
play for public spaces

遊具パネル カタログ遊具パネル カタログ
keebee社



おさんぽてんとう虫おさんぽてんとう虫
てんとう虫がお散歩しながら家に帰
るのを助けてあげてください。休憩し
たり、寄り道したり、お友達と遊んだ
りと想像を広げて楽しく遊べます。

keebee社の丸型遊具パネルは、限られたスペースでも安心して楽しめる知育型遊具パネルです。直接壁に設置が可能です。
設置工事が不要のフリー・スタンド・システムもご利用いただけます。直径60cmと40cmの２種類があります。

ラウンドアバウト
遊具パネル
ラウンドアバウト
遊具パネル

ワブリー・ポッドはテーブルを傾けたり動かし、テーブル上のボールを目的地まで導く迷路ゲームです。何度も挑戦した
くなる遊びは、子供たちの集中力と忍耐力を自然とやしないます。ワブリー・ポッドワブリー・ポッド

ワブリー・ポッド
飛行場
ワブリー・ポッド
飛行場
テーブルを傾けて、飛行機を正しい滑走路
の着陸に導いてあげてください。１機の操
縦が終われば、２機、3機とあり難度がアッ
プします。パイロットになった気分で操縦し
てくださいね。

ワブリー・ポッド
迷路
ワブリー・ポッド
迷路
ボールを外側から中央のゴールに導く迷
路ゲームです。行き止まりを避けて、うま
くテーブルを傾けてボールを動かしてくだ
さい。集中力が必要なゲームです。

RA0160 ナンバービーズナンバービーズ
前面のスピナーやパネルを回して遊
びます。色、数字、順序などの決まり
を理解しながら楽しく学べるパネル
です。

RA0260 サッカーゲームサッカーゲーム
スピナーを回転させながら、サッカー
ボールを相手チームのゴールへ入れ
ます。視覚を刺激し、指先を使って集
中力を向上させるゲームです。
GOOOOOOOOAL!

RA0360 トドラー・ビーズトドラー・ビーズ
パネルを回転させると、ビーズに隠
れた絵があらわれます。パネルの仕
組みやビーズの動きを理解し、視覚
を刺激し集中力をやしないます。

RA0760

砂時計砂時計
パネルを回転させると、砂時計のよう
にビーズは反対側へ移動し、隠れてい
た写真があらわれます。パネルとビー
ズの動きの関連性を楽しみます。

RA3343

SST130SST131

ごはんはどこからごはんはどこから
農場から食べ物が食卓にのぼるま
でのストーリーを考え、食に対する
意識を高めます。種をまいてから、
収穫までの色々な工程を視覚で学
びます。

RA3543 元気にあそぼ元気にあそぼ
小さなディスクのイラストを、４つの
正しい部屋に振り分けます。絵を見て
考え、指先を使いながらを分類し、物
事を認識していく力をやしないます。

RA3443 水飲んだ？水飲んだ？
私たちが健康的に過ごすためには、
毎日最低コップ４杯の水を飲む必要
があります。パネル上のグラスをビー
ズでいっぱいにして、子供たちは飲む
べき水の量を自然に覚えます。

RA3143

wobbly-pods

サイズ：  60cm x 60cm
重量： 11.8kg (フレーム込）

サイズ： 43cm x 43cm
重量： 5.7kg (フレーム込） サイズ： 43cm x 43cm

重量：  5.9kg (フレーム込）

サイズ： 43cm x 43cm
重量： 5.9kg (フレーム込） サイズ： 43cm x 43cm

重量： 6.4kg (フレーム込）

サイズ： 60cm x 60cm
重量： 12.2kg (フレーム込） サイズ： 60cm x 60cm

重量： 11.8kg (フレーム込）

サイズ： 60cm x 60cm
重量： 9.5kg (フレーム込）

54cm（高さ） / 60cm（テーブル直径） / 50cm（土台直径） / 50kg

round-abouts : play activities



プレイモジュール 
遊具パネル
プレイモジュール 
遊具パネル

キービーズ・ルーピングキービーズ・ルーピング
ビーズをワイヤーにそって動かすルー
ピングプレイは、指先と視覚、感覚を
刺激し、空間認知力や色、形、大きさ
を認識する力をやしないます。

長方形のモジュール型パネルは、ビーズやパズルなど指先を使って遊ぶ知育型の遊具パネルです。レストランや商業施
設内のプレイルームやスペースが限られた公共スペース、医療系待合室、託児所などに最適です。

