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だから、いつも夢中。エンゲージング・トイは“4つのコト”を大切にしています。
子どもが持つ「こころの声」に耳を傾けることから、エンゲージング・トイは生まれました。

世界中から選ばれたエンゲージング・トイは、
8つの力を育むための要素を持っています。

エンゲージング・トイ、それは “ 夢中になるおもちゃ”という意味です。

そこには、おもちゃをきっかけにして、

親子でふれあってほしいという想いも込められています。

手と頭脳を使って創造性を高めながら、

親子でふれあい、夢中になって遊ぶ。

自ら「遊びたい！」と思ったときこそ、

子どもの才能はどんどん伸びていきます。

世界中からセレクトされた

エンゲージング・トイなら、

つくって、あそんで、家族と一緒になって夢中になる

「体験」が待っています。

発想力

集中力

創造力

構成力

音感力

社会力

手指の運動能力

色彩感覚力

ひらめきを養う力

追求し持続させる力

0 から 1 を生み出す力

1 を 10 にまで高める力

音で世界を表現する力

みんなと繋がる力

直感をカタチにしていく力

色で世界を表現する力

これ、なに？

これ、見て！

これ、楽しい！

安心、安全

すべての始まりは
「好奇心」から。

子どもの “ できる ” を
「家族」で育む。

「夢中」になれる
奥深さが楽しい。

いつも遊ぶものだからこそ
「信頼」を届けます。

エンゲージング・トイが持つ “8 つの力 ”。



うちの子は

天才？
作品づくりに

チャレンジ！
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GEOFIX
ジオフィクス SHIP ELEPH

ANT

AIRSH
IP

FISH
子どもの集中力って、すごい！
楽しく遊んで「図形」と「立体」に強くなる知育玩具

GEOFIXの遊び方は簡単で
す。4 種類の図形ピースの
表と裏を凹凸 ( おうとつ )
で確認し、凹(おう)と凸(と
つ) の部分をカチッとつな
げます。つなげるための基
本的なルールを覚えたら、
創意工夫で作品を作ってい
きます。一人だけではなく
複数人で遊ぶことができ、
年齢を超えて家族で楽しめ
るのが大きな魅力です。

GEOFIX には 4 種類の図形があり
ます。ピースはお互いに上下左右、
どの向きにもつながります。色は赤・
青・緑・黄・白・黒の 6 色あり、色
と形の組み合わせや配色のセンスが
身につきます。

赤 青 緑 黄 白 黒

ピンク 青 緑 黄 紫 オレンジ

正三角形 正方形 正五角形

内側もつながります

正六角形

GEOFIX は平面でつなぎ合わせたピースが、どんな立
体になっていくかを組み立てながら理解する知育玩具
です。平面から立体的に組み立てる力、空間を認識
する力を育みます。

遊び方 カタチと色を理解する力を育む

平面から立体へ
空間認識力を育む

立体を構成する
力を育む2 3

1

GEOFIX（ジオフィクス）は、図形と空間の概念を教える算数の教材としてオーストラリ
アで誕生しました。素材にもこだわり、安全性や耐久性が評価され、学校教育の現場
だけでなく幼稚園や保育園でも広く愛用されています。
遊びながら色と形に触れ、組み立てる力とアートデザインスキルを伸ばすことができます。

発想力 集中力 創造力 構成力

音感力 手指の運動能力 色彩感覚力 社会力

小さな図形もつなぎ合わせていくこと
で、想像以上に大きな作品ができます。
4つのピースはどの方向にもつなげられ
るので、ボールのような曲線的な形も可
能になり、組み立て方は無限大です。

ブランドのご案内

オーストラリア 対象年齢：4歳から

エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

GEOFIX は、グッド・トイ1995 選考会において、厳正な選考の結果「グッド・トイ」として特に優れていると認めら
れました。「グッド・トイ」とは、あふれるほどの日本のおもちゃ市場のなか、市販のおもちゃの中から優良なおもちゃ
選びの指針となるよう、認定 ＮＰＯ法人 芸術と遊び創造協会により、1985 年にスタートした選定制度です。健全で
あり、ユニバーサルな遊びとコミュニケーションを尊重した、ロングセラーのおもちゃが選ばれます。

