴史 別巻 
人物学習事典（ＤＶＤ付き）

（学研プラス）

学研まんが ＮＥＷ日本の歴史 別巻　
文化遺産学習事典（ＤＶＤ付き）

（学研プラス）
マンガでわかる お金の本

（大和書房）

小学生の表現力アップ
カード1000

（学研プラス）

うんちって
えいごでなんていうの？

（講談社）

イギリスの子ども英英辞典
First Illustrated English
Dictionary and Thesaurus

（岩崎書店）

おしごと算数ドリル（２冊組）
（学研プラス）

日本最古の災害文学 漫画 方丈記
（文響社）

小学生からの わくわく！
おうち実験室

（アスコム）

隂山ドリル 初級算数（清風堂書店）

★定価税込1,485円★P192★A5判★一般★著：鴨長明／漫画：信吉／
解説：養老孟司★初版’21年9月

大火、飢饉、大震災、福原遷都という人
災…。平安時代末期にさまざまな禍い
を体験した鴨長明が、その生涯を晩年
に綴った「方丈記」を漫画でわかりやす
く紹介。原文も収録。

料理、掃除、洗濯などをテーマに、おうちにある身近なものを使って実
験しながら科学の不思議を体験！「なぜ？」「どうして？」を科学の視
点で解説し、楽しみながら知識が身につきます。

隂山先生の実践から、確かな学力が身につけられるよ
う基礎的な問題を厳選収録。図などを用いたわかりや
すい説明、大切な単元の理解度を高める「まとめ」付き。

小・中学校の教科書に掲載されてい
る日本の歴史上の重要人物300人以
上を網羅した、オールカラーの人物
事典。アニメやクイズなどオリジナ
ル映像収録のＤＶＤ付き。

★P304★収録時間：約50分★A5変型判★10歳～★監修：大石学★初
版’22年7月★DVD生産国：台湾

縄文時代から現代まで、各時代を代
表する文化遺産を約200件掲載。土
器、陶磁器、仏像、絵画、古墳などの
遺跡、寺社、遺構など、写真やＤＶＤ
映像などビジュアル豊富に紹介。

★P272★収録時間：約60分★A5変型判★10歳～★監修：大石学★初
版’22年7月★DVD生産国：台湾

これからを生きる子どもには
「お金の知識」が必須です。キャ
ッシュレス時代のお金の流れか
ら、投資の仕組み、景気・経済の
ことまで、マンガと身近な例で
わかりやすく解説！

★定価税込1,540円★P160★A5判★8歳～★著：森永康平／マンガ：
フクイサチヨ★初版’22年7月

作文、日記、読書感想文･･･文章表
現に役立つ、気持ちや動き、様子
を表す言葉などを厳選し、全
1032枚のカードにしました。ミシ
ン目で切り離して付属のリングで
とめれば、自分だけのカード集！

★定価税込1,980円★P278★B5変型判★6歳～★監修：金田一秀穂★
初版’22年7月

英語の先生だったぼくのおじいち
ゃん。「えいごでなんていうの？」
ってきいてみた。空はsky（すか
い）。太陽はsun（さん）。いつのま
にか英語が楽しくなってくる！英
語にはすべてふりがなつき。

★定価税込1,650円★P33★B5変型判★5歳～★文：平田昌広／絵：中
谷靖彦／英語監修：松宮新吾★初版’22年2月

イギリスの子どもたちが使う英英辞
典はこんなにもカラフル！辞典パー
トに類語、関連語までわかる、大人に
もおすすめの辞典。

★定価税込3,278円★P360★B5変型判★12歳～
★著：Jane Binghamほか★初版’17年11月★生産国U.A.E.

コンビニ店長になって計算を駆使して経営、
デザイナーになってロゴマークをデザイン…
お仕事で算数が役に立つことを体感しなが
ら、算数的なものの見方や考え方を身につけ
られる実践的算数ドリル。

★定価税込3,080円★P各100＋別冊解答Ｐ各127★B5変型判★6歳～★著：エイスクール★初版’22年6月

　小学１・２年生（２冊組）
　小学3・4年生（２冊組）
　小学5・6年生（２冊組）

 商品名 申込番号 

★P192★B5判★小・中・高校教職員★初版’22年11月
★P240★B5判★小・中学校教職員★監修：菊池省三／協力：菊池道場
広島支部★初版’22年11月 ★P224★B5判★中・高校教職員★監修：齋藤孝★初版’22年11月 ★P224★A5変型判★小・中学校教職員★編：教育開発研究所★初版’22年11月

※制作中につき、
　画像は2022年版です。

※制作中につき、
　画像は2022年版です。

　
ここがポイント！
●年間・月間・週間予定表で、子どもの様子、ＴｏＤｏ、校務、行事･･･
　すべての予定と記録の管理をこの１冊でできる！
●森川正樹伝授！巻末の「教室で使える学習ネタ」が満載！
●便利なサイドポケット付き　　　●清潔な抗菌仕様のカバー

　
ここがポイント！
●ビジョンの実現に向けた目標管理、
　月ごとの課題設定と振り返り、
　毎週のスケジュール管理・・・効率的にこの１冊で！
●「新たな研修制度ってどうなるんだっけ･･･」
　「出席停止の根拠法規って何だっけ･･･」
　ちょっとした確認に便利な資料も充実！
●年間計画を貼れるボード付き

　
ここがポイント！
●あたたかい学級づくりに役立つ！
　毎月の「菊池省三先生の教育コラム」と
　週替わりの「価値語録」をすべて
　リニューアル！
●児童・生徒一人一人の成長をみとる
　「子どもの記録ページ」
　（40人分）
●授業中、子どもの様子を
　メモできる
　「座席表ページ」は
　ダウンロードも可！
●「時間割形式」の
　ウィークリーページは
　自由に使えるメモスペース
　もたっぷり！

　
ここがポイント！
●教養あるふるまいの指針となる、齋藤孝先生おすすめの言葉
　「教養語録」を週替わりで掲載！
●「時間割形式のウィークリーページ」と
　「月間計画表」で会議も分掌もカンペキ！
●「デキる教師の
　言いかえ語録」ほか、
　ちょっとしたときに役立つ
　付録を収録！
●「生徒指導・会議記録」
　で急な打ち合わせにも
　即対応可能！

