
生産先 品番 製品名
定価

（税込）

MANOI企画 MANOIオリジナル・ダンスDVD『未来（あす）へ/ジグザグ』 ¥1,650

MANOI企画 ATSUMOアイドロイド5/ファーストDVD ¥1,650
MANOI企画 オリジナルクリアファイル ¥200
MANOI企画 オリジナルクラッチバッグ(工具入れにぴったり) ¥1,400
MANOI企画 オリジナルトートバッグ ¥950
MANOI企画 オリジナルミニタオル ¥850
MANOI企画 オリジナルマグカップ ¥2,200
MANOI企画 オリジナルステッカー(ロボット出没注意) ¥250
MANOI企画 オリジナルステッカー(I LOVE ROBOTS) ¥250
MANOI企画 オリジナルステッカー(ロボットメカクリニック募集中) ¥250
MANOI企画 オリジナルステッカー(Robot in car) ¥250
MANOI企画 オリジナルステッカー(ロボットが乗っています） ¥250

MANOI企画 オリジナルステッカー(いつでもロボに会える街あつぎ MANOI) ¥200

MANOI企画 オリジナルステッカー(いつでもロボに会える街あつぎ AI) ¥200

MANOI企画 オリジナルマグネット(Robot in car) ¥300

MANOI企画 オリジナルマグネット(ロボットが乗っています） ¥300

MANOI企画 KHR-3HV　22軸　無線コンプリートセット ¥220,000

MANOI企画 ダンボールロボ ¥300

近藤科学 KXR-A5 アーム ¥38,250

近藤科学 KXR-L4T-R カメ ¥55,950

近藤科学 03178 KHR-3HV　17軸　アニバーサリーセット ¥140,800

DEAGOSTINI Robi1(組み立て済み完成品) ¥107,800

講談社 コミュニケーションロボットATOM（完成版） ¥187,000

講談社 コミュニケーションロボットおすわりATOM（完成版） ¥29,700

エレキット JS-6215 ビルドロイド ¥3,050

エレキット MR-9105 水圧式ロボットアーム ¥5,250

エレキット JS-7903 4WD燃料電池カー ¥2,050

エレキット JS-7902 アクア・スパイダー ¥1,650

エレキット JS-7905 エアエンジンカー ¥2,750

エレキット JS-6211 ミニソーラーメタルカー ¥1,300

エレキット JS-6701 ソーラーバッタ ¥950

エレキット JS-691 ペットボトルソーラーカーⅡ ¥1,750

エレキット JS-629 AM/FMハコラジ ¥2,300

エレキット JS-625R はこアニメ ¥2,200

エレキット MR-9108 とげまる ¥4,400

エレキット MR-9109 ビットさん ¥3,700

エレキット TK-740 オルゴールごまⅡ ¥1,300

エレキット JS-6214 スペースローバー ¥1,950

エレキット JS-6118 チャージレーサー ¥1,300

エレキット JS-7906 燃料電池ミニバギー ¥1,650

エレキット JS-6213 メカホッパー ¥1,300

エレキット JS-6212 ロボシシ ¥1,650

エレキット JS-6171 スペースロボ７（セブン） ¥2,500

エレキット JS-6191 ソーラーダイナソー ¥2,400

エレキット MR-9773 スクローラーⅡ ¥1,950

エレキット MR-9782 トルネーダー ¥4,150

エレキット MR-9142R KOROBO用ｺﾝﾊﾟｽｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ ¥7,700

