
室内運動遊具
いろいろな遊びが楽しめるいろいろな遊びが楽しめる

子どもの健全な成長をサポートする
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  Ａセット Ｂセット Ｃセット Ｄセット
①ふた（グリーン） 9個 7個 7個   （600×350×100）    
　ふた（グリーン・ゴム張り）   7個  （600×350×105）    
②小わく（ピンク） 2個 2個 2個 2個 （600×350×100）   
　小わく（ピンク・切込み付） 2個 2個  2個 （600×350×100）    
③大わく（ピンク） 3個 2個 3個 2個  （600×350×200）    
　大わく（ピンク・切込み付） 2個 2個  2個  （600×350×200）    
④頭部（グリーン・ピンク） 2個 1個 1個 1個 （600×350×120）    
⑤跳箱台（ピンク）固定バンド付 2台 1台 1台 1台  （635×600×100）   
⑥ビーム（グリーン・ピンク） 4本 2本 2本 2本  （2150×130×70）     
⑦はしご（グリーン・ピンク） 1本 1本 1本 1本 （2490×515×65）    
⑧斜面板（グリーン・ピンク） 2枚 1枚 1枚 1枚 （895×600×100）    
⑨スベリ面（グリーン・ピンク） 1面 1面  1面 （1880×430×110）    
⑩鉄棒 2本 1本  1本  （1815×φ27）　    
   　 寸法：長さ×幅×高さ（mm）    

巧技台
品名 セット内容

①ふた（ゴム張り・グリーン） 7個   （600×350×200） 
②大わく（ピンク） 2個  （600×350×200） 
③特大わく（ピンク） 3個 （600×350×400） 
④跳箱台 1台 固定バンド付 （635×600×200） 
⑤頭部 1個 2色張り  （600×350×120）  
⑥ビーム 2本   （2150×130×70） 
⑦はしご 1本  （2490×515×65）
⑧ワイドバー 2本 ピンク・グリーン （2500×65×50）
⑨斜面板 1枚 カーペット張り （900×600×105）
⑩ワイドすべり 1枚 裏面カーペット張り （1800×795×85）
⑪鉄棒 1本  （1815×φ27）　 
   　 寸法：長さ×幅×高さ（mm）    

巧技台ワイド
品　名 セット内容 備　考

【Aセット】

【わく切込み付　使用例】

【Dセットふた（ゴム張り）】

【ふた（ゴム張り）】

※巧技台（ワイド・ニス）各セットに対応
※巧技台小型セットは、はしご・スベリ面・ビーム・
　斜面板のみ対応。

※巧技台（A～D・ニス）各セット対応
※巧技台小型セットは、はしご・スベリ面・ビーム・
　斜面板のみ対応。

巧技台ワイドセット
【木製】

巧技台ワイドセット
【木製】

巧技台
（A・B・C・D）セット【木製】

巧技台
（A・B・C・D）セット【木製】
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※巧技台（A～D・ワイド）各セット対応

小型ふた 7個   （500×300×100） 
小型わく大 3個  （500×300×200） 
小型わく小 3個 （500×300×100） 
小型頭部 1個 2色張り
 （500×300×120） 
小型跳箱台 1台 固定用バンド付  （535×440×100）  
小型ビーム 2本 ピンク・グリーン
  （1500×130×70） 
小型はしご 1本 バーカラー6本 （1495×440×70）
小型斜面板 1枚 カーペット張り （800×500×100）
小型すべり面 1面 （1500×355×110）
小型シーソー（台付） 1台 （1500×175） 
小型シーソー（台のみ） 
 （500×110×55） 
   　 寸法：長さ×幅×高さ（mm）    

巧技台小型
品　名 セット内容 備　考

巧技台
品名

セット内容

①ふた  9個 7個 7個  （600×350×100）    
②小わく  2個 2個 2個 （600×350×100）    
　小わく（切込み付）  2個 2個 （600×350×100）    
③大わく  3個 2個 3個  （600×350×200）    
　大わく（切込み付）  2個 2個  （600×350×200）    
④新型頭部  2個 1個 1個 （600×350×65）    
⑤跳箱台（固定用バンド付） 2台 1台 1台  （635×600×100）    
⑥ビーム  4本 2本 2本  （2150×130×70）    
⑦はしご  1本 1本 1本 （2490×515×65）    
⑧斜面板  2枚 1枚 1枚 （895×600×100）    
⑨すべり面  1面 1面  （1880×430×110）    
⑩鉄棒  2本 1本   （1815×φ27）
⑪シーソー(台付）  1台  （1995×175）
　シーソー(台のみ）    （600×110×55）  　    
  　 寸法：長さ×幅×高さ（mm）

