
Child Palette
チイルドャ
パレット

こ ど も た ち の あ そ び 場 づ く り

KIDS
CORNER



●フロアマット４枚 ロの字
L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0010　W2400×D2400×H300
品番：CA-0011　W2200×D2200×H200
品番：CA-0012　W1800×D1800×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0040　W2400×D1500×H300
品番：CA-0041　W2200×D1300×H200
品番：CA-0042　W1800×D1100×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0050　W2400×D1200×H300
品番：CA-0051　W2200×D1100×H200
品番：CA-0052　W1800×D900×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0060　W1500×D1500×H300
品番：CA-0061　W1300×D1300×H200
品番：CA-0062　W1100×D1100×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0020　W2400×D2100×H300
品番：CA-0021　W2200×D2000×H200
品番：CA-0022　W1800×D1600×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0030　W2100×D2100×H300
品番：CA-0031　W2000×D2000×H200
品番：CA-0032　W1600×D1600×H200

●フロアマット２枚ロの字

●フロアマット４枚 コの字 ●フロアマット４枚Ｌの字 

●フロアマット１枚ロの字●フロアマット２枚コの字

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CA-0070　W1500×D1200×H300
品番：CA-0071　W1300×D1100×H200
品番：CA-0072　W1100×D900×H200

●フロアマット１枚コの字 ●フロアマット２枚 入口付
品　番：CA-0002
サイズ：W2400×D1500×H300

芯材にウレタンを使用しているので
子どもたちが安全に元気いっぱい遊べる、
キッズコーナーの定番セット。
お好きなカラーを選べるので、
設置スペースに合わせた空間づくりが出来ます。

2400㎜ 2200㎜

高さ
300㎜ 高さ

200㎜

1800㎜

選べる
サイズ

L
M

S

製造国：日本　マット厚：50mm
内部：ウレタンチップフォーム

（例）
フロアマット
４枚ロの字

1

フロアマット
４枚ロの字
Ｌサイズ

フロアマット
４枚ロの字
Ｌサイズ

W2400×D2400×H300
品番：CA-0012

W2200×D2200×H200
品番：CA-0011

W1800×D1800×H200
品番：CA-0010SML

図面

2400
mm
2400
mm

2400mm
1800mm

●フロアマット４枚 入口付
品　番：CA-0001
サイズ：W2400×D2400×H300

キッズコーナーの定番セット

キャンディセット

1800㎜1800㎜ 1800㎜1800㎜ 1400㎜1400㎜
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●フロアマット４枚ロの字 《Rタイプ》
L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0010　W2400×D2400×H300
品番：CH-0011　W2200×D2200×H200
品番：CH-0012　W1800×D1800×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0040　W2400×D1500×H300
品番：CH-0041　W2200×D1300×H200
品番：CH-0042　W1800×D1100×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0050　W2400×D1200×H300
品番：CH-0051　W2200×D1100×H200
品番：CH-0052　W1800×D900×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0060　W1500×D1500×H300
品番：CH-0061　W1300×D1300×H200
品番：CH-0062　W1100×D1100×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0020　W2400×D2100×H300
品番：CH-0021　W2200×D2000×H200
品番：CH-0022　W1800×D1600×H200

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0030　W2100×D2100×H300
品番：CH-0031　W2000×D2000×H200
品番：CH-0032　W1600×D1600×H200

●フロアマット２枚ロの字 《Rタイプ》

●フロアマット４枚コの字 《Rタイプ》 ●フロアマット４枚Ｌの字 《Rタイプ》

●フロアマット１枚ロの字 《Rタイプ》●フロアマット２枚コの字 《Rタイプ》

L サイズ
Mサイズ
Sサイズ

品番：CH-0070　W1500×D1200×H300
品番：CH-0071　W1300×D1100×H200
品番：CH-0072　W1100×D900×H200

●フロアマット１枚コの字 《Rタイプ》 ●フロアマット２枚入口付 《Rタイプ》
品　番：CH-0002
サイズ：W2400×D1500×H300

定番セットに角が丸い R デザインがついた
キッズコーナー。
お店やお部屋の雰囲気に溶け込む
スタッフおすすめのセットです。

製造国：日本　マット厚：50mm
内部：ウレタンチップフォーム

●フロアマット４枚入口付 《R タイプ》
品　番：CH-0001
サイズ：W2400×D2400×H300

定番セットに R デザインが登場

チョコレートセット

レイアウト例

チイルドャ
パレット

フロアマット4枚
の場合

ロの字 コの字 Ｌの字 入口付



※各商品には遊具はセット内容に
　含まれておりません。

●絵本ラックセット
品番：DE-0001　W2400×D2400×H300

品番：DE-0004　W2400×D2400×H300 品番：DE-0018　W2400×D1500×H300

シューズケース、マルチスタンド、フリーボックスサイズ：W900×D300×H300
表面材：合皮レザー　内部材：ウレタンチップフォーム/化粧板/合板　製造国：日本製