エレキット SU-1201 モータードライバーシールド ¥3,300

エレキット MR-003 光センサーよけロボ ¥2,200

エレキット MR-972 アボイダーⅢ ¥4,250

ロボットゆうえんちオリジナル

近藤科学

DEAGOSTINI

講談社

イーケイジャパン



エレキット JS-6521 とことこペンギン ¥1,950

エレキット JS-6801 ソーラートレイン ¥1,300

エレキット JS-6114Ｆ 牛乳パックソーラーランタン（フルカラー） ¥1,500

エレキット JS-6111S メッセージちょきん箱 ¥1,500

エレキット JS-7900 マグネシウム燃料電池カー ¥1,300

エレキット PU-2307 動きセンサー・ボイスレコーダー ¥2,200

エレキット AP-204 薄型スピーカー ¥300

エレキット TK-724R うそ発見器 ¥1,950

エレキット TK-737 金属探知機 ¥2,300

エレキット TK-741D ママがきたセンサー（創立25周年記念パッケージ) ¥2,400

エレキット ZZ-02 PIECE　基本セット ¥9,650

エレキット FW-05 ファブウォーカー ¥6,900

エレキット MR-9192 KOROBO2 ¥9,200

エレキット MR-9192PCB KOROBO　アップグレード基盤セット ¥3,850

エレキット MR-002 ライントレースカー ¥2,200

エレキット AW-866 メロディー時計2 ¥3,300

エレキット AW-865 ミニ・グランドピアノ ¥3,300

エレキット BT-8282R デカデジクロック ¥5,900

エレキット TK-725R 電子サイコロ ¥1,650

エレキット TK-735S アクティブスピーカ ¥2,200

エレキット JS-625ST はこアニメ専用イラストシート ¥350

エレキット ZZ-ST01 PIECE　追加モジュールセット1 ¥7,450

エレキット ZZ-ST02 PIECE　追加モジュールセット2 ¥7,450

エレキット ZZ-ST03 PIECE　追加モジュールセット3 ¥5,900

エレキット ZZ-03 PIECE　電源セット ¥1,950

エレキット RCJ-05R ロボカップジュニア公式赤外線発光ボール ¥7,150

エレキット MR-9162 赤外線ボールセンサーモジュール ¥4,600

エレキット MR-9102 トリプルレンジャー ¥4,150

エレキット MR-999R ロボットアーム2 ¥7,150

エレキット MR-9802 たまロボ ¥3,300

エレキット MR-9101R バトルタイタン2 ¥4,150

エレキット JS-610 6in1ソーラー工作キット ¥2,500

童友社 KJS-1 科学と実験　セレクション　シャボン玉メーカー ¥1,650

童友社 KJS-2 科学と実験　セレクション　ロボクワガタ ¥1,650

童友社 KJS-3 科学と実験　セレクション　ピッチングマシーン ¥1,650

童友社 KJS-4 科学と実験　セレクション　扇風機 ¥1,650

童友社 カメラ内蔵マルチコプター　スカイショット　MODE2　RED　/トイドローン ¥8,550

童友社 カメラ内蔵マルチコプター　スカイショット　MODE2　BLUE　/トイドローン ¥8,550

童友社 AT　（赤）　/コミュニケーションロボ ¥5,450

童友社 AT　（緑）　/コミュニケーションロボ ¥5,450

童友社 AT　（黄）　/コミュニケーションロボ ¥5,450

童友社 14500 RCミニクール　ダイナマイト・ブラック ¥3,800

童友社 14502 RCミニクール　トルネード・エメラルド ¥3,800

童友社 14503 RCミニクール　ユニコーン・レッド ¥3,800

童友社 14504 RCミニクール　ムーンサルト・グリーン ¥3,800

童友社 14505 RCミニクール　ラリアット・ブルー ¥3,800

童友社 14507 RCミニクール　クレージー・グリーン ¥3,800

童友社 木製立体パズル　大秀才の青箱 ¥1,050

