から本物の楽器
小さいとき

キッズ パーカッショ ン

うしろは

こ

ん
な

か
んじ

キツツキフラッパー

おほしさまフラッパー
KP-150/HF

KP-150/UF

JAN 4534203011212

JAN 4534203011236

JAN 4534203011229

KP-150/KF

PATA PATA Flapper
パタパタフラッパー
□ 150 × 48 × 28mm

す。シンプルで角のないフォルムです。
絵本の読み聞かせにも、きっと大活躍してくれます。
木は、お子さまの感性を楽しく、伸びやかに育てます。
1

み
て

さわっ

セットは、ベル・シェーカー・カスタネットの音が楽しめま

て

くだ

さい

木

どうぶつなかよし

ロバとはらっぱ

JAN 4534203011038

JAN 4534203011045

KP-200/RH

そらのかお

の

KP-200/SK

器

きます。フラッパーは、パタパタと温もりのある音色。

外箱：190 × 75 × 55mm □ラワン材

KP-200/DN

育楽

リズミックベビーの楽器からは、やさしい感触がつたわって

NEW

¥1,500 ＋税

JAN 4534203011052

知

ファースト楽器を
プレゼントに♪

おうまフラッパー

Rythmic Baby Set
リズミックベビーセット

NEW

¥2,000 ＋税

□どうぶつなかよし：約 85 × 95mm（犬）約 58 × 90mm（ネコ）直径約 54mm（鳥）
、
ロバとはらっぱ：約 110 × 75mm（ロバ）約 90 × 55mm（豆）直径約 54mm（花）
、
そらのかお：約 70 × 85mm（くも）直径約 70mm（太陽）直径約 54mm（月）外箱共通：
170 × 200 × 50mm □ ラワン材 真鍮

かわいいイラスト
の、ナチュラルな
紙箱入りです。

2

キッズ パーカッション

はじめてのおと

シンプルなデザインと天然素材を使った
こどものための本物楽器

お子さまの手に馴染みやすいボディ、
大きさで作りました。
リンリン、カタカタ、シャリンシャリン・・・
個性豊かに澄んだ音色は、
絵本の読み聞かせに使っても楽しいですね。

キッズパーカッションは、こどものための本物の

レイに削り出されます。その後、しめらせた皮を

楽器シリーズです。

一枚一枚丁寧に太鼓に張り、表面にグロスコーティ
ングを施します。そして最後にロープハンドルを

長く安心してお使い頂けるよう自然素材にこだわ

取り付けて完成です。タンブリンやキッズドラム、

り、こどもの手の大きさを考えて使いやすいサイ

ハンドベルなど、全ての楽器がいくつもの行程を

ズ感に仕上げました。キッズパーカッションの楽

経て、生まれています。

器は、本物の楽器も作っているインドの工房で、
熟練された職人さんがひとつひとつ丁寧に作って

こうした職人技と NAKANO の想いがひとつに

います。

なって生まれたこどものための本物楽器—それが
キッズパーカッションです。

例えば、ベビードラム。
ボディの部分は何枚もの板をつなぎ合わせて、キ
3

MUSIC FOR LIVING / NAKANO

Hand Castanet

Hand Bell

Hand Cymbal

ハンドカスタネット

ハンドベル

ハンドシンバル

□ 140 × 55 × 40mm
□ラバーウッド
JAN 4534203009332

□ 147 × 55 × 35mm
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203009325

KP-120/HCT/N

¥1,300 ＋税

KP-120/HBL/N

¥1,300 ＋税

KP-120/HCY/N

¥1,300 ＋税

□ 147 × 55 × 45mm
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203009349

4

Baby Drum
ベビードラム
KP-300/TD/N

¥3,500 ＋税

□φ 165 × 155mm
□ラバーウッド（ボディ）
本革（ヘッド） 綿（ストラップ）
JAN 4534203009431

中心を叩いた時の「ドン」
、
フチ近くを叩いた時の「タン」—
さまざまな音の組合せで楽しんでいただけます。
サウンドホール付きなので、お座りしながら叩い
ても良く響きます。ファーストドラムとしてもお
ススメです。