グッド・トイ（GOOD TOY）認定おもちゃ

夢中力で培われる能力

平らな場所で繋ぎ合わせて、指先を器用に使うことを学ぶ。

立体を組み立てるので、空間認識力が身につく。

魚を作ったり、お城を作ったりすることで、発想力や創造性が身につく。

達成感を感じながら全体を構成する力が育まれる。

じっくりと遊べるので集中力が身につく。

図形に慣れ親しむことで、知らず知らずのうちに数学的センスが磨
かれる。

CASTL
E

TOWE
R

スタンダードカラー

クリスタルカラー

開発国

ウェブでも
ご覧いただけます。
ウェブでも

ご覧いただけます



mic-o-mic は、組み立て終わった後
もリアルな動きで遊んでいただけるお
もちゃです。 車輪やプロペラ、荷台
など、個々の作品に特有の動きを持
たせ、動かして遊ぶだけでもご満足
いただけます。また、インテリアとし
て飾ったり、コレクションとして集め
たりすると、よりいっそう楽しさが広
がります。

パーツどうしは、黒いジョイ
ントチップとカラフルなピンを
使ってつなぎとめていきます。
どこからどのように組み立てた
ら良いか、じっくり考えながら
最後まで完成させましょう。
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未来のエンジニアを育てよう!
元エンジニアが設計したブロック遊びでグングン育脳

完成後も楽しい！リアルな動作も楽しみのひとつ。

教育者と一緒に開発された
アーティスティックな知育トイ

ネジやナット、ドライバーなど本物
そっくりな工具を使って作品を作りあ
げます。リアルな設計をプラモデル
感覚で体験できます。

精巧な作りのパーツで
技術的な設計を体験

Kiditecを楽しむ つのステップ３
STEP1

Kiditec（キディテック）は、子どもの
創造性を刺激し、技術力を高める独
創的なおもちゃ。未来のエンジニアを
育てるべく、スイスの元エンジニアが
設計した高品質なブロックです。構築
意欲をかきたてる個性的なパーツか
ら、無限の可能性を見出すことができ
ます。

Kiditec

mic-o-mic

キディテック

ミックオーミック

発想力

発想力

集中力

集中力

創造力

創造力

構成力

構成力

音感力

音感力

手指の運動能力

手指の運動能力

色彩感覚力

色彩感覚力

社会力

社会力

スイス

ドイツ

対象年齢：6歳から

対象年齢：5歳から

エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

開発国

開発国

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

ブランドのご案内

夢中力で培われる能力

夢中力で培われる能力

ネジやドライバーを使ってブロック
を組み立てるので、手の技巧性
が身につく。

立体的に組み立てていくことで、
構造や空間を把握することがで
きる。

説明書を見て組み立てていくこと
で、目的にそって、達成すること
ができる。

じっくりと遊べるので、集中力がつ
く。

パーツを使って、オリジナルの作
品を創れるので、独創性が磨
かれる。

家族で遊べるので、コミュニケー
ションが生まれる。

専用のジョイントチップとピンを
使うので、指先を器用に動かす
力がつく。

一つのことに集中する力を養う。

調和のとれたデザインとカラーバ
ランスに触れ、デザインセンスと
色彩感覚が磨かれる。

どのパーツを使って、どのように
組み立てていったらよいのかを筋
道立てて考える力がつく。

組み立てていくことで構成力がつく。

まずは付属の組み立て説
明書を見ながら、1工程
ずつ組み立てます。

Kiditec の扱い方が把握できたところで、自分
で考えだした作品を自分で考えて組み立てて
みましょう。

mic-o-mic（ミックオーミック）は、ドイツの著名な
デザイナーであるクラウス・ミクリッツの魅惑的な美
しいデザインにより、ヨーロッパとアメリカで数 の々
アワードを受賞しているアーティスティックな知育ト
イです。“あそび ”のイメージを膨らませる色と形の
世界が、お子さまの奥底にある深い情操を育みます。

