
奈良県吉野の山奥で創業 15年。当社は設計製造販売を全て自社で行う事で安全で本格的な
木製遊具を低価格で販売しており、全国各地の保育園幼稚園各施設様にご利用されています。
設置作業や設置後のメンテナンスも格安にてお受けしています。
通信販売にて全遊具も販売可能で、木製ブランコは販売開始より 8000 台以上の実績と楽天市場
店では 4.7 以上の高評価を頂いています。是非ご活用ください。
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オリジナル木製遊具カタログ



雨ざらしでも長期３年保証！職人の手作り商品

Garden table set 長期耐久品ですので、保育園や屋外施設などに
お勧めのガーデンテーブルセットです。
自社で職人が 1 台 1 台手作りで製作しています

ガーデンテーブル詳細
天板サイズ：120cm×58cm　 
テーブル高さ 58cm
材質：檜材（厚さ 40cm）
支柱他：杉材（直径 10cm）　

ベンチ詳細
座面サイズ：120cm×30ｃｍ　（丸太直径 10cm）　高さ 32cm
支柱他：杉丸太（直径 12cm）
材質：杉丸太　ボルト 4 本組立て　

51,000
販売価格 ( 税抜き )

■配送料：10,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

30,000
販売価格 ( 税抜き )

■塗装 ( カーキ、ブラウン、クリア )　別途 3,000 円

■塗装 ( カーキ、ブラウン、クリア )　別途 3,000 円

■配送料：5,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

幼児用ガーデンテーブル詳細
天板サイズ：40cm×80cm　 
テーブル高さ 44cm
材質：檜材（厚さ 25cm）
支柱他：杉材（直径 8cm）　

ベンチ詳細
座面サイズ：20cm×80ｃｍ　
（丸太直径 10cm）　高さ 22cm

完成品お届け !!

お客様組み立て !



吊りボール ステンレス鉄棒角度付きうんてい

鉄棒

吊りボール

丸太登り
角度付きうんてい

登り棒

Wood Land Special

複合遊具ウッドランドスペシャル

　まるで森の中のアスレチック ! このひとつで 5 種類の遊具で遊ぶことができ、子供たちの冒険心をくすぐります。
たくさんのおともだちと楽しく遊びながら運動能力もアップ ! 当社人気No.１の複合遊具です。

商品名：ウッドランドスペシャル
構　成：角度付うんてい　鉄棒　登り棒　丸太登り　吊りボール
＊うんていの高さは変更可能（最大 190cm）
標準：保育園幼稚園用 145 ～ 160(cm) 角度付　
　　　小学生用 : 最大 175 ～ 190(cm) まで製作可能
素　材：国産杉　耐久性ロープ　ステンレスバー
サイズ：幅 515cm高さ 235cm奥行き 243cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：120kg 以内
設置方法：埋設
価　格：340,000 円（税抜）　
配送料：55,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



うんてい

鉄棒

登り棒

丸太登り

Wood Land Special

複合遊具ウッドランド

　バラエティにとんだアスレチック要素を満載の大冒険遊具で様々な遊びにチャレンジ ! うんてい、鉄棒、登り棒、丸太登り
がセットになった4種類の遊具で遊べる当社オリジナルの複合遊具です。　オプションでぴったりのカスタマイズも可能です。

設置場所に合わせて形を変えることができます

商品名：ウッドランド ( ステンレスバー )
構　成：うんてい　鉄棒　登り棒　丸太登り
素　材：国産杉　耐久性ロープ　ステンレスバー
サイズ：幅 250cm高さ 210cm奥行き 243cm
＊保育園用は高さ 150cmへ変更可能です。
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：120kg 以内
設置方法：埋設
価　格：183,000 円（税抜）
配送料：33,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



Wood wall

ウッドウォール

　最大の魅力は達成感 ! 何度もトライして登れた時の「できた！」の気持ちが
「がんばる力」に変わります。カラフルで楽しい32個のボルダリングホールドは、
こどもたちにワクワク感を与えてくれます

大小カラフルな
32 種類のホールド

ホールドはステンレスボルト固定
お客様で自由に位置を変えていただけます

杉丸太
加圧注入防腐加工済

パネルは丈夫な
ヒノキ板を使用

設置場所の状況に合わせて特注品も制作させてい
ただいております。お気軽にご相談ください。
ホールドはステンレスボルトで錆びません。
お客様で自由に位置を変えていただけます。

32 個のカラフルなホールド

全身運動で運動能力アップ 何台でも連結可能です。

商品名：ウッドウォール
素　材：国産ヒノキ板　国産杉
サイズ：幅 150cm高さ 200cm奥行き 17cm
安全範囲：全面、左右 150cm、後方 100cm以内には障害物が
　　　　　ないように設置
安全荷重：50kg
設置方法：埋設
価　格：78,000 円（税抜）
配送料：15,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



Slider

木製すべり台
　いつの時代もこどもたちに大人気のすべり台が登場 !
丸みがありかわいいデザインで木の優しい質感を感じながら遊んでいただけます。
丈夫なヒノキ板を使用し、本体下の部分には滑るだけではなくこどもたちがワクワクする隠れ場所を作りました。

耐久性のあるプラチック性

波のあるゆるやかなスライダー

厚みのあるヒノキ板

商品名：木製すべり台
素　材：国産ヒノキ
サイズ：幅 128cm高さ 185cm奥行き 315cm
安全荷重：80kg 以内
設置方法：据置
価　格：298,000 円（税抜）
配送料：32,000 円
（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



Crossing the logs

ゆらゆら丸太渡り

　ゆらゆらと揺れる丸太は何だか怖そう…。
でも、こどもたちはそんなドキドキする場所が大好き。自分にとって危険かどう
か判断してチャレンジすることで、子どもたちの考えるチカラを伸ばします。