Baby Bongo
ベビーボンゴ
KP-350/BB/N

¥4,000 ＋税

□ 135 × 250 × 125mm
□ラバーウッド（ボディ）
本革（ヘッド）
JAN 4534203009455

Kids Drum

大小サイズの違う２個の

キッズドラム

5

KP-320/KD/RE ¥4,200 ＋税
□φ 180 × 105mm
□ラバーウッド カダムウッド（ボディ）
本革（ヘッド）
綿（ストラップ）
＊バチ 2 本付き

ストラップ付きで、歩きながらの演奏が楽しめる

JAN 4534203009448

もう、マーチングバンドの一員です！

キッズドラム。
KP シリーズの中でも一番の人気を誇る太鼓です。
２本のバチで、楽しくリズムを刻んだら、気分は

ドラムは、音の高さを
聞き比べられます。
音の違いを楽しみながら、
どんな風に叩いて遊ぶか—
お子さまの好奇心も高まりますね。
6

Frame Drum

Kids Wadaiko

キッズフレームドラム

キッズわだいこ

KP-390/FD/N

¥3,900 ＋税

ナチュラル

¥4,300 ＋税

□φ 180 × 80mm
□ラバーウッド（ボディ）
本革（ヘッド）
メタル（スタッズ）
＊バチ 2 本付き

□φ 200 × 50mm
□メイプル（ボディ） 牛革（ヘッド） スチール
＊バチ 1 本付き
JAN 4534203010192

幼稚園のお遊戯会などでもよく
使われているフレームドラムは、
バチ付きで楽しく叩けます。

バチを収納
できる穴が
便利です♪

ナチュラル

KP-390/JD/N
JAN 4534203009462

レッド

KP-390/JD/RE
JAN 4534203009479

伝統的な日本の音を、コンパクトサイズ
のわだいこでお楽しみ頂けます。
バチで叩く時大人が持ってあげるとさら
によく響き、親子やお孫さんとのコミュ

Tambourine
叩いたり、振ったり、
からだを動かしながらつかえる
元気いっぱいの楽器です。

7

キッズタンブリン
KP-340/TB/N

ニケーションにも人気です。
お祭りや運動会にも大活躍の和太鼓…
小さくなっても存在感はばっちりです。

ナチュラル

¥3,400 ＋税

□φ 150 × 50mm
□メイプル（ボディ） 牛革（ヘッド） スチール
JAN 4534203010987

8

Egg Shakers
タマゴケース入り
エッグシェーカー 10 個セット
KP500EGS

SIC E G G
!!MかUわいいタマゴの !!
おくりもの

¥5,000 ＋税

□ 55 × 40 × 40mm ／パッケージサイズ：115 ｘ 250 ｘ 70mm
□ラバーウッド／パッケージ素材：パルプ製
JAN 4534203130999
［単品価格 ￥500 ＋税、JAN 4534203131002 ］

My perfect
Xylophone

ちいさなお手
てで
たのしくシェ
イク♪♪

マイパーフェクトサイロフォン
KP-430/XY

¥4,300 ＋税

□ 210 × 345 × 55mm
＊バチ 1 本付き

□ポプラウッド

フェルト

＊ MADE IN JAPAN

JAN 4534203006454

日本製で正しく調律されたサイロフォンは、
座っても、机に置いても演奏しやすいように、
手前が低くなっています。
音盤にはカラーフェルトでわかりやすい「どれみ」表示つき。
デザインにもこだわりました。
しなりやすい素材のバチで素敵な音が楽しめます。
9

い
きやす
盤を叩
音
た
れ
た
調律さ
しまし
セット
角度に
誰もがおなじみのパルプ製タマゴケースにエッグシェー
カーをセットしたら、カラフルタマゴパッケージになり
ました♪ 思わず手に取りたくなるかわいさです！
＊シェーカーの色は写真と異なる場合がございます。
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Mini Maracas