品番：DE-0026　W2400×D2400×H300

品番：DE-0002　W2400×D2400×H300 品番：DE-0003　W2400×D2400×H300

●絵本ラック・
　おもちゃラックセット

●おもちゃラックセット ●シューズケースセット

●絵本・おもちゃ・
　マルチスタンドセット

●シューズケース・
　絵本・おもちゃセット B

品番：DE-0035　W2400×D1500×H300

●絵本ラック・
　マルチスタンドセット B

●シューズ・絵本・おもちゃ・
　フリーボックス・マルチスタンド
　セット B
品番：DE-0044　W2400×D1500×H300

「ぶつけても痛くない」やわらか新素材 EVA を使用した
「絵本・おもちゃラック」等を組み合わせたユニットセット。
おかたづけも楽しくなる大人気のセットです。

セット
オプション品

●絵本ラック・おもちゃラック・
　シューズケースセット
品番：DE-0008　サイズ：W2400×D2400×H300

キッズコーナーとラックの
ユニットセット

デコレーションセット

●おもちゃラック
W653×D300×H600

●シューズケース Rタイプ●フリーボックス ●マルチスタンド

製造国：日本製
本体：プリント紙化粧板MDF（クリーンイーゴス）
裏面：MDF生面　ふち：EVA樹脂

レッド／グリーン／オレンジ／ブルー／ホワイト／ブラウン

●絵本ラック
W627×D300×H900

えらべるラックシリーズ

※カタログ商品は一部抜粋です
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mallow

●フロアマット４枚入口付 《アーチ》 
品番：MA-0001　W2400×D2400×H300

品番：MA-0010　W2400×D2400×H300 品番：MA-0040　W2400×D1500×H300

品番：MA-0002　W2400×D1500×H300 品番：MA-0003　W2400×D1500×H300

●フロアマット４枚ロの字 《アーチ》
　H300タイプ

品番：MA-0004　W1500×D1500×H300

●フロアマット１枚入口４コ付 
　 《アーチ》

●フロアマット２枚入口付 《アーチ》 ●フロアマット２枚入口２コ付 《アーチ》

●フロアマット２枚ロの字 《アーチ》
　Ｈ300タイプ

品番：CB-0001　W2400×D2400×H400

●フロアマット４枚入口付
　Ｈ400タイプ

●フロアマット４枚入口付 Ｈ400タイプ

●フロアマット２枚入口付
　Ｈ400タイプ
品番：CB-0040　W2400×D1500×H400

●フロアマット2枚ロの字
　Ｈ400タイプ 《アーチ》
品番：CB-0043　W2400×D1500×H400

角だけでなく、内側にもふんわり
マシュマロのようにＲを効かせたキッズコーナー。
インテリア家具のようなデザインでお部屋の雰囲気を
そこなわない一押し商品です。

●絵本ラック・おもちゃラックセット 《アーチ》
品番：MA-0081　サイズ：W2400×D2400×H300

内側がＲ形状のふんわりセット

マシュマロセット

ママも座れるなかよしセット

キャラメルブロックセット

高さ４０㎝のサイドガードを組み込んだママも楽に座ることができるキッズコーナー。
お子様が遊んでおられるのを安心して見守っていただくことができます。

※カタログ商品は一部抜粋です
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心材はウレタン 100％なので、万が一転倒などで頭をぶつけても
痛みを和らげます。安心してお子さまに元気いっぱい遊んでいただける 
ＢＩＧサイズのキッズコーナーです。