森川正樹先生
監修

菊池省三先生
監修

齋藤 孝先生
監修

10周
年10周
年

を迎えます！ 校長先生
教頭先生
向け
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映像付きで理解が深まり、知識が定着！ 子どもにお金のレッスンを
始めませんか？

語彙を増やして、
文章表現をぐっと豊かに！

えいごなら おおきな声でいえるかも。 大人にもおすすめ！
楽しく語彙を増やしましょう

生きた算数を学ぼう！
探究学習塾の大人気授業から生まれたドリル

今の日本に生きる私たちにも
共感できる古典文学

親子でできる
おもしろ実験大集合！

算数の基礎基本が身につくロングセラーが改訂

本体1,800円（税込1,980円） 本体1,995円（税込2,194円）
本体1,995円（税込2,194円） 本体2,375円（税込2,612円）

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

本体1,620円（税込1,782円） 本体1,425円（税込1,567円） 本体2,682円（税込2,950円）

本体各1,620円（税込各1,782円）

本体1,282円（税込1,410円）

本体1,143円（税込1,257円）

本体2,520円（税込2,772円）

本書の内容
●牛乳×レモンで
　カッテージチーズを作ろう！
●じゃがいもの皮で
　鏡がピカピカ！
●油性ペンの落書きは
　わさびで落ちる！　　ほか

●カードサイズ：4.4×7.2㎝
●付属カードリング（４個）：内径3㎝
★カード裏には意味と例文

セット内容
●デザイン×図形
●ビジネス×計算

子ども学習子ども学習

プリントプリント

「自由研究の
まとめ方」付き

忙しい先生のためのスケジュール手帳2023

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
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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/

ユーミン５０周年記念
オールタイムベスト！
ファンからのリクエスト曲とそのエピソードを
もとにセレクト。収録曲５０曲分のエピソード
を掲載した豪華ブックレットのほかに、ＡＩで
再現された荒井由実とのデュエット（新曲）も
プラス！

申込
番号 本体3,150円（税込3,465円）
●定価税込3,850円 ●全51曲 ●歌詞カード付 ●ブックレット（80ページ予定） ●2022年10月4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■〈DISC1〉1.真夏の夜の夢 2.中央フリーウェイ 3.ダンデライオン～遅咲きのたんぽぽ 4.ひこうき雲 5.緑の町に舞い降りて 6.青春のリグレット 7.DOWNTOWN BOY 
8.瞳を閉じて 9.卒業写真 10.最後の春休み 11.リフレインが叫んでる 12.よそゆき顔で 13.輪舞曲(ロンド) 14.サーフ天国、スキー天国 15.海を見ていた午後 16.情熱に届かない
～Don't Let Me Go 17.カンナ8号線 〈DISC2〉1.Hello, my friend 2.やさしさに包まれたなら 3.5cmの向う岸 4.ダイアモンドダストが消えぬまに 5.恋人がサンタクロース 
6.WANDERERS 7.シンデレラ・エクスプレス 8.ノーサイド 9.ダンスのように抱き寄せたい 10.DESTINY 11.満月のフォーチュン 12.消灯飛行 13.ホライズンを追いかけて
～L'aventure au désert 14.星空の誘惑 15.セシルの週末 16.花紀行 17.春よ、来い 〈DISC3〉1.Valentine's RADIO 2.真珠のピアス 3.翳りゆく部屋 4.SWEET DREAMS 
5.潮風にちぎれて 6.Forgiveness 7.冬の終り 8.あの日にかえりたい 9.ルージュの伝言 10.埠頭を渡る風 11.ベルベット・イースター 12.VOYAGER～日付のない墓標～ 13.守って
あげたい 14.宇宙図書館 15.ANNIVERSARY 16.青いエアメイル 17.Call me back（新曲）

CD
3枚組

新譜

心地よい透明感
唯一無二の歌声。
キャリア初のオールタイム・
ベスト！「時をかける少女」
ほか、４０年間の代表曲を
３０曲厳選収録。

申込
番号 本体3,150円（税込3,465円）
●定価税込3,850円 ●全30曲 ●2022年10月5日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/ＤＩＳＣ１：６４分２６秒・ＤＩＳＣ２：６４分４３秒
■収録曲目■〈DISC1〉１.悲しいくらいほんとの話 ２.時をかける少女 ３.ダンデライオン
～遅咲きのたんぽぽ ４.愛情物語 ５.天国にいちばん近い島 ６.雨のプラネタリウム 
７.彼と彼女のソネット ８.さよならを言いに  他 全１５曲 〈DISC2〉１.くちなしの丘 
２.Ａｎｙｗｈｅｒｅ/ｐｕｐａ ３.ＦＩＮＥ ４.名前が知りたい ５.夢の人（Ｉ’ｖｅ Ｊｕｓｔ Ｓｅｅｎ ａ 
Ｆａｃｅ） ６.Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ ７.やさしさに包まれたなら ８.地下鉄のザジ（Ｚａｚｉｅ ｄａｎｓ 
ｌｅ ｍｅｔｒｏ）  他 全１５曲

CD
2枚組

新譜

３１年ぶりのオリジナル・ソロ作品！
“楽友”桑田佳祐の全面バックアップのもと、従来の穏やかで
柔らかなパブリックイメージを大胆に刷新するオリジナル・
アルバムが完成しました！

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●定価税込3,300円 ●全10曲 ●歌詞カード付 ●2022年10月19日発売 
●ビクターエンタテインメント ●収録時間/未定
■収録曲目■１.千の扉～Ｔｈｏｕｓａｎｄ Ｄｏｏｒｓ ２.オモタイキズナ ３.Ｇｏｏｄ Ｔｉｍｅｓ～あの
空は何を語る ４.旅情 ５.スローハンドに抱かれて（Ｏｈ Ｌｏｖｅ！！） ６.ぐでたま行進曲（Ｎｅｔｆｌｉｘ
シリーズ「ぐでたま～母をたずねてどんくらい～」主題歌） ７.夜の訪問者 ８.ヤバいね愛てえ
奴は（ＮＨＫ総合 ドラマ１０「プリズム」主題歌） ９.鎌倉 Ｏｎ Ｔｈｅ Ｂｅａｃｈ １０.初恋のメロディ