Aセット Ｂセット Ｃセット巧技台ニス
（A・B・C）セット【木製】

巧技台ニス
（A・B・C）セット【木製】

巧技台小型【木製】巧技台小型【木製】
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【材　質】スチール製（巧技台専用　収納運搬車・組立式）
【寸　法】2550(長さ)×650(幅)×1400(高さ) mm

【材　質】木製　保護ゴム張り（枠部分）　【附属品】床保護用ゴムパット2ヶ

【材　質】 木製　表面すべり止めゴム張り
【附属品】 ステップ台１ヶ
【寸　法】 おおなみ 2300(長さ)×350(幅) mm
 こなみ 　1500(長さ)×350(幅) mm

【材　質】  木製
 裏面カーペット張り
【附属品】  床保護用ゴムパット３ヶ
【寸　法】
1800(長さ)×800(幅)mm

※ 巧技台ワイドセットに含まれ
　 ています。

【寸　法】1800(長さ)×500(幅)×430(高さ）mm 【寸　法】1800(長さ)×375(幅)×430(高さ）mm

巧技台収納台車巧技台収納台車

丸型はしご

おおなみくん・こなみくんおおなみくん・こなみくん

巧技台プラットホーム巧技台プラットホーム

小型丸型はしご

特大すべり面特大すべり面

A～D・ワイド
各巧技台セットに対応

A～D・ワイド
各巧技台セットに対応

A～D・ワイド
各巧技台セットに対応

A～D・ワイド・ニス
各巧技台セットに対応

小型・A～D・ワイド
各巧技台セットに対応

巧技台ジャンピング巧技台ジャンピング

【材　質】木製
【寸　法】900(長さ)×700(幅)×120(高さ) mm
※ 写真の巧技台枠・ふた共別売りです。

【材　質】枠：木製　　本体：ターポリン
【寸　法】1500(長さ)×510(幅)×80(高さ) mm
※注意：ご使用の際は必ずマットを使用してください。

写真：
Aセット収納例

巧技台［はしご］［すべり台］［ビーム］等と組合せることが
き、［おやま］や［シーソー］として、又横に立てて側面を歩
いて遊ぶこともできます。

両端に取り付け金具がついている
ので、巧技台や展開ろく木等に組
合せ可能。

巧技台A～Dセット
各１組収納できます。
　　（キャスター付）
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【材　質】 木製・脚部スチール製
【附属品】 床保護用ゴムパット４ヶ（調節付）

【材　質】 木製　
【附属品】 連結器・けん垂バー・連結ボード２ヶ
【寸　法】 1710(幅)×1630(奥行)×1500(高さ) mm

【材　質】 木製
【寸　法】 2210（組立完成幅）×900（奥行）×735（高さ） mm 　

【材　質】 木製　（床保護ゴム使用）
【寸　法】 1210(三角形一辺)×1500(高さ) mm
※ 巧技台すべり台とのセット販売も致しております。

※ 連結台・ろく木すべり台は別売りです。
※ 移動式展開ろく木の他に、[固定式ろく木] もございます
　 のでお問い合わせ下さい。

【寸　法】
展開ろく木 2000(幅)×3000(奥行)×1800(高さ) mm
ろく木すべり 2420(長さ)×390(幅) mm
連結台 850(長さ)×150(幅)×130(高さ)  mm

※ ろく木すべり台、巧技台すべり台・はしご、ボックスは別売りです。

連結台

ろく木用すべり台

移動式展開ろく木

ワイド室内ジムワイド室内ジム

三角室内ジム ウッドプレイジュニア
乳幼児対象

3～5歳 対象

◆平面的なろく木を前後に展開させることができかつ、移動式。
◆連結台を使用することにより［ろく木すべり台］［巧技台はしご・
　ビーム等］の使用が可能。

室内用ジャングルジム
連結器の使用により、［ろく木すべり台］［巧技台すべり台・はしご］
の使用が可能。

折りたたみ式室内ジャングルジム
巧技台の［すべり台・はしご］の取り付けが可能。

階段とステップ台は取付け場所を交換
できます。

組立式

組立式
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【材　質】 木製　表面カーペット張り
【寸　法】 800(長さ)×500(幅)×110(高さ) mm