広々遊べるわんぱくセット

※カタログ商品は一部抜粋です

※カタログ商品は一部抜粋です

※カタログ商品は一部抜粋です

ぐるぐる年ぐるぐる年 縫製

●ジョイントマット
 ２枚入口付
品番：BI-0002
W2400×D1500×H300

●ジョイントマット
 ４枚ロの字 Ｌサイズ
品番：BI-0010
W2400×D2400×H300

●ジョイントマット
 ２枚ロの字 Ｌサイズ
品番：BI-0040
W2400×D1500×H300

●ジョイントマット
 １枚ロの字 Ｌサイズ　
品番：BI-0060
W1500×D1500×H300

●フロアマット4枚コの字
 L サイズ《切り株》
品番：WO-0020
W2400×D2100×H300

●フロアマット4枚Lの字
 Lサイズ 《切り株》
品番：WO-0020
W2400×D2100×H300

●フロアマット2枚ロの字
 L サイズ《切り株》
品番：WO-0040
W2400×D1500×H300

●絵本・おもちゃラック
　入口付 A《切り株》
　 品番：WO-0080
W2400×D2400×H300

品番：BI-0001　W2400×D2400×H300

●ジョイントマット
 ４枚入口付

品番：WO-0010　W2400×D2400×H300

●フロアマット4枚ロの字
 L サイズ《切り株》

品番：LP-0001　W3300×D2400×H300
●４.９㎡　マット入口付

品番：LP-0005　W4200×D2400×H300
●６.５㎡  マット入口付

品番：LP-0009　W3300×D3300×H300
●７.３㎡  マット入口付

軽くて丈夫なジョイントマット
とのコンビセットビスケットセット

ロリポップセット BIG
SIZE

キリカブロールセット ぐるぐる年輪がついた
森の遊び場セット

厚さ 2 ㎝のクッション性に
優れたジョイントマットを
組み合わせたコンビセット。

ぐるぐる年輪がついた切り株ベンチの
キッズコーナー。お部屋に置くだけで
森の遊び場のような空間に仕上がります。

定番のキャンディセットよりさらにスペシャルプライスを実現しました。

5

リバーシブルジョイントマット（１枚）共通／サイズ：Ｗ1000×D1000×H20　重量：約1.9㎏　素材：EVA　製造国：台湾製　カラー：黄＆緑、青＆赤、青＆白、赤＆緑



安心のウレタン安心のウレタン

●ぴょんぴょんマット
品番：TO-0001　400φ×H100

品番：TO-0004　W600×D600×H300
《カラー》 胴体：アクア　半円：オレンジ

品番：TO-0006　W300×D300×H300
《カラー》 四角形：オレンジ

品番：TO-0007　W550×D250×H300
《カラー》 胴体：ブルー　お腹：ホワイト
目・口：ブラック

品番：TO-0002　1コ：400φ×H100 品番：TO-0003　W900×D300×H100
《カラー》 天面：イエロー　側面：イエローグリーン

●アーチチューブ
品番：TO-0005
W2400×D1500×H300

●わんぱくサーキットセット

●ぴょんぴょんマットセット ●バランスビーム

●バランスクッション 
　《クジラ》

●サイコロ

品番：TO-0008　W600×D250×H300
《カラー》 胴体：レッド　窓：ブルー　タイヤ：ブラック

●バランスクッション 
 　《キッズカー》

●切り株クッション（1コ）
品番：TO-0009　1コ：400φ×H150
《カラー》 天面：ベーシュ　側面：ブラウン

●フォレストセット
品番：TO-0010
[切り株]400φ×H150　天面：ベーシュ
　　　　側面：ブラウン
[リーフ]500φ×H350　胴体：グリーン

●えんぴつクッション
品番：TO-0011　300φ×H1000
《カラー》 胴体：ピンク　先端：ベーシュ・ピンク
底面（円型）：ベージュ・ピンク

●跳び箱クッション
品番：TO-0012W350×D450×H360
《カラー》 オレンジ・イエロー・アクア

芯材には弾力性のある「高密度ウレタンチップ / 高密度ウレタンフォーム」を
採用しているので数人で乗っても大丈夫。
お子さまに安心して遊んでいただけます。

《ぴょんぴょんマット カラー》 レッド　/ イエロー / グリーン / ブルー / オレンジ

6
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お子さまの手になじむ大きさと、
本物のような切り口の
デザインが特長です。

STマークに合格しています。
※STマーク（社）日本玩具協会による玩具の安全基準

 

こ
だ
わ
り

４
つ
の

超低ホルパーティクル
ボード

”リラックス”

超低ホルパーティクル
ボード

”リラックス”
表面には、油性ペン等のしつこい汚れも乾拭きで
さらりと落とせる特殊シートを使用しているので、
お手入れも簡単です。 　メーカー：永大産業(株)