CD
1枚

新譜

『Ａ ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮ』
発売４０周年記念盤！
リマスターされた２０２１年版
最新音源に、ＤＩＳＣ２にはＤＪ
スタイルによる貴重音源満載
の同作品誕生秘話も収録。

申込
番号 本体2,250円（税込2,475円）
●定価税込2,750円 ●全10曲+31トラック ●2021年3月21日発売 
●ソニー・ミュージック ●収録時間/DISC1：40分29秒・DISC2：67分38秒
■収録曲目■〈DISC1〉1.君は天然色 2.Velvet Motel 3.カナリア諸島にて 
4.Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語 5.我が心のピンボール 6.雨のウェンズデイ 
7.スピーチ・バルーン 8.恋するカレン 9.FUN×4 10.さらばシベリア鉄道 
〈DISC2〉●大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG 
VACATION』誕生秘話

CD
2枚組

心揺さぶられる名曲・全２０曲！
「恋」「季節の中で」から、「長い夜」「大空と大地の中で」まで、
松山千春の初期名曲を厳選収録！

申込
番号 本体1,800円（税込1,980円）
●定価税込2,200円 ●全20曲 ●歌詞カード付
●2022年8月3日発売 ●ポニーキャニオン ●収録時間/７８分５８秒
■収録曲目■１.大空と大地の中で ２.旅立ち ３.初恋 ４.君のために作った歌 
５.かざぐるま ６.銀の雨 ７.時のいたずら ８.青春 ９.季節の中で １０.青春Ⅱ １１.私を
見つめて １２.君が好きさ １３.貴方のことで １４.雪化粧 １５.窓 １６.卒業 １７.夜明け 
１８.恋 １９.人生の空から ２０.長い夜

CD
1枚

中島みゆき、名曲ぞろいの定番ベスト。
ＣＭで話題の「ファイト！」や名曲「糸」などを収録した
人気のシングル・コレクション。

申込
番号 本体2,520円（税込2,772円）
●全14曲 ●歌詞カード付 ●2002年4月17日発売 
●ヤマハミュージックコミュニケーションズ ●収録時間/74分12秒
■収録曲目■1.地上の星 2.ヘッドライト・テールライト 3.瞬きもせず 4.私たちは
春の中で 5.命の別名 6.糸 7.愛情物語 8.幸せ 9.たかが愛 10.目を開けて
最初に君を見たい 11.旅人のうた 12.SE・TSU・NA・KU・TE 13.空と君の
あいだに 14.ファイト!

CD
1枚

圧巻のハーモニー、若き天才の躍動。
協奏曲の花形、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第２番」に、
「パガニーニの主題による狂詩曲」をカップリングした人気
盤です。

申込
番号 本体2,700円（税込2,970円）
●全29トラック ●2016年11月23日発売 ●日本コロムビア ●収録時間/６１分 
●演奏/アンドレア・バッティストーニ（指揮）、ＲＡＩ国立交響楽団、
　　　  東京フィルハーモニー交響楽団
■収録曲目■1.～3.ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 作品１８ 第１楽章～３楽章 4.
～29.ピアノとオーケストラのための「パガニーニの主題による狂詩曲 作品４３」

CD
1枚

サッチモが贈る
クリスマスＣＤ♪
史上初の公式クリスマス・
アルバム。ホリデーソング、
代表曲「この素晴らしき世界」
ほか、ピアノ伴奏に乗せて
朗読する未発表トラックも
収録♪

申込
番号 本体2,340円（税込2,574円）
●定価税込2,860円 ●全11曲 ●2022年10月28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.クール・ユール ２.ウィンター・ワンダーランド ３.アイヴ・ガット・マイ・
ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム ４.ザット・ユー・サンタ・クロース ５.クリスマス・
イン・ニュー・オーリンズ ６.ホワイト・クリスマス ７.クリスマス・ナイト・イン・ハーレム 
８.ベイビー、イッツ・コールド・アウトサイド ９.モーメンツ・トゥ・リメンバー １０.この
素晴らしき世界 １１.朗読「クリスマスのまえのばん」（※未発表音源）

CD
1枚

新譜

カーペンターズ
定番ベスト。
リチャード自らが選曲
したシングルヒット満載
の1枚。

申込
番号 本体1,542円（税込1,696円）
●全21曲 ●歌詞・対訳・解説カード付 ●2012年6月20日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/71分41秒
■収録曲目■1.ふたりの誓い 2.アイ・ビリーヴ・ユー 3.小さな愛の願い 4.愛の
プレリュード 5.遠い想い出 6.スーパースター 7.雨の日と月曜日は 8.愛にさよならを 
9.ふたりのラヴ・ソング 10.トップ・オブ・ザ・ワールド 11.オンリー・イエスタデイ 
12.涙の乗車券 13.ハーティング・イーチ・アザー 14.イエスタデイ・ワンス・モア 
15.シング 16.タッチ・ミー  17.プリーズ・ミスター・ポストマン 18.青春の輝き 
19.愛は夢の中に 20.遥かなる影 21.ふたりの誓い（リプライズ）

CD
1枚

今ふたたび出会う、
青春の80’sヒット!
自由と開放感に溢れた８０年代。
その時代を象徴するアーティスト
たちのヒット曲を収録したＪ‐ＰＯＰ
コンピレーション。