童友社 木製立体パズル　大天才の赤箱 ¥1,050

アーテック 007875 くねくね知育パズル ¥600

アーテック 008703 ふうせんヘリコプター ¥300

アーテック 094706 ペットボトルロケット組立キット ¥1,150

アーテック 094893 ＲＣキューブ組立キット ¥2,150

アーテック 008064 月の満ち欠け体験キット ¥1,100

アーテック 077885 Ａｒｔｅｃブロック　ロボリンク１（１モーター） ¥2,800

アーテック 077886 Ａｒｔｅｃブロック　ロボリンク２（２モーター） ¥4,150

童友社

アーテック



アーテック 55743 手作りリトマス紙でわかる酸・アルカリ ¥1,400

アーテック 55759 電気が作る磁石の世界 ¥1,650

アーテック 55768 わくわく風船パワー体感キット ¥1,200

アーテック 55712 重さが見える！すうじてんびん ¥1,500

アーテック 55779 音の不思議体感キット ¥1,400

アーテック 55775 光と鏡の不思議体感キット ¥2,050

アーテック 55793 スライム電池製作キット ¥1,500

アーテック 55741 光る指紋の採取キット ¥1,500

アーテック 55713 はじめての化学実験キット ¥1,950

アーテック 55781 氷のふしぎ体験キット ¥1,400

アーテック 56840 カラフルフラッシュ万華鏡 ¥600

アーテック 8967 光でお絵かきマジカルセット ¥900

アーテック 93118 ３Ｄカメラ組立キット（化粧箱） ¥2,750

アーテック 55738 物の正体をつきとめろ！回転分離マシーン ¥2,200

アーテック 1874 ジョイントブロック ¥250

アーテック 94922 空気エンジンレーサー ¥3,300

アーテック 1663 クリエイティブプレート ¥300

アーテック 85830 alilo（アリロ）基本セット　/プログラミング学習トイ ¥20,350

タミヤ 71123 手回し発電クランク歩行メカ ¥2,150

タミヤ 71124 メカマンモス ¥1,700

タミヤ 71114 メカフグ ¥1,700

タミヤ 71119 ２ｃｈリモコン　クワガタロボ ¥2,700

タミヤ 71118 ２ｃｈリモコン　カブトムシロボ ¥2,700

タミヤ 71117 ぷるぷるテントウムシ ¥850

タミヤ 71115 ぷるぷるねずみ ¥850

タミヤ 71105 メカキリン ¥1,400

タミヤ 71102 メカカンガルー ¥1,400

タミヤ 71108 メカラビット ¥1,400

タミヤ 71111 メカピッグ ¥1,400

タミヤ 75020 かたつむりライントレーサー ¥2,600

タミヤ 70210 ホイールウォーカー工作セット ¥2,850

タミヤ 70211 アームクローラー工作セット ¥2,050

タミヤ 70213 フィンキックメカ工作セット ¥1,950

タミヤ 70119 水陸両用車工作セット　(オレンジ) ¥1,400

タミヤ 69926 水陸両用車工作セット　(ブルー/イエロー) ¥1,400

タミヤ 70186 水中ギヤボックスセット ¥1,300

タミヤ 70195 壁づたいメカ（テントウムシ） ¥1,950

タミヤ 70198 壁づたいメカ（ねずみ） ¥1,950

タミヤ 70089 歩くティラノサウルス工作セット ¥1,950

タミヤ 70094 歩く象工作セット ¥1,400

タミヤ 70104 ブルドーザー工作基本セット ¥3,050

タミヤ 70107 ショベルドーザー工作基本セット ¥3,950

タミヤ 70113 ４輪駆動車工作基本セット ¥2,200

タミヤ 70162 リモコンロボット製作セット（タイヤタイプ） ¥4,150

タミヤ 70170 リモコンロボット製作セット（クローラータイプ） ¥4,150

タミヤ 70166 音センサー歩行ロボット製作セット ¥3,050

タミヤ 70216 ３ｃｈ　RCロボット製作セット ¥9,450

タミヤ 70222 はずみ車動力ユニット ¥1,050