フリースタンド
システム
フリースタンド
システム

壁に施工することなく、少ないスペースを有効活用できるフリースタンドシステムは、小さなお子さんにも安全に楽しく遊ん
でもらえる工夫がたくさん。医療系待合室や図書館、イベントやショールームなどのオープンスペースに最適です。

AM01 不思議ミラー不思議ミラー
伸びたり縮んだり、横長に見える不
思議ミラーは子供達に大人気。年
齢を問わず楽しめる笑顔の絶えな
い遊具パネルです。

AM04 スペース・アドベンチャースペース・アドベンチャー
子供たちは「宇宙のボール」を動か
し、惑星から惑星へと旅をします。
指先と視覚を使って宇宙への夢が
広がります。

AM05 トラベルタウントラベルタウン
子供たちは小さな街の様々な道路
と路地をスピンドルカーで移動しま
す。想像を膨らませながら、街を探
索する楽しいパネルです。

AM06

マッチング・ブロックマッチング・ブロック
かわいい動物のメモリーゲーム。
集中力や記憶力、注意力や観察力
を同時にやしなう事ができます。

AM15

SST108

シーワールドシーワールド
海中で泳いだり宝探しをしたりと、
子供たちは想像を膨らませながら
ボールを動かし海中探検に出かけ
ます。指先と目の協調運動の発達
を助け、集中力をやしないます。

AM22 ロボット・ファクトリーロボット・ファクトリー
ビッグギア、スピンドルギア、ライン
ギアなど形や動きの違う歯車の間
をすりぬけながら、手持ちの歯車を
動かしていきます。目と手の協調運
動の発達を助け、集中力をやしない
ます。

取り付けも簡単なシングル用
専用フレーム

AM23

シングル・ハウジングシングル・ハウジング

３種類の遊具パネルの設置が可能な専用フレーム

重量： 2.4kg 

重量： 2.3kg 

重量： 4.5kg 重量： 4.5kg 

重量： 4.5kg 
重量： 4.1kg 

重量： 14kg 

サイズ： 45cm x 70cm

サイズ： 80cm x 120cm
高さ： 136cm
重量： 約93kg

コックピット・フリースタンドコックピット・フリースタンド
楽しいコックピットの形をしたフリースタンドは、２つラウンドアバウト遊具パネルを設置
することができます。内側にはウィンドウミラーや操縦パネルが含まれています。さぁ、空
の旅に向けて出発。

場所を選ばすどこにでも置けるボックスタイプは、４種類のモジュール遊具パネルを設置で
きます。

トリプル・ハウジングトリプル・ハウジング

modules : play activities

SST101ボックス・フリースタンドボックス・フリースタンド

サイズ： 51cm x 51cm
高さ： 80cm 



ファンキー・ファームファンキー・ファーム

サーカストレインサーカストレイン
楽しいサーカストレインにお好きなプレイモジュール遊具パネルを設
置できます。予算やスペースに合わせて、トレインの組み合わせも可能
です。

ウォール・システム ウォール・システム 遊ぶスペースが確保できない場合でも、パネルを数種類組み合わせ壁に設置するウォールシステムなら安心してご利用
いただけます。商品に同封されているカタログでご自身での設置が可能です。

SST112C

SST135C

ロケット・フリースタンドロケット・フリースタンド
組み立てが非常に簡単なロケットタイプのフリースタンドは、4つの遊具パネルをは
め込むことができます。見た目も楽しく、子供たちに大人気。複数人で同時に楽しめ
るのが特徴です。

SST180 ワッキーウォール・フリースタンドワッキーウォール・フリースタンド
変だけど楽しい！両面からアクセスでき、複数で遊べるフリースタンド。２種類のステアリンホイー
ルと２種類のラウンドアバウトパネル（60cm）、その他アクティビティボードなど含まれています。
パネル両面に描かれているカラフルなイラストは見ているだけでもワクワクします。

SST190

free standing play systems

サイズ： 123cm x 123cm
高さ： 150cm
重量： 約52kg

サイズ： 198cm x 66cm
高さ： 122cm
重量： 約96kg

（馬）
木製の馬のパネルにはラウンドアバウト遊具パネルが設置できます。

（ワゴン）
色とりどりの楽しいワゴンには3つのプレイモジュール遊具パネルが設置
できます。

重量はトレインやパネルの組み合わせにより変動します。

wall mounted play Systems 

重量： 約65kg（パネルの組み合わせにより変動します。）

フリースタンド
システム
フリースタンド
システム

壁に施工することなく、少ないスペースを有効活用できるフリースタンドシステムは、小さなお子さんにも安全に楽しく遊ん
でもらえる工夫がたくさん。医療系待合室や図書館、イベントやショールームなどのオープンスペースに最適です。