申込
番号 本体2,520円（税込2,772円）
●定価税込３，０８０円 ●全４０曲 ●歌詞カード付 ●2022年１０月１２日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/ＤＩＳＣ１：７８分１３秒・ＤＩＳＣ２：７７分４０秒
※すべて本人による歌唱です。
■収録曲目■〈DISC1〉１.土曜の夜はパラダイス/ＥＰＯ（オレたちひょうきん族 エンディング・
テーマ82-83） ２.唇よ、熱く君を語れ/渡辺真知子 ３.Ｍｉｓｔｙ Ｍａｕｖｅ/鈴木雅之 ４.中央
フリーウェイ/ハイ・ファイ・セット ５.ペパーミント・ブルー/大滝詠一 ６.海と少年/大貫妙子 
７.バカンスはいつも雨（ルビ：レイン）/杉真理 ８.ＤＡＹ ＤＲＥＡＭＩＮ’/ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＬＩＰＳ 
９.明日にはグッドバイ/中原理恵 １０.君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス-/ＹＥＬＬＯＷ ＭＡＧＩＣ 
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ  他 全２０曲 〈DISC2〉１.Ｊｕｓｔ ａ Ｊｏｋｅ/国分友里恵 ２.ペガサスの朝/五十嵐
浩晃 ３.ＤＯＷＮ ＴＯＷＮ/ＥＰＯ（オレたちひょうきん族 エンディング・テーマ81-82） ４.Ｔシャツ
に口紅/ラッツ＆スター ５.Ｙｏｕｎｇ Ｂｌｏｏｄｓ/佐野元春 ６.あの頃のまま/ブレッド＆バター 
７.恋するカレン/大滝詠一 ８.朝の別れ/藤本健一 ９.これで準備ＯＫ/桑名正博 １０.夢で
逢えたら/吉田美奈子  他 全２０曲

CD
2枚組

新譜

シリーズ最新版は
クリスマス名曲集♪
シリーズ第９弾はクリスマス編。
聖なる夜にぴったりな、声楽や
オルガン、ピアノなどの名曲を
コンパイル♪

申込
番号 本体1,890円（税込2,079円）
●定価税込2,310円 ●全28曲 ●2022年10月26日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/未定
●演奏/ルチアーノ・パヴァロッティ（テノール）、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、
　　　 指揮：ヘルベルト・フォン・カラヤン、村治佳織（ギター） 他
■収録曲目■〈DISC1〉１.アダン：オ・ホーリー・ナイト ２.アンダーソン：そり滑り ３.チャイ
コフスキー：行進曲～バレエ組曲《くるみ割り人形》 ４.モーツァルト：眠れ良い子よ（フリース
の子守歌） ５.モーツァルト：きらきら星変奏曲 ６.モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス 
７.Ｊ.Ｓ.バッハ/Ｎ・タルクマン編曲：主よ、人の望みの喜びよ ８.グルーバー/メイヤー編曲：
きよしこの夜  他 全１４曲 〈DISC2〉１.Ｊ.Ｓ.バッハ：Ｇ線上のアリア ２.シューベルト：アヴェ・
マリア ３.モラエウス：コッポンゲン ４.チャイコフスキー：あし笛の踊り～バレエ組曲《くるみ
割り人形》 ５.モーツァルト：ドイツ舞曲《そり遊び》 ６.ラミレス：キリエ～《ミサ・クリオージャ》 
７.メイスン：もろびとこぞりて ８.ヘンデル：ハレルヤ  他 全１４曲

CD
2枚組

新譜

おウチでリラックス
お洒落なＪＡＺＺを♪
夜のコーヒー・タイムにピッタリ
の優雅でリラックスできるスタン
ダード曲やジャズの最新トラック
を収録しました。

申込
番号 本体1,440円（税込1,584円）
●定価税込1,760円 ●全18曲 ●2022年10月26日発売 
●ユニバーサルミュージック ●収録時間/69分57秒
■収録曲目■１.ムーンライト・セレナーデ/グレン・ミラー・オーケストラ ２.アンフォゲッタブル/
ナタリー・コール、ナット・キング・コール ３.カム・アウェイ・ウィズ・ミー/ノラ・ジョーンズ 
４.テイク・ア・チャンス ｆｔ.アンダーソン・パーク/ドミ＆ＪＤ・ベック ５.ネヴァー・ゴナ・ビー・
アローン ｆｔ.リジー・マカルパイン＆ジョン・メイヤー/ジェイコブ・コリアー ６.バット・ビューティフル/
スタン・ゲッツ＆ビル・エヴァンス ７.マイ・ベイビー・ジャスト・ケアズ・フォー・ミー/ニーナ・
シモン ８.セイ・イット/ジョン・コルトレーン ９.アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー/
チェット・ベイカー １０.ストレイト・ノー・チェイサー/クインシー・ジョーンズ １１.ムード・インディゴ/
チャールス・ミンガス １２.フィール・ライク・メイキン・ラヴ/マリーナ・ショウ  他 全１８曲

CD
1枚

新譜

希望の大地
郷愁のメロディ。
ヨーヨー・マ、バーンスタイン、
ジョージ・セル、中村紘子らが
切なく奏でる、望郷のチャイコフ
スキー名曲集。

申込
番号 本体1,800円（税込1,980円）
●定価税込2,200円 ●全10曲 ●2022年10月26日発売 
●ソニー・ミュージック ●収録時間/66分6秒
■収録曲目■１.弦楽四重奏曲第１番ニ長調 ～アンダンテ・カンタービレ/チェロ：ヨーヨー・マ 
指揮：ロリン・マゼール/ピッツバーグ交響楽団 ２.なつかしい土地の思い出 ～メロディ/
ヴァイオリン：ピンカス・ズッカーマン 指揮：ズービン・メータ/イスラエル・フィルハーモニー
管弦楽団 ３.バレエ「白鳥の湖」～情景/指揮：レナード・バーンスタイン/ニューヨーク・フィル
ハーモニック ４.バレエ組曲「くるみ割り人形」～花のワルツ/指揮：レナード・バーンスタイン/
ニューヨーク・フィルハーモニック ５.弦楽セレナードハ長調～ワルツ/指揮：レナード・バーン
スタイン/ニューヨーク・フィルハーモニック ６.ピアノ曲集「四季」作品３７～１月：炉ばたにて/
ピアノ：中村紘子  他 全１０曲