ブランドのご案内

組み立て方に慣れてき
たら、モデル例を見な
がら自分で作りたいカ
タチを考えながら組み
立ててみましょう。

STEP2
STEP3
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すべての年代に、最高のギフト
スイス生まれの音を奏でる組み立てトイ

ミッションに挑戦！ゲーム感覚で論理的思考能力を鍛える
レールブロックトイ“QBI”

Xyloba はブロック・音階プレート・レールの 3 つ
の部品から構成されています。

xyloba（サイロバ）は、スイスで生ま
れた音を奏でる組み立てトイ。木製ブ
ロックとレールを使ったボール転がし
の遊び（マーブルラン）に音階プレー
トを組み合わせた画期的な知育トイ
です。天然ブナの優しい素材を使って
創り奏でるxyloba には、無限の創造
性が秘められています。

QBI(キュービーアイ ) はレールブロッ
クを自由に組み合わせて車を走らせる
おもちゃです。 子どもの創造力、論
理的思考能力などあらゆる能力を育
み、子どもの自由な発想を大切にし
ながら、親子や子どもたち同士でコ
ミュニケーションが生まれるようにデ
ザインされています。 

チャレンジミッションや大富豪ゲームなどのパズル要素や競技性があり、多彩な遊び
方ができます。

xyloba QBI
サイロバ キュービーアイ発想力 発想力集中力 集中力創造力 創造力構成力 構成力

音感力 音感力手指の運動能力 手指の運動能力色彩感覚力 色彩感覚力社会力 社会力

スイス 台湾対象年齢：5歳から 対象年齢：3歳から

エンゲージング・トイが持つ“8つの力” エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

開発国 開発国

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

ブランドのご案内 ブランドのご案内

夢中力で培われる能力 夢中力で培われる能力

音程の違いがわかるようにな
り、音感が鍛えられる。

音階プレートで組みたてていく
ので、構成力と創造力が身に
つく。

思い描くタワーを創るため試行
錯誤する中で、集中力が身に
つく。

スタートからゴールまで自らレー
ルを創っていくので、設計して
いく力がつく。

オリジナル曲を作れるので、
独創性が磨かれる。

レールブロックを作ることで発
想力が身につく。

立体的に作っていくので、空
間把握能力が磨かれる。

答えが一つではないので、自
由に作っていく創造力が身につ
く。

大人も一緒に遊べるのでコミュ
ニケーション能力が身につく。

付属のチャレンジカードで、人
と協力して解決していく協調性
が育まれる。

音階用ブロックに音階プレート
を差し込みます。音階プレート
は転がるボールが当たると音を
奏でるプレートです。

付属の「チャレンジカード」に書かれたコースを決められたブ
ロックで作ってみよう。パズルを解く楽しさを体験でき、粘
り強く問題に取り組む力が身につきます。

車が止まったブロックの色で点数を加点して競います。決め
られた回数を周ったら終了。みんなと協力して解決すること
でコミュニケーション能力が身につきます。

短いレールは 4 分音符、長いレールは
2分音符と、レールの長さは音の拍子(リ
ズム )に対応しています。音階プレート
とレールの配置でさまざまな曲を作るこ
とができます。

ブロックを使ってボールが止まったり落ちたり
することなくコースを調整しながら設計してい
きます。

xylobaで音楽を奏でるタワーを作る

遊び方●ブロック

●音階プレート

●レール

音を奏でる
音階プレートを設置する

音符を刻む
レールを設置する

スタートからゴールまで
ボールが転がるコースをつくる

つのステップ３

QBI は大きく分けて「数学的学習分野」および「自然科学学習分野」の 2 つの分野の能力
開発に役立ちます。QBI はお子様だけではなく、大人の方々も一緒に楽しめます。ご家庭や
パーティーなどのイベント、授業など様々なシーンで楽しんで頂けます。