●キッズテーブル：切り株
品番：TA-0001
ビーンズテーブル：W900×D650×H350
切り株スツール：400φ×H200

品番：TA-0003
フラワーテーブル：600φ×H350
スツール：400φ×H200

品番：TA-0002
ビーンズテーブル：W900×D650×H350
パイピン付スツール：400φ×H200

●キッズテーブル：フラワー 　
品番：TA-0004
ブロサッムテーブル：600φ×H350
パイピン付スツール：400φ×H200

●キッズテーブル：ブロッサム
品番：TA-0005
テーブル：700φ×H350
スツール：400φ×H200

製造国：中国製

●キッズテーブル：フレーム

●キッズテーブル：ビーンズ 

安心のウレタン素材
お絵かきテーブルセット

テーブルの天板以外には「高密度ウレタンチップ / ウレタンフォーム」を
採用しているので、軽量なのに耐久性に優れています。
また弾力性があるので、小さなお子さまが足を
ぶつけてしまった際にも安心です。

ファインクリック
”さらり”

簡単に切れる！
丈夫で長持ち!
簡単に切れる!

切り口がリアル!

衛生的でやさしい!

1

2

3

4

安心安全

品番：OM-0003
W320×D215×H92（mm） 品番：OM-0004

パッケージサイズ：約25.5×18.5×9cm
品番：OM-0005
パッケージサイズ：約18.5×25.5×7.0cm

品番：OM-0006
パッケージサイズ：約18.5×25.5×7.0cm

●おままごとセットコンロ ●おままごとセット

　おなべでグツグツセット
●おままごとセット

　フライパンでジュージューセット

品番：OM-0001
パッケージサイズ：約25.5×18.5×10.5cm

●おままごとセット洋食屋さんセット●おままごとセットサラダセット
品番：OM-0002
パッケージサイズ：約29×25.5×8.5cm

●おままごとセット

　食器 7 点セット

※カタログ商品は一部抜粋です
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品

お子さまの安全を守る

AFTER
AFTER

高さ120cm　品番：GU-0001　W80×D130×H1200
高さ90cm　  品番：GU-0002　W80×D130×H900 

高さ120cm　品番：GU-0003

高さ90cm　  品番：GU-0004

●ガラス保護マット
●コーナーガード

品番：PA-0019
W900×D300×H300

●シューズケース
  《ストレートタイプ》

品番：PA-0020
W900×D300×H300 

●シューズケース
   《R タイプ》

品番：PA-0021
W900×D300×H300 

●フリーボックス
品番：PA-0022
W900×D300×H300

●マルチスタンド

パーツの追加や、単品を自由に組み合わせることで
スペースに合ったキッズコーナーをつくることが出来ます。

※カタログ商品は一部抜粋です

●700×300角
　品番：PA-0030　W700×D300×H300

サイドガード フロアマット
●700×200角
　品番：PA-0003　W700×D200×H200

●900×300角
　品番：PA-0001　W900×D300×H300

●1200×300角 
　品番：PA-0002　W1200×Ｄ300×H300

●1000×300角 
　品番：PA-0031　W1000×D300×H300

●1200×300角《Rタイプ》
　品番：PA-0007　W1200×D300×H300

●900×300角《切り株》
　品番：PA-0025　W900×D300×H300

●900×200角 《アーチ》
　品番：PA-0016　W900×D200×H200 

●650×200角 《コーナー》
　品番：PA-0018　W650×D650×H200 

本体：プリント紙化粧板MDF（クリーンイーゴス）
裏面：MDF生面　ふち：EVA樹脂
カラー：レッド／グリーン／オレンジ／ブルー／ホワイト／ブラウン

品番：PA-0024
W653×D300×H600

品番：PA-0023
W627×D300×H900

●900×200角
　品番：PA-0004　W900×D200×H200

●700角
　品番：PA-0011
　W700×D700×H50

●900角
　品番：PA-0012
　W900×D900×H50

●1000角
　品番：PA-0033
　W1000×D1000×H50

●1100×200角
　品番：PA-0005　W1100×D200×H200  

●1200×200角
　品番：PA-0032　W1200×D200×H200

●ジョイントマット
品番：JM-20
サイズ（1枚）：W1000×D1000×H20
カラー：黄＆緑、青＆赤、青＆白、赤＆緑
素材：EVA樹脂
製造国：台湾製

●おもちゃラック●絵本ラック

W130×D130×H1200

W130×D130×H900



※カタログ商品は一部抜粋です

ウォールマット
●700角
　品番：WM-0001
　t50×W700×H700

●900角
　品番：WM-0002
　t50×W900×H900

●1000角
　品番：WM-0003
　t50×W1000×H1000

ウオールマット
●700角《Rタイプ》
　品番：WM-0004
　t50×W700×H700

●900角《Rタイプ》
　品番：WM-0005
　t50×W900×H900

マジックテープ裏面の剥離紙をはがし、壁の貼りつけたい位置に圧着するだけ！

1 2 3

壁紙（クロス）の材質によって（防汚加工・凹凸がある etc.）マジックテープの粘着材が接着しない場合が
ございます。ご心配な方は、お手数ですがご注文の前にお問合せください。！