CD
1枚

新譜

青春時代に奏でた
吹奏楽名曲集。
「アルヴァマー序曲」ほか、
誰もが演奏した楽曲や憧れ
の吹奏楽曲などをたっぷり
収録！

申込
番号 本体1,890円（税込2,079円）
●定価税込2,310円 ●全13曲 ●2022年11月9日発売 
●キングレコード ●収録時間/約72分
●演奏/東京佼成ウインドオーケストラ、大阪市音楽団、芸大卒業生大吹奏楽団 他
■収録曲目■１.アルヴァマー序曲 ２.吹奏楽のための民話 ３.吹奏楽のための第
１組曲 Ⅰ.シャコンヌ ４.吹奏楽のための第２組曲 Ⅰ.行進曲 ５.アルメニアン・ダンス 
パートＩ ６.音楽祭のプレリュード ７.呪文と踊り ８.インヴィクタ序曲 ９.星条旗よ永遠
なれ １０.７６本のトロンボーン １１.アフリカン・シンフォニー １２.宝島 １３.オーメンズ・
オブ・ラブ

CD
1枚

新譜

幼いころの思い出
レトロな名曲５０曲。
「銀河鉄道９９９」「ドラゴンボ
ール」など、懐かしいアニメの
名曲たちをオリジナル音源で
収録しました。

申込
番号 本体2,250円（税込2,475円）
●定価税込2,750円 ●全５０曲 ●2022年11月2日発売 ●日本コロムビア 
●収録時間/未定 ●歌/ゴダイゴ、杏里、岩崎良美、水木一郎 他
※すべてオリジナル音源です。 ※「」内はアニメ作品名です。
■収録曲目■〈DISC1〉１.銀河鉄道９９９（ＴＨＥ ＧＡＬＡＸＹ ＥＸＰＲＥＳＳ ９９９） 劇場版
「銀河鉄道９９９」 ２.ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ「ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ」 ３.魔訶不思議アドベンチャー！「ドラゴン
ボール」 ４.ペガサス幻想-ＰＥＧＡＳＵＳ ＦＡＮＴＡＳＹ-「聖闘士星矢」 ５.パタリロ！「パタリ
ロ！」 ６ キューティーハニー「キューティーハニー」 ７.ロックリバーへ「あらいぐまラスカル」 
８.夢の舟乗り「キャプテンフューチャー」  他 全２５曲 〈DISC2〉１.ムーンライト伝説「美少
女戦士セーラームーン」 ２.タッチ「タッチ」 ３.ウィーアー！「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」 ４.んばば・ラブ
ソング「南国少年パプワくん」 ５.恋は突然「愛してナイト」 ６.海のトリトン「海のトリトン」 ７.
バビル２世「バビル２世」 ８.タイガーマスク「タイガーマスク」  他 全２５曲

CD
2枚組

新譜

『九九のうた』
最新版が登場！
楽しく暗記ができる好評の
知育CD『九九のうた』が
リニューアルされました♪

申込
番号 本体1,350円（税込1,485円）
●定価税込1,650円 ●全38トラック ●2022年3月9日発売 ●日本コロムビア
●収録時間/75分10秒 ●封入/九九表＆都道府県名入り日本地図
●歌/山野さと子、かっきー＆アッシュポテト、ブライアン・ペック 他
■収録曲目■１.～９.九九のうた（一の段）～（九の段） １０.かけ算できるかな？～ラップで
うたう９９のうた １１.１メートルって何センチ？～単位のうた～ １２.面積と体積～公式の
うたなんです。～ 【理科】１３.スイキンチカモクドッテンカイ～太陽系のうた～ １４.ぼくたち
は生きている 人体医療のうた １５.スイヘイリーベ 【社会】１６.日本列島どっこいしょ 
１７.ウクレレ県庁所在地 １８.ジョーモンヤーヨイ～日本の歴史～ 【国語】１９.いろはまつり 
２０.エトはメリーゴーランド 【家庭科】２１.一寸法師の玉むすび 【英語】２２.ｈｅ Ａｌｐｈａｂｅｔ 
アルファベットのうた  他 全３８トラック

CD
1枚

ゆったり、ほっこり
続編・尼寺ライフ。
季節に寄り添って暮らすご住職の
豊かな日常をふたたびお届けします。
声/柄本佑

申込
番号 本体3,420円（税込3,762円）
●カラー/ステレオ ●音声：日本語 ●2022年10月21日発売 
●NHKエンタープライズ ●収録時間/本編約８９分　

ス
ト
ー
リ
ー

奈良・桜井。険しい山道を４０分登らないとたどり着けないお寺に暮らすご住職の
後藤密榮さん。めぐる季節を慈しみ、精進料理に丁寧に手をかける日々を、
２０１６年から取材し、見つめてきました。しかし、２０２０年春に新型コロナウイルス
感染症がまん延し始め、大きな行事は中止に。遠方からの参拝客も減る中で、
ご住職はどうしているのか……。訪ねてみると、知恵と工夫で毎月の観音縁日
を絶やさず、里の人たちと季節の喜びを堪能する、慎ましくも豊かな毎日が
ありました。

DVD
1枚

新作

魂を揺さぶる絆のドラマと
前人未到のスカイアクション
涙と興奮、奇跡の“胸熱”１３０分。
あの男が帰ってきた――。青春映画の金字塔『トップガン』が３６年を
経て帰還。飛行シーンはＣＧなし。究極のリアルを求め、ＩＭＡＸカメラを
戦闘機内に搭載し撮影を敢行。「トップガン・アンセム」で幕を開け、
レディ・ガガによる主題歌「Ｈｏｌｄ　Ｍｙ　Ｈａｎｄ」で幕を閉じる、涙と
興奮の１３０分。葛藤と絆…「もう誰も死なせない」と誓うマーヴェリック
が挑む究極のミッションとは？
出演/トム・クルーズ（吹替：森川智之）  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 ●2022年11月2日発売 
●ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメント ●収録時間/本編約１３０分+特典映像付