【材　質】 木製　表面カーペット張り
【寸　法】 600(長さ)×450(幅)×100(高さ) mm

幼児用踏切板幼児用踏切板 踏切板踏切板

【材　質】 枠：木製　　
【寸　法】 1450(長さ)×400(幅)×10(高さ)mm

ハイハイスロープハイハイスロープ

【材　質】  木製
【寸　法】  シーソー（ニス・グリーン）
 　2000(長さ)×180(幅) mm

 小　型（ブルー）
 　1500(長さ)×175(幅) mm

巧技台用シーソー（ニス・グリーン） 小型巧技台用シーソー（ブルー）

巧技台用シーソー巧技台用シーソー 小型巧技台用シーソー小型巧技台用シーソー

【材　質】 スチール製　
 踏場：すべり止めゴム張り
【寸　法】 大：
 　522(直径)×105(高さ) mm
 小：
 　400(直径)× 85(高さ) mm
 バランスシーソー：
 　505(直径)×155(高さ) mm

バランスボール大・小
（各ピンク・グリーン）

バランスシーソー
（グリーンのみ）

バランスボール・バランスシーソー

傾斜が少なく乳幼児がハイハイで上り下りすることができます。

すべての巧技台
セットに対応

巧技台のふたを利用した
室内用シーソー

前後左右にゆれ、平衡感覚を養います。
（バランスボールに比べバランスシーソーは、高さを持たせてあります。）

木の弾力を生かし、より
跳躍力が増します。
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【材　質】 スチール製
【附属品】 床保護ゴムパット（調節付）6ヶ・スパナ
【寸　法】 
　バーの高さ 大型 ： 60～180cmまで10cm間隔で調節可能
  中型 ： 65～155cmまで10cm間隔で調節可能
　支柱寸法  大型 ： 2000(高さ)×1900(幅) mm
  中型 ： 1600(高さ)×1340(幅) mm

※注意 ： 必ずマットをご使用下さい。

移動式大型鉄棒・移動式中型鉄棒

【材　質】 木製（いずれも2台1組） 　
【寸　法】 
 A　　　　　　  ：2000(長さ)×100・140(幅)×305(高さ) mm
 2.5(ライン入り)：2500(長さ)×100・140(幅)×350(高さ) mm
※2.5とAは別売りです。

ダブル平均台A
ダブル平均台2.5（ライン入り）

ダブル平均台A
ダブル平均台2.5（ライン入り）

【材　質】 木製　脚部：スチール製
【寸　法】 1800(長さ)×80(幅)×260(高さ) mm
※ピンク・グリーン2台1組

【材　質】 枠・柵部：スチール製
  底板：合板
【寸　法】 1500(長さ)×740(幅)×500(高さ/キャスター部含む) mm
  棚部：350(高さ) mm
※キャスター付き

【材　質】 木製
【寸　法】 
　720(長さ)×420(幅) mm
※キャスター付き

簡易平均台簡易平均台

組立式

組立式

巧技台 移動用カート巧技台 移動用カート 巧技台 長物収納台車巧技台 長物収納台車

各台の両端の幅が異なるのが特徴。金具で2台を固定
することができます。

組み合わせにより、箱物・長物巧技台を運搬する事が
出来ます。

巧技台はしご・ビーム・すべり台を
　　　収納・運搬する事が出来ます。

脚部をボルトで取付ける組立式平均台。
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　子どもは生まれてから、はいはい、一人立ち、直立二足歩行完成へと、0歳～6歳の六年

間、発育発達運動を積み上げ、成長していきます。

　しかし、残念ながら、今の子どもたちの動きやケガの様子を見たり聞いたりすると、この

発育運動を充分に積み上げている子どもは少ないようです。現在大部分の子どもたちは、積

み上げの中に不足しているもの、欠落しているものがいくつもあるように感じられます。そ

れらは、「はいはい」「はんとう」「けんすい」などの能力です。                 

                                                                           

　現在のような狭い住居と、便利さ、速さを求める文明社会の中で育てられた子どもたち

は、自分の意志に反して、これらの運動を省略させられているのではないでしょうか。

　親子で遊ぼうと、休日に公園に行っても「公園の木に登ってはいけません。」「公園で

ボールあそびをしてはいけません。」などの看板が多く見られます。公園には小さな子もい

るので思いっ切り速くは走れません。(また逆の場合もあるでしょう。)

　では、子どもたちは、どこで充分に手足を使って遊べるのでしょうか。

　子どもたちは自分自身の力で、正しく上手に手足を使い、もっと高い所へ登り、渡り、降

り、ぶら下がる、などの経験を積み重ね、自分を守れる力を身に つけなければなりません。                                                             

                                                                           