遊びから人との
かかわりを持ち、学ぶ。

大富豪ゲーム

ミッション編
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ペタッとくっつく！
新感覚のやわらか積み木

ぬって、はって、組み立てて、社会性を養う立体ぬりえ

接着できる場所があれば全てがキャンバス。「上に積み
上げる」だけではなく、くっつくことで表現が広がります。

シリコンコーティングで微力な接合力を持つブロックだ
から、積み上げもスイスイ進み、集中力が持続します。

乗り物やお家のパーツが描かれたイラストシートを貼れ
ば、見立て遊びやごっこ遊びも自由自在。

BOND block は子どもの「みる」「さわる」「つくる」能力を自由に発達させることで、
脳の感覚を刺激します。そこから色と形を感じ取る機能が育まれ、

さらなる言葉能力や知能の発達が促されます。

壁だってキャンバス。
自由自在さが楽しい！

くっつくから、スイスイ創れる！

付属のイラストシートでアレンジ！

シリコンコーティングで不思議な触
感。ペタっとくっつく楽しい接合に夢
中！いろんなところにペタペタッ♪身近
な壁もキャンバスに！マグネットなしで
ペタっとくっつく！シリコンコーティン
グで不思議な触感と接合が楽しい、
ちょっと変わった積み木です。

BOND block

UERUN

ボンドブロック

うえるん

発想力

発想力

集中力

集中力

創造力

創造力

構成力

構成力

音感力

音感力

手指の運動能力

手指の運動能力

色彩感覚力

色彩感覚力

社会力

社会力

日本

日本

対象年齢：3歳から

対象年齢：3歳から

エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

開発国

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

ブランドのご案内

夢中力で培われる能力

色を塗ることで色彩感覚が養わ
れる。

「 ぬる」「 はる」「 くみたて」 の作
業で達成感が得られる。

好きなことを自由に行うことで夢
中になるので、集中力が身につく。

独創性が磨かれるので創造力
が身につく。

完成したぬりえを褒めてあげること
で、コミュニケーションが深まる。

色を塗る、シールを貼る、土台を組
み立てる、飾るといった一連の楽し
い作業を行う中で、構成力と社会性
を養う、新しいタイプの知育トイです。

UERUN は「はたけ」「のりもの」「ジュエリー」の 3 種類。「のりもの」は消防車・バ
ス・電車や機関車など、乗り物大好きな男の子に。「ジュエリー」はおしゃれに興味が
出てきた女の子におすすめです。野菜やお花をうえる「はたけ」は男女問わず、食育に
も活用できます。