取り付け方法 マジックテープ固定だから取り付け簡単！

《Rタイプ》

走っても、ころんでも
直接かべにぶつかることなく安全に！

場所を取らずに、
大事なお子さまをケガから守ります

粘着付き
マジックテープで
取り付け簡単！

ウォールマット

9

表面：合皮生地
　　　水や汚れに強い素材です。

内面：高密度ウレタンチップフォーム
　　　弾力性があり、衝撃を吸収する
　　　緩衝性に優れた素材です。

裏面：
壁面の取りつけたい位置に
粘着付きマジックテープを貼り、
固定します。

高
密
度
ウ
レ
タ
ン
チ
ッ
プ
フ
ォ
ー
ム



RoHS
指定
対応品

耐移染
機能

難燃性 日本製防汚
機能

表面：合皮生地 / ターポリン生地
　　　水や汚れに強い素材です。
内面：高密度ウレタンチップフォーム
　　　弾力性があり、衝撃を吸収する緩衝性に優れた素材です。

底面：マジックテープ
　　　キッズサークルの床部分になるマットに固定します。

底面：マジックテープ

ファスナー

高密度ウレタン
チップフォーム

高密度ウレタンチップフォーム

クッション

マット

・強力な脱脂能力
・驚きの除菌力・消臭力

・人や環境に優しい

人にやさしい成分でできているから
誤ってお子さまが舐めてしまった時も安心です。

防災製品
認定商品 日本製

※防炎製品認定商品とは
　繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、又着火しても際限なく燃え広がらないことを意味します。
　チャイルドパレットの商品に使用しているのは「布張家具等側地」として認定を受けている生地です。

※マシュマロセット・切り株ロールセットのクッションには一部合板を使用しております。

《合皮レザー生地》

《ターポリン生地》

りチャイルドパレット のポイントチャイルドパレット のポイントこだわ

チイルドャ
パレット

●魔りょくりーんJ （500ml）
1本入り　　 　　品番：MJ-0001 
3本入り　　　 　品番：MJ-0001-3
6本入り　　　 　品番：MJ-0001-6
12本入り（1ダース） 品番：MJ-0001-12

お子さまが毎日遊ぶものだから汗やよだれ等で汚れて
しまった時、衛生面が心配…
そんな時には、洗浄・除菌・除菌がこれ一本で簡単に
できる「魔りょくりーん J」がおすすめです。

内容量
500ml

選べるカラー 24色・10色4

※掲載写真と実際の商品の色味が
　多少異なる場合がございます。

ホワイト ライトグレー グレー ブラック スキンベージュ ベージュ

ブラウン ベビーイエロー ベビーピンク ベビーパープル ベビーブルー ベビーグリーン

イエロー オレンジ ブラッドオレンジ ピンク レッド ワインレッド

アクア ブルー ネイビー グリーン イエローグリーン ダークグリーン

白 灰色 黒 黄

おれんじ だいだい 赤 青

黄緑 緑

美容室やショールームなどオシャレな室内の雰囲気を損なわない人気カラーをご用意しました。
お好みに合わせて自由に組み合わせできるのが最大の魅力です。

キッズコーナーのことなら  チャイルドパレット　https://www.child-palette.com

えらべる24色合皮レザー生地 えらべる10色ターポリン生地

耐久性のある素材設計1

お子様に配慮した安全設計2 水や汚れに強い生地3

弾力性に優れた、
高密度

チップウレタン

衝撃を吸収するのに優れた弾力性のある「高密度チップウレタン」を採用。 
大人が座っても、沈みすぎることなく、お子様が遊んでおられるのを安心して見守っていただくことができます。 

お子さまが遊ぶものだからこそ設計において安全性や耐久性を重視しています。 
たとえば、ファスナー部は安全面を考慮して、カバーで隠れるように設計。 
もちろん、縫製・製作は国内で行っておりますので仕上がりにも自信があります。 

安全面を
考慮した

ファスナー周り

メンテナンスグッズ
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