ス
ト
ー
リ
ー

アメリカのエリート・パイロットチーム“トップガン”。しかし彼らは、ベスト・オブ・ザ・ベストの
エースパイロットたちをもってしても絶対不可能な任務に直面していた。任務成功のため、
最後の切り札として白羽の矢を立てられたのは、伝説のパイロット“マーヴェリック”（トム・
クルーズ）だった。記録的な成績を誇る、トップガン史上最高のパイロットでありながら、
常識破りな性格と、組織に縛られない振る舞いから、一向に昇進せず、現役であり続ける
マーヴェリック。なぜ彼は、トップガンに戻り、新世代トップガンとともにこのミッションに命を
懸けるのか？

DVD
1枚

BD
1枚

新作

456 457

458

459
460 461

462

463

467

471

464

465
466

468
469

470

472 473

松任谷由実/ユーミン万歳！
～松任谷由実50周年記念ベストアルバム～

456 原田知世/原田知世のうたと音楽
～デビュー40周年記念ベスト・アルバム

457

原由子/婦人の肖像（Ｐｏｒｔｒａｉｔ ｏｆ ａ Ｌａｄｙ）458

大滝詠一/Ａ ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮ
40ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｅｄｉｔｉｏｎ

459
松山千春/
スーパー・ヒット・セレクション20

460
中島みゆき/Singles 2000461 反田恭平/ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番462

ルイ・アームストロング/
サッチモ・クリスマス
～ルイ・ウィッシズ・ユー・ア・クール・ユール

463
カーペンターズ/シングルス 1969-1981464

ＧＯＬＤＥＮ ＹＥＡＲＳ ＯＦ 
ＣＩＴＹ ＰＯＰ

465
クラシックを聴きたくて
～聖なる夜をロマンティックに

466

ＣＯＦＦＥＥ ＢＲＥＡＫ ＪＡＺＺ
（ＥＶＥＮＩＮＧ ＢＬＥＮＤ）

467 チャイコフスキー・プレミアム
望郷のアンダンテ・カンタービレ

468 〈かつて吹奏楽部だったオトナたちへ〉
もう一度、みんなと吹きたい。

思い出の吹奏楽曲集
469 レトロ＆スタンダード

～みんな愛したアニメソング50～
470

楽しくドンドン丸覚え！九九のうた
～英語・人体・県庁所在地～

471
やまと尼寺 精進日記 ひとり生きる豊穣472 トップガン マーヴェリック473
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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
年末年始も年末年始も
常備したい常備したい

食感のよい、
体にやさしいおやつ

粒コーンが入ったまろやかな味わい

カリフォルニア産有機プルーン100％の自然な甘み 牛乳でつくる果肉入りミックスベリーミルク

大粒くるみと小魚の健康おやつ

サラダや皿うどんにおいしい
お米の甘みが味わえるノンアルコールタイプ

小魚まるごとザクッと食感

×5

×5 ×12

香ばしいくるみとごまを絡めました

×6

食べておいしい、体にうれしい

アーモンド・
カシューナッツ・
クルミ・チーズ

長時間熟成させる
ことで真っ黒に

手軽に始めるヘルシー食習慣

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

糖質30％オフ
（製造者商品比較）

糖質45％オフ
（製造者商品比較）

牛乳で溶かすだけ

麺の食感をそのままに
サラダ等との相性を考えました。

コーンの風味と
濃厚感にこだわりました。

調理例

フリーズドライ

1000ml×６本の大容量

調理例

おいしくて、しかも糖質オフ手軽で簡単手軽で簡単！！

糖質

7.6
g/1食

糖質

19.5
g/1食

・大豆イソフラボン	 49ｍｇ
・プロテイン	 11.7ｇ
・ＧＡＢＡ	 6.0ｍｇ
・食物繊維	 9.9ｇ
・鉄	 2.4ｍｇ
※製品100ｇあたり

本体1,480円（税込1,598円）
★規格：135g×3／袋
❶有機栽培されたカリフォルニア産プルーンの種を抜き、しっとりやわらかな食感に仕上げ
ました。食物繊維やカリウムを含むプルーンを毎日の健康にお役立てください。❷常温365
日間❸-

476 �有機プルーン�種ぬき��
3袋組

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-

477�ワイルドブルーベリー
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

475�ぽりぽり�発芽玄米�おから大豆�うす塩味
申込
番号

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

479 �Today＋�ミックスナッツ�チーズ入り
申込
番号

本体700円（税込756円）
★規格：130g／袋
❶オメガ3を含むくるみにごまをまぶ
した、甘くて食べやすいお菓子です。❷
常温120日間❸小麦、乳

480 �永平寺�ごまくるみ
申込
番号

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

481�くるみ小魚
申込
番号

本体1,420円（税込1,533円）
★規格：45g×5／袋
❶ザクッとした食感の小魚にクラッシュ
アーモンドを加えてほんのり甘く仕上げ
ました。カルシウム・たんぱく質・EPA・
DHAを手軽に摂取できます。5袋セット。
❷常温180日間❸卵

482“ザクッ”っと
　�まるごとお魚
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-

474 �熟成黒にんにく�青森のくろ
申込
番号

本体1,000円（税込1,080円）
★規格：9.1g×10食／袋
❶牛乳を注いでかき混ぜるだけ。ブルーベリーとラズベリーの酸
味をきかせた、甘すぎない爽やかな味わい。ケーキの生地に練り
込んだり、シリアルのトッピングにしても。❷常温12ヶ月間❸-

478�まるごと�ベリーベリー
申込
番号

本体3,480円（税込3,758円）
★規格：1000�×6本／箱
❶原料は米と米麹のみ。大容量でお届けします。ホットでもアイスでも。アレンジレシピでい
ろんなバリエーションが楽しめます。❷常温300日間❸-

485�お米と米麹でつくった��
あまざけ

申込
番号本体1,000円（税込1,080円）

★規格：150g×5／箱
❶袋のままレンジであたためるだけ。コーンの風味
と濃厚感にこだわりました。製造者商品比較で糖質
30％オフ。❷常温390日間❸小麦、乳

483 �からだシフト�糖質コントロール��
コーンポタージュ

申込
番号

本体1,920円（税込2,073円）
★規格：60g×12／箱
❶1食当たり食物繊維13.3g・乳酸菌100億個を配合。麺の
食感をそのままにサラダ等との相性を考えました。製造者
商品比較で糖質45％オフ。❷常温210日間❸小麦