Egg Shakers

ミニマラカス（2 個組） ¥1,400 ＋税

エッグシェーカー（2 個組） ¥950 ＋税

□ 130 × 40 × 40mm

□ 55 × 40 × 40mm

□ラバーウッド

□ラバーウッド

Kids
Guiro Shaker
キッズギロシェーカー
KP-180/GS

発色の良いポップカラーがキュートなマラ

□ 153mm

カスは、お子さまの手にもなじむベストサ

¥1,800 ＋税

φ 41mm（本体） 121mm（バチ）

□ラバーウッド
JAN 4534203010581

イズ！シャカシャカ振って、おともだちや
家族みんなで楽しくリズムを奏でよう。

たたくと「コンコン」と短い音。

お気にいりの色はどちらかな？

こすると「ギコギコ」と長い音。

ブルー

ふると「ジャッジャッ」とこまかい音。
KP-90/EM/BU

JAN 4534203009516

叩き方や振り方ひとつで、
いろんな音が生まれます。

Wood Slide Whistle
ウッドスライドホイッスル

ブルー

KP-120/SW

KP-120/MM/BU

□ 171mm

JAN 4534203009356

□ラバーウッド

¥1,200 ＋税

φ 20mm（最長 282mm）

JAN 4534203010574

レッド

赤い玉をスライドさせる

KP-90/EM/REN

ことによって、高い音か

JAN 4534203009547

ら低い音まで楽しめます。

Castanets
レッド

KP-120/MM/REN

ラウンドカスタネット
□φ 60 × 20mm

¥750 ＋税

□ラバーウッド

ブルー

KP-70/C/BU

JAN 4534203009493

JAN 4534203009387

曲に合わせてリズムをとって、どんな
リズムを叩くか考えっこしましょう。
カスタネットといったらこのサイズ！
半分カラーになっていて洋服を着てい
るみたい、オシャレに見えませんか？

レッド

KP-70/C/RE

JAN 4534203009509
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ミニサイズのかわいい楽器は、お子さまたちの人気もの。

ぱっと目をひく形やカラーで、夢中になって遊んじゃう !?

じょうろとはっぱ

異なる音色で、おともだちと一緒に楽しめます。
＊ナチュラルテイストのクラフトボックス入り

あおむしとてんとうむし
インセクトセット
KP-198/IS

¥1,980 ＋税

ガーデニングセット
KP-198/GS

¥1,980 ＋税

□ 69 × 123 × 24mm（はっぱシェーカー）
80 × 98 × 15mm（じょうろジングル）
φ 45mm（ミニカスタネット）
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203010604

□ 70 × 123 × 18mm（青虫ベル）
63 × 82 × 20mm（てんとう虫シェーカー）
φ 45mm（ミニカスタネット）
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203010611

ゾウさんとキリンさん
アニマルセット
KP-168/AM

¥1,780 ＋税

□ 75 × 88 × 19mm（ぞうさんベル）
120 × 68 × 19mm（きりんシェーカー）
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203009394

キラキラ星とお月さま
クレッセントセット
KP-198/CRS

¥1,980 ＋税

□ 80 × 80 × 14mm（お星様ベル）
87 × 67 × 23mm（三日月シェーカー）
φ 45mm（ミニカスタネット）
□ラバーウッド 真鍮
JAN 4534203010598
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れました

からうま

声
お客様の

3

で楽し
世代

める！ファミリーサイズ の 本格

楽器

Honkaku Wadaiko
w/Stand

本格わだいこ スタンド付き
¥14,000 ＋税

□φ 240 × 160mm（太鼓本体）
292 × 240 × 242mm（台座）
□ラバーウッド（太鼓・台座・バチ）
牛革（打面）
＊バチ 2 本付き

Honkaku Wadaiko
L size w/Stand
本格わだいこ 大 スタンド付き
KP-1980/JD ¥19,800 ＋税

□φ 340 × 160mm（太鼓本体）
335 × 290 × 255mm（台座）
260mm（バチ）
□ラバーウッド（太鼓・台座・バチ）
牛革（打面）
＊バチ 2 本付き

赤

KP-1200/JD/RE
JAN 4534203009929

JAN 4534203010802

太鼓本体 手持時

茶

KP-1200/JD
JAN 4534203009745

打面に牛革を使用した本格派のわ

太鼓本体 手持時

スタンド 閉じた時

だいこです。持ち手がついている
ので、いつでもどこでも演奏でき
ます。スタンド・バチも付いてい
ます。
スタンドは左右のひらきを閉じ
て、コンパクトにできます。
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Basket Bell