ブランドのご案内

「はたけ」オリジナルの
畑を作ろう！

「ジュエリー」自分だけの
ジュエリーボックス！

「のりもの」たくさんの乗り物で
街を作ろう！

UERUNの種類

夢中力で培われる能力

自由に想像しながら積み上げ
ていくブロック遊びなので発想
力が身につく。

乗り物や建物を作りながら創
造力が身につく。

多数のブロックを使って形にし
ていくので、集中力が身につく。

乗り物やお家のパーツが描か
れたイラストシートを貼って、見
立て遊びやごっこ遊びができ、
言語能力や表現力が高められ
る。

家族で一緒に遊べるので、人
とのコミュニケーション力が身に
つく。

遊 び 方

パーツに色を塗りましょう

色鉛筆などでぬりえパーツに
好きな色をぬりましょう。

STEP1

土台を組み立てましょう

土台パーツをはずして、
付属の説明書にしたがって

組み立てましょう。

STEP3
パーツを土台に
うえましょう

土台にパーツを差し込んで、
自分だけの作品に
仕上げましょう。

STEP4

遊び方

開発国

パーツをはずして、
シールで飾りましょう

シートから色をぬったパーツを
はずし、付属のシールを
貼ってデコレーション

します。

STEP2
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豊富な作品例

畳めば元通り

曲げて巻き上げれば多彩な形に

折り畳む

フレームを操作する

オレンジ レッド パープル

レベル4 レベル5 レベル6

11 12

のばす・まげる・ひらめく
大人も一緒に、遊んで脳トレ

コンパクトサイズで、どこでも3D 脳トレパズル！

たった１枚の平面からさまざまな立体
に姿を変える、画期的なおもちゃです。
何通りもの形に変化できるので、大人
も一緒に夢中になれます。畳めばコン
パクトな手のひらサイズで持ち運びも
簡単。時間と場所を選ばずにどなた
にでもお楽しみいただけます。

平面のフレームを
伸ばしたり曲げたり
することで、
様々な立体に
姿を変えます。

Jelikuの基本形です

Elephant（1ピース）

Robot（10ピース）

LOVE（2ピース）

Triangle（3ピース）

ベルギーのトイ発明家が考えた 3D
脳トレパズルです。全 6 種のカラーは
難易度レベル１～ 6 に対応。5 歳以
上のお子様から大人まで、それぞれ
のレベルに合わせた遊び方ができま
す。大人の頭の体操にもお勧めです。

ハッピーキューブはシートの色によって難易度が変わり、それぞれのレベルのパズル遊
びが楽しめます。

Jeliku Happy Cube
ジェリク ハッピーキューブ発想力 発想力集中力 集中力創造力 創造力構成力 構成力

音感力 音感力手指の運動能力 手指の運動能力色彩感覚力 色彩感覚力社会力 社会力

台湾 ベルギー対象年齢：3歳から 対象年齢：5歳から

エンゲージング・トイが持つ“8つの力” エンゲージング・トイが持つ“8つの力”

開発国 開発国

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

ブランドのご案内 ブランドのご案内

夢中力で培われる能力
夢中力で培われる能力

表現したいものを形にすること
で創造力が身につく。

立体感覚を磨くことで空間を
形づくる発想力が身につく。

遊んでいくうちに組み立てる力
を培う。

形にできたときに達成感を味
わうことができる。

異なるピースの形を見極めて繋
げていくので、指先の運動能
力が身につく。

立体にしていく構成力や空間
認識力が身につく。

達成感を感じながら集中力が
身につく。

問題解決の意識を持ちなが
ら、ゴールに向けて達成するこ
とができる。

フレームを折り畳んでまとめれ
ば、平面を作ることができます。
パーツ同士はすべて結合されて
いるのでバラバラになることが
なく、お片付けも楽々です。

U 字型フレームは大きい順から段階的に接合さ
れています。1つのフレームを折り返すために隣
接したフレームを操作しながら複雑な形状を作
り出せます。

Jeliku は接合された10
個の U 字型フレームでで
きています。各ジョイン
ト部分を簡単に回転させ
ることができるため、様々
な角度でフレームを曲げ
ていくことが遊びの基本
になります。

シートからピースを外して立体キューブを作ります。シートは
色別に 6 つのレベルがあります。もっとも簡単なレベル1で
キューブが作れるようになったら、他のレベルのシートに挑
戦してみましょう！

キューブができたらシートのフレームに戻していきましょう。
戻すことでも頭を使うので、平面での組み合わせを把握する
トレーニングになります。これも難解度高め！

同じサイズのジェリクを2つ以上組み合わせれば、
さらに複雑な立体作品を創ることができます。木
やロケット、ロボットにいたるまで、多彩なジャン
ルに挑戦することで、構成力が身につき、さらに
アート感覚も磨かれます。