484�からだシフト��
糖質コントロール�パリパリ麺

申込
番号

474 475

476
477

478

479

480
481

482

485

483 484



※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/
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個包装で
持ち歩きにも

忙しい毎日に元気をチャージ！人気の食品＆サプリ

粉ミルクで摂る、たんぱく質

魚と植物の栄養素をバランスよくまとめました

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

国産菊芋を皮ごと直火焙煎

ヒアルロン酸と2つの軟骨成分をバランスよく配合

光のストレスを軽減、くっきり見る力を改善

×5

コレステロールが気になる方に

国産大麦若葉使用

ビタミンB6・C・D・E・ナイアシンを手軽に摂取

×2

糖の吸収を穏やかに 「いただきます」のタイミングで飲むのがオススメ 体重・体脂肪を減らす

生協限定デザイン缶に入ったビタミンゼリー

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

1袋（7粒）に31種類の栄養成分を配合 

※イメージ※イメージ

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

アントシアニンが豊富な北欧産ビルベリー種を使用

黒酢もろみ末 黒酢エキス末 発酵黒ニンニク末

発酵黒タマネギ末 梅干し粉末 しじみエキス末 黄金しょうが粉末

7つの国産原料を配合

ルテイン・
ゼアキサンチン配合

コーヒーに！コーヒーに！

いつもの飲み物が
おいしいラテに！

青汁に！青汁に！

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
毎
日
に

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

〈 496・497共通〉

これぞミルクパワー
・カルシウム�········150mg
・ラクトフェリン�······30mg
・乳酸菌�············110億個
※1回分目安（20g）あたり

カラダ作りの基本
たんぱく質

6,000mg配合
女性にうれしい！

・コラーゲンペプチド�・ヒアルロン酸
※1回分目安（20g）あたり

※イメージ※イメージ

（５粒中）

本体1,200円（税込1,296円）
★規格：33g［1粒重量550�（1粒内容量350�）×60粒］／袋
❶7つの国産素材（黒酢もろみ末・黒酢エキス末・発酵黒ニンニク末・発酵黒タマネギ末・
梅干し粉末・しじみエキス末・黄金しょうが粉末）を配合。18種類のアミノ酸を含有し
ています。1回の摂取目安2粒。❷常温730日間❸-

490 �黒酢�黒にんにく�黄金しょうが
申込
番号

次回予定
未 定

本体2,680円（税込2,894円）
★規格：70.5g（470�×150粒）／袋
❶魚由来のDHAとEPA、アマニとエゴマ由来のα-
リノレン酸オメガ3（n-3）系脂肪酸を組み合わせ、ビ
タミンD3・ビタミンEもプラスしました。摂取しや
すいレモンの香り。1日の摂取目安5粒。❷常温730
日間❸-

498�オメガ3
申込
番号

次回予定
1 月 号

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
2 月 号

本体7,391円（税込7,982円）
★規格：26.2g（291�×90粒）×3／袋
〈 491・492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

492 �大人のカロリミット�90回分
申込
番号

次回予定
2 月 号

本体2,593円（税込2,800円）
★規格：26.2g（291�×90粒）／袋

491 �大人のカロリミット��
30回分

申込
番号

次回予定
2 月 号

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

493 �内脂サポート
申込
番号

次回予定
1 月 号

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

486�キユーピー��
元気セブン�select�60袋

申込
番号

次回予定
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

487�キユーピー��
ブルーベリー＆�
ルテイン�View

申込
番号

次回予定
年 度 末

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

488�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
2 月 号

本体2,670円（税込2,883円）
★規格：90g（3g×30袋）／箱
❶国産大麦若葉使用。コレステロールの吸収を抑え、血清コレステ
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

495�キトサン大麦若葉�花まる青汁
申込
番号

次回予定
未 定

本体1,480円（税込1,598円）
★規格：160粒／缶
❶レモン風味で5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-

496�ビタミンゼリー�サンリオ缶
申込
番号

次回予定
未 定

本体2,800円（税込3,024円）
★規格：160粒×2／袋
❶レモン風味がおいしいゼリータイプのビタミンです。
不足しがちなナイアシンも配合。お得な2袋組。1日の
摂取目安2粒。❷常温730日間❸-

497�ビタミンゼリー��
レモン風味�2袋組

申込
番号

次回予定
未 定

本体1,680円（税込1,814円）
★規格：240g／アルミ袋
❶ビタミン・ミネラルをはじめ、ビフィズス菌・ラブレ菌・コラーゲンにヒアルロン酸などがおい
しく摂取できます。❷常温730日間❸乳

489 �おとなのミルク習慣�プレミアム
申込
番号

次回予定
未 定

本体1,580円（税込1,706円）
★規格：60g（2g×30包）／袋
❶国産菊芋を皮つきのままじっくり焙煎し、菊芋本来
の甘みと香りを引き出しました。毎日飲むお茶とし
てノンカフェインで体にやさしく、抽出しやすい三角
ティーバッグ。水出し・お湯出し共用タイプ。❷常温
730日間❸-

499 �国産菊芋茶�30包
申込
番号

次回予定
1 月 号

本体1,480円（税込1,598円）
★規格：60粒（1粒470�／内容物300�）／袋
❶ルテイン・ゼアキサンチンには目の黄斑色素密度を
増やし、紫外線やブルーライトなどの光のストレスを
軽減し、ぼやけ・かすみを和らげくっきり見る力（コン
トラスト感度）を改善する機能があることが報告され
ています。1日の摂取目安2粒。❷常温731日間❸-

500�オリヒロ��
ルテインプラス

申込
番号

次回予定
未 定498 499 500

495

496

497

494

492

491

493

490

486

487

488

489
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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

迎
新
年
を
彩
る

お
飾
り
や
縁
起
物

本体1,380円（税込1,518円）
★色：レッド★サイズ（フタセット時）：S＝約奥10.8×幅11.0×高4.7�、M＝約奥13.8×
幅14.5×高6.3�★重量：S＝約205g、M＝約380g★材質：本体＝耐熱ガラス（耐熱温度
差120℃）、フタ＝ポリプロピレン（耐熱温度140℃）★生産国：日本
※フタは上から被せるだけの物で、完全密封ではありません。
※製造工程上、フタの閉まり具合に強弱がありますが、ご使用に問題はありません。

508 �ハリオ�耐熱ガラス製保存容器�3個組
申込
番号

本体1,280円（税込1,4081,408円）
★内容：干支、台、屏風、札★サイズ：干支（金）＝約奥5×幅8×高7.3�、干支（銀）
＝約奥4.5×幅8×高6.4�、台＝約奥9×幅19.5×高1.5�、屏風＝約縦15×横
17.5�、札＝約奥1.8×幅2×高4�、セット＝約高15�★総重量：約166g★材
質：干支＝陶器・レーヨン、台＝ABS樹脂、屏風＝紙、札＝木★生産国：干支＝中
国、その他＝日本

501 �開運干支�金銀紅白梅�卯
申込
番号

本体780円（税込858858円）
★内容：干支、台、屏風、札★サイズ：干支＝約奥5.5×幅8.8×高7.9
�、台＝約奥7.5×幅11.3×高1.2�、屏風＝約縦9.8×横15�、札＝
約奥1.3×幅1.3×高2.7�、セット＝約高9.8�★総重量：約104g★
材質：干支＝陶器、台＝ABS樹脂、屏風＝紙、札＝木★生産国：干支＝
中国、その他＝日本

502 �開運干支�俵乗り�福卯
申込
番号

本体11,500円（税込12,65012,650円）
★サイズ：横21×奥13×高42�★重量：243g★材質：プリザーブドフラワー＝ダリア・
ミスティー・稲穂・ミリオクラダス・ヒノキの実・小枝・モスアーティシャルフラワー、造
花（椿・南天・桃）＝ポリエステル・ポリエチレン、ひも（リボン） ＝ポリエステル・コット
ン、水引＝紙、迎春ピック＝天然木★生産国：日本
※新鮮な生花を加工、ひとつひとつ手作りで仕上げているため、色合い・大きさ・花の種※新鮮な生花を加工、ひとつひとつ手作りで仕上げているため、色合い・大きさ・花の種
類が多少異なる場合があります。湿気の多い場所や環境によってはカビが発生する場類が多少異なる場合があります。湿気の多い場所や環境によってはカビが発生する場
合があります。※花器・傘は付いておりません。合があります。※花器・傘は付いておりません。

503�はなごころ�飾り
申込
番号

番号 規格 申込番号 価格

504 2本組 本体6,500円（税込7,150円）
505 1本 本体3,500円（税込3,850円）

〈 504・505 共 通 〉 ★サイズ：榊＝幅19×奥3×高36cm★材質：榊★重量：約50g  
 （1本）★生産国：中国
※榊は自然のものを使用しているため、大きさ・形に差があります。※榊は自然のものを使用しているため、大きさ・形に差があります。
※多少の傷や穴などがある場合があります。※多少の傷や穴などがある場合があります。
※榊立ては付いておりません。※榊立ては付いておりません。

プリザーブド榊
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1本505

こびりつきにくい加工で
お餅がラクに取れます

コンパクトに収納可能 耳
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分
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ょ
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ゆ
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本体698円（税込767円）
★サイズ：約23.8×22×高2.6�★耐熱温度：－20～140℃
★材質：ポリプロピレン★生産国：日本
※オーブン・グリル・トースター機能で使用しないでください。

509 �電子レンジでふっくら餅トレイ�
　ミッキーマウス
申込
番号

食洗機対応

電子レンジ専用

スペアーインキ3本付

本体 電子レンジ可/オーブン可/食洗機可

フタ 電子レンジ可/オーブン不可/食洗機可

レンジで簡単、
お餅がふっくら！

年末年始の料理の
保存に

毛筆のなめらかな書き心地を手軽に

携帯にも便利携帯にも便利

年賀状にも
おすすめ

Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2022Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv, 1953-2022

スマホを立て掛ける溝の幅は約1.3cm

卯年を彩るかわいいデザイン！充電コードを差したまま
使用可能

四季を感じる
万年カレンダー

縦置き横置きどちらも可能

春

ガラス製でニオイが
付きにくい

まとまりがよく、
トメ・ハネ・ハライが

キレイに ナチュラルな木の質感が
やさしげな
スマホスタンド

シーズンキューブ
に

使用されているイ
ラストは

全6種

3
個組

本体1,980円（税込2,1782,178円）
★サイズ：使用時＝約10×10×高11�★材質：ひのき★生産国：日本
※素材の特性上、色・風合い・形が異なることがあります。※素材の特性上、色・風合い・形が異なることがあります。
※お札は付いておりません。※お札は付いておりません。

506�ひのき鳥居お札立て
申込
番号

本体1,880円（税込2,0682,068円）
★内容：本体、台、札★サイズ：本体＝約径4×高6.6�、
台＝約奥8×幅8�、札＝約奥1.5×幅1.5×高2.8�、
セット＝約高7.1�★総重量：約141g★材質：うさぎ・
台＝ソーダガラス、玉＝クリスタルガラス、札＝木★
生産国：中国

507 �手作りガラス
　玉乗りうさぎ
申込
番号

本体1,980円（税込2,178円）
★付属品：スペアーインキ×3本★サイズ：径1×
長13.5�（キャップ含む）★材質：本体・キャップ
＝アルミニウム、穂先＝ポリエステル、インキ＝
水性顔料インキ★生産国：日本

510�くれ竹�万年毛筆�
　（赤軸）
申込
番号

本体1,480円（税込1,628円）
★サイズ：本体＝約径7×高8�、収納部＝約1.3�★材
質：天然木（ラッカー塗装）★生産国：ベトナム

511�ミッフィー�スマホスタンド
申込
番号

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

512�ミッフィー�カレンダー
申込
番号

職人がひとつひとつ
手作業で制作

プリザーブド加工なので
毎年飾って楽しめます

カートリッジ式 インキ
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