Bean Tambourine

バスケットベル

ビーン（豆）の形がかわいいタンバリン

KP-180/BB

¥1,800 ＋税

□ 135 × 47 × 47mm
□ラタン 真鍮
JAN 4534203011328

ビーンタンバリン
¥950 ＋税

NEW

ビーンタンバリン

ラージ

¥820 ＋税

□ 150 × 100 × 28mm
□ ABS（本体）
スチール（ジングル）
□ LOT.3

□ 260 × 145 × 40mm
□ ABS（本体）
スチール（ジングル）
□ LOT.3

手あみのバスケットの中で、
鈴が優しい音で響きます。
職人さんがすべて手で編んで

レッド

ブルー

KP-95/TB/RE
JAN 4534203009851

KP-95/TB/BU
JAN 4534203009844

ブルー

KP-82/TB/BU
JAN 4534203009820

います。

りの楽
お気にい

器たちをひとまとめにしてスマートに収納でき

Refill Parts

ます

ながくご愛用いただけますよう 別売でパーツをご用意致しました

トイボックスでおかたづけ上手に♪

Toy Box
キッズパーカッション
KP-480/TBX

¥4,800 ＋税

□ 225 × 420 × 320mm
□ランブー材 MDF（底板）
JAN 4534203010628

トイボックス

キッズドラム用バチ

キッズわだいこ用バチ

□ 165mm φ 15mm
□ラバーウッド
JAN 4534203006829

□ 180mm φ 15mm
□ラバーウッド
JAN 4534203006812

本格和太鼓 大用バチ

本格和太鼓用バチ

□ 260mm φ 13mm
□ラバーウッド
JAN 4534203011021

□ 210mm φ 15mm
□ラバーウッド
JAN 4534203010567

KP-50/KS

KP-150/JS

¥500 ＋税

KP-50/JS

¥1,500 ＋税

KP-120/JS

¥500 ＋税

¥1,200 ＋税

キッズフレームドラム用
バチ

KP カラーメタロフォン用
バチ

マイパーフェクトサイロフォン用
バチ

□ 210mm φ 25mm □メイプル
JAN 4534203010635

□ 190mm φ 15mm
□ビーチウッド
JAN 4534203006782

□ 240mm φ 20mm □かえで（ヘッド）
ABS（グリップ）
JAN 4534203009578

KP-50/FS

17

スモール

¥500 ＋税

GD-50M

¥500 ＋税

KP-50/XY

¥500 ＋税
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各製品ごとのカタログを用意致しております。
各製品ごとのカタログを用意致しております。
お気軽にお問い合わせください。
各製品ごとのカタログを用意致しております。
お気軽にお問い合わせください。
各製品ごとのカタログを用意致しております。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
各製品ごとのカタログを用意致しております。
音楽と過ごす
音楽と過ごす
お気軽にお問い合わせください。
各製品ごとのカタログを用意致しております。
音楽と過ごす
楽しい毎日を彩る小物たち
楽しい毎日を彩る小物たち
お気軽にお問い合わせください。
音楽と過ごす
楽しい毎日を彩る小物たち

MUSIC BATON
MUSIC BATON
MUSIC BATON
MUSIC BATON
MUSIC BATON

www. nakano-music.co.jp

ドイツ生まれの高品質な知育楽器たち
お取扱店
お取扱店
お取扱店
お取扱店
お取扱店

お取扱店

●掲載商品に関しましてはやむをえず欠品、廃版または変更となる場合がございます
のであらかじめご了承下さい。
●実際の商品と色、仕様、デザイン、サイズが若干異なる場合がありますのであらか
じめご了承下さい。
●当カタログに掲載されている写真、ロゴ、イラスト等の無断転載を禁じます。
●当カタログに掲載されている価格は2020年 4 月現在のものです。
●税率変更の場合は本体価格に新消費税が加算されます。
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音楽と過ごす
ヨーロピアンウッドの白木が美しい
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