遊び方

遊び方

曲げる

アイデア次第で、
創作できる作品は無限大

立体キューブを作る

シートに戻す

STEP 1

STEP 2

ブルー グリーン イエロー

レベル1 レベル2 レベル3

2 つ以上のシートを使って、マルチカラーの立体キューブや細長いタワー
を作ったり、様々な角度でつなげたり、さらに複雑な立体を作ってみま
しょう。

複数のシートを使って難解パズルにチャレンジ！

難易度別 6 つのシート



ヴィンテージ自動車デザインから
インスパイアされ、
現代的にデザインされた
木製のおもちゃ

精巧な木のパーツで組み立てる、
ユニークな ROBOT おもちゃ

どの動物を選ぶ？
木でアニマルフェイスをあしらった
可愛らしさが魅力の文具
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CandylabToys（キャンディーラボトイズ）はインテリア雑
貨としても、アメリカン・ヴィンテージカーのファンからの
人気を集めています。 CandylabToys「アウトローシリーズ」
は、1920 年代のアメリカン・アートに影響を受けたヴィン
テージカーとなっています。 自分の部屋の棚にコレクショ
ンする楽しみのほか、お子さまはもちろん、大人の方への
ギフトとしてもピッタリです。

北海道旭川の職人による巧みな技が光る、精巧な作りの
パーツが自慢の木製キットです。小さいながらもハイレベ
ルな創作が楽しめ、大人のホビーやコレクショントイとして
注目を集めています。
また、MOKUSEIDERZ は一部に折れたドラムスティック
を再加工して使用するなど、日本の職人が発信する環境に
やさしい ECOトイです。

旭川の隣の町、東神楽町の工房・くらふと鈴来では、デザ
イナー兼開発者である鈴木氏が 0.01ミリの単位まで忠実
に木材の加工ができる加工機を独自に開発し、今まで難し
かった精巧な木製商品を作ることに成功しました。小さな
部品まですべてに木が使われており、実際に触れてみると
その繊細な技術に驚かされます。

株式会社ジオジャパンは、1995 年に愛媛県四国中央市で
創業し、知育玩具の販売と輸入・開発、ステーショナリーを
中心としたオリジナル商品の OEM／ODM 製造を行ってい
る企業です。
オーストラリアで生まれた知育玩具「GEOFIX（ジオフィクス）」
の日本総代理店として販売活動を開始しました。2018 年か
らは「ENGAGING TOYS（エンゲージング・トイ）」をコン
セプトとして掲げ、「夢中になって遊ぶ体験を増やし、家族
の未来をつくる」ことを使命と定めています。世界中から個
性豊かな知育玩具を見つけ出し、オンラインストアを中心に
次々 と展開しています。

CandylabToys MOKUSEIDERZ RINKUL 株式会社ジオジャパンについて
キャンディーラボトイズ モクセイダーズ リンクル

アメリカ 日本 日本開発国 開発国 開発国

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

ウェブでも
ご覧いただけます

おとなも、遊んでみたい。       おもちゃで楽しいひとときを。
子どもと一緒に楽しい時間を過ごした後は、おとなの　　　　　　　時間も愉しみたい。
あるものはコレクションとして、あるときはリビングを　　　　　　　飾る洒落たアクセサリーとして。
子どものこころをいつまでも抱いた大人であるために、　　　　　　　子どもも大人も愉しめるENGAGING TOYSもご用意しています。

公式 instagram
https://www.instagram.com/engagingtoys/

公式 Facebook
https://www.facebook.com/engagingtoys/

公式 LINE ※友だち追加用アドレス

https://line.me/R/ti/p/%40rtc7254c

公式 Twitter
https://twitter.com/GeojapanTokyo

公式ウェブサイト
https://www.geojapan.jp/



●お問い合せ先 株式会社ジオジャパン
 GEO JAPAN CO.,LTD.
 【東京オフィス】 〒 164-0012　東京都中野区本町 4 丁目 45 番地 16 号
  TEL：03-5937-3650　　FAX：03-5937-3651
  E-mail：info@geofix.jp
  受付時間：平日 9:30 ～ 18:30
  URL　https://www.geojapan.jp/