カナダの図書館設置用にデザインされた遊具で、現在では図書館だけでなく、北米の教育機関などでも多く利用されている
学習型遊具パネルです。 遊びながら英語に触れる事ができ、遊んで学べる遊具パネルは英語教材として利用できます。　

英語教材
遊具パネル
英語教材
遊具パネル

アンダー・ザ・シーアンダー・ザ・シー
子供たちは自分だけのストーリーを作りな
がら、タコと一緒に海中探索に出かけます。
パネル上の数字にうまくボールを運べるか
な？自然に英単語や数を覚え、目と指先の
協調運動の発達も助けます。楽しみながら
集中力をやしないます。

AW28

サイズ： 45cm x 70cm

色と形のマッチング色と形のマッチング
パネルに書かれた文字と図形のパネルをマッチさせ
て遊びます。色と形を視覚から認識し、遊びながら自
然と英単語を覚える事ができます。色と形、そして単
語もぴったり合うかな？

SST257

サイズ： 45cm x 70cm

12種類の動物パネルと、動物の名前が書かれたパ
ネルをマッチさせます。単語認識能力をやしない、写
真と英単語を視覚的に認識します。動物の写真は
ホログラムで、パネルを動かすと動物が動き出しま
す。サイズ： 45cm x 70cm

SST255

アルファベットの木アルファベットの木
アルファベットの木に住む動物たちの名前を、スピナーで正しく並べて遊びます。子供
達は想像をふくらませ、物語の主人公になってストーリーの中に迷い込んでしまいそう
ですね。楽しいパネルで遊びながら英単語能力を身につけます。

アルファベット遊びアルファベット遊び
パネル上の"a"と"o"を正しい場所に導いて、単語を完成さます。
母音を正しく理解し、単語認識能力を高めます。かわいいイラス
トで視覚からも英単語の認識を促します。 サイズ：  60cm x 60cm

RA11

はじめの文字は？はじめの文字は？
ビーズに隠れたイラストと英単語の頭文字
をマッチさせて遊びます。イラストと単語を
視覚で認識し、英単語が自然と身につきま
す。パネルを回して、ビーズを動かすと別の
イラストがあらわれ、目と手の協調運動の
発達も助けます。

RA1060W

サイズ： 60cm x 60cm

RA3843W

サイズ： 43cm x 43cm

言葉遊び言葉遊び
英語圏の子供がよくする言葉遊び、ライ
ミング。楽しく単語を覚えるのに使用する
学習法のひとつです。日本でいう韻を踏
む言葉遊びで、同じ韻を踏む単語をスピ
ナーを使って上手に分けてあげてくださ
い。かわいいイラストと一緒に英単語が
楽しく覚えられます。

この動物だれだ？この動物だれだ？ SST253

サイズ： 80cm x 120cm

Play togethe
r!



axisplan.com/playground

株式会社 アクシスプランニング
Axis Planning Inc.

1112 West Pender Street, Suite 820
Vancouver, B.C. Canada V6E 2S1

T    604-681-9271
E    office@axisplan.com
W  axisplan.com

株式会社 アクシスプランニングジャパン
Axis Planning Japan Inc.

〒107-0052  
東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン311

T    03-6893-0393
E    info@axisplan.com
W  axisplan.com

カナダ keebee社 信頼できる安全な遊具

keebee社の遊具は、1995年創立以来アメリカやカナダの安全で優れ
た原料から製造され、北米の法人クライアントを中心に支持され、今で
は世界中の公共施設や医療法人などに設置されています。全ての遊具
は北米で設計され、製造されています。

遊びは子供の翼

子供の成長の基本は遊びから。
遊びの最中に子供は瞬間的に考え、探求し、いろいろな事を吸収します。
遊びを通して、対人スキルやコミュニケーション能力を身につけ、次々に
起こる問題を解決します。また集中力や想像力、持続力、また挑戦しよう
とする意欲なども育ちます。

清潔で手入れが簡単

子供たちが遊ぶ遊具は安全で清潔がいちばん。
簡単に手入れができるkeebee社の遊具は、布やぬいぐるみの表面の
様な縫い目がありません。パネルに施された弾力性のある特殊コーティ
ングは、工業用の消毒剤などの洗浄にも耐えることができ、抗菌効果も
あります。簡単な手入れと掃除で遊具を清潔に保ち、長くご利用いただ
けます。
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