タミヤ 70223 はずみ車動力かたつむり工作セット ¥1,400

タミヤ 70224 泳ぐイルカ工作セット ¥1,650

タミヤ 71110 リモコン ボクシングファイター     ¥2,700

タミヤ 71121 手回し発電・2足歩行メカ     ¥2,150

タミヤ 71122 手回し発電・4足歩行メカ ¥2,150

タミヤ 75025 手回し発電工作セット ¥3,950

タミヤ 75021 ﾙｰﾌﾟｳｲﾝｸﾞ風力発電工作ｾｯﾄ ¥4,150

タミヤ 76007 ｿｰﾗｰ工作「パタパタとんぼ」ｾｯﾄ ¥3,950

タミヤ 76008 ソラえもん号　工作セット（2011） ¥4,150

タミヤ 70226 水上バイク工作セット ¥2,050

タミヤ



タミヤ 70178 ミニ水中モーター ¥750

タミヤ 76012 ソーラーカー工作セット ¥3,050

タミヤ 69931 チェーンプログラムロボット工作セット(ブルー/イエロー) ¥3,700

タミヤ 69928 ムカデロボット工作セット(クリヤーオレンジ) ¥3,500

タミヤ 70232 チェーンプログラムロボット工作セット(オレンジ) ¥3,700

タミヤ 70095 ミニバイク工作セット ¥1,750

タミヤ 70112 バギー工作基本セット ¥2,050

タミヤ 70230 ムカデロボット工作セット ¥3,500

タミヤ 70228 アームクローラー工作セット(2chリモコンタイプ) ¥2,850

タミヤ 70227 カムプログラムロボット工作セット ¥3,500

タミヤ 75027 かたつむりライントレーサーⅡ　工作セット ¥3,050

タミヤ 70217 はずみ車動力車工作セット ¥2,050

タミヤ 70218 泳ぐマンタレイ工作セット ¥1,650

タミヤ 70114 手こぎボート工作セット ¥1,300

タミヤ 71126 メカ・スイマー(クロール/バタフライ/背泳ぎ) ¥2,150

タミヤ 71125 メカ・フィッシュ(尾ヒレ走航タイプ) ¥2,150

タミヤ 71112 メカ・ダービー(両足キック走行タイプ） ¥1,400

タミヤ 71109 メカ・タイガー(4足歩行タイプ) ¥1,400

タミヤ 71106 メカ・タートル(クロール走行タイプ) ¥1,400

タミヤ 71104 メカ・ダチョウ(2足歩行タイプ) ¥1,400

タミヤ 71101 メカ・ドッグ(4足歩行タイプ) ¥1,400

タミヤ 71103 メカ・ビートル(障害物回避タイプ) ¥1,400

タミヤ 70154 水中モーター(船体付き) ¥850

タミヤ 70120 ロープウェイ工作セット ¥1,300

タミヤ 70115 3チャンネルリモコン　フォークリフト工作セット ¥4,150

タミヤ 71107 2チャンネルリモコン・インセクト(6足歩行タイプ) ¥2,700

タミヤ 76504 1/50　ホンダ　ドリーム ¥2,150

タミヤ 76503 1/50　トヨタ　ララ10 ¥2,150

タミヤ 76501 1/50　京セラ　ブルーイーグル ¥2,150

トレンドマスター おひざのうえでなでなでねこちゃんDX2　みけちゃん ¥6,550
トレンドマスター なでなでワンちゃん　秋田犬 ¥8,950

マテル・インターナショナル DKT39 コード・A・ピラー/プログラミング学習トイ ¥8,250

学研 1020441900 ロボットパークは大さわぎ！/マンガで判る学習本 ¥1,300

小泉商会 KC-9058 音が出るメモクリップ　ステゴサウルス ¥400
小泉商会 9298 サウンドチューブ ¥250
小泉商会 KE-888-A278 グリッター星ストラップ ¥350
小泉商会 TJK-0020 スパイグラス ¥450
小泉商会 GS-26-1 テストチューブスライム ¥200
小泉商会 FW-A0338 ジャイアントめがね ¥250
小泉商会 FW-A04908 スパイミラー(４色アソート) ¥200
小泉商会 0110B-3C 蓄光ペン ¥350

株式会社小泉商会

トレンドマスター

マテル・インターナショナル

学研