　それらの運動を安全に、効果的に体験できるのが、巧技台あそびです。また、工夫しだい

で0～6歳までの、幾通りのセットを組む事ができるのも 「巧技台」の魅力です。空間 (場

所)、時間、人数 (子ども、大人)など、いろいろな条件に合わせ、さまざまなセットを組む事

ができます。工夫されながらもシンプルな枠とフタ(頭部)で高さと傾斜を考え、種類のある

棒類との組み合わせで難易度を考えると、本当にたくさんのセットで遊べます。更に、同じ

セットでも、上を通るか、下を通るか、中を通るか、どの方向から流れるかにより遊び方も

様々です。巧技台の並んだホールに入ってきた子どもたちの目はキラキラしていてます。体

は、早く動きたくてウズウズしています。床さえあれば、平面(横)での運動あそびはできま

すが、立体(縦)の運動あそびは、用具を利用しなければできません。ぜひ巧技台を利用し

て、子どもたちの、たくましく、しなやかな成長に必要な縦方向への動き、立体的な動きを

たくさん経験させてあげましょう。                                                          

　子どもは生まれてから、はいはい、一人立ち、直立二足歩行完成へと、0歳～6歳の六年

間、発育発達運動を積み上げ、成長していきます。

　しかし、残念ながら、今の子どもたちの動きやケガの様子を見たり聞いたりすると、この

発育運動を充分に積み上げている子どもは少ないようです。現在大部分の子どもたちは、積

み上げの中に不足しているもの、欠落しているものがいくつもあるように感じられます。そ
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　現在のような狭い住居と、便利さ、速さを求める文明社会の中で育てられた子どもたち

は、自分の意志に反して、これらの運動を省略させられているのではないでしょうか。

　親子で遊ぼうと、休日に公園に行っても「公園の木に登ってはいけません。」「公園で

ボールあそびをしてはいけません。」などの看板が多く見られます。公園には小さな子もい

るので思いっ切り速くは走れません。(また逆の場合もあるでしょう。)

　では、子どもたちは、どこで充分に手足を使って遊べるのでしょうか。

　子どもたちは自分自身の力で、正しく上手に手足を使い、もっと高い所へ登り、渡り、降
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で0～6歳までの、幾通りのセットを組む事ができるのも 「巧技台」の魅力です。空間 (場

所)、時間、人数 (子ども、大人)など、いろいろな条件に合わせ、さまざまなセットを組む事
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は、早く動きたくてウズウズしています。床さえあれば、平面(横)での運動あそびはできま
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　NPO法人  日本幼児健康体育協会　　       
代表 池田   意都子    

　NPO法人  日本幼児健康体育協会　　       
代表 池田   意都子    

子どもの成長には「縦方向の動き」を経験する事が
とても大事なのです 

子どもの成長には「縦方向の動き」を経験する事が
とても大事なのです 
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監修：日本幼児健康体育協会
代表　池田 意都子



さまざまな向きで
移動しよう！

手でつかむ

足ではさむ

モノレールになって
のぼりくだり

9

巧技台はしご・巧技台ビームを使って…
　どこをどう渡るか工夫次第で
　　　まったく違う運動ができます！



ブタのまるやき

グッと
あたまを

もちあげよう！

前回りも 逆上がりも
ゆっくり・ゆっくり

10

巧技台 鉄棒を使って…
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巧技台バーを 2本使って…

手の力だけで
ス～イスイ！

ボートこぎ

お馬さん

ゆ～らゆら
ぶらんこのようになってみよう！

どれくらいゆられて
いられるだろう



自分を守る力

つかむ手の向きに
よって

使う筋肉は違います。

12

自分のからだは
　おもい？
　　かるい？

むこうまで休まないで
いけるかな？

こんどはむきを
かえて



くぐったり・足から抜けたり・またいだり
すべて使う筋肉が違います！

障害物競走の
アクセントになります

はしごくぐり

13

巧技台はしごを横に組んで…

くるりんぱ！！



＊　巧技台は必ず指導者の付添いの元 ご使用下さい。

＊　こどもたちの興味や能力をよく観察し、各個人の段階に応じ

た指導を心掛けてください。

＊　高所から落下する恐れがありますので危険と思われる場所に

は必ずマット等を使用してください。

＊　各遊具取付の際は遊具の金具が固定場所にしっかり入ってい

るかを確認してください。（多少のがたつきがある場合には布

などを挟んでいただくと安定します。）

＊　枠を積み重ねた時、下の枠にしっかり重ねられているかを確認

し必要に応じ専用の固定バンドを使用してください。

＊　棒にぶら下がる・前回り・逆上がり等を行う場合は、人数制限及

び枠の固定をしっかり行ってください。

　はしご・ビーム・バーは一人用です。

指導に当たる先生方へ

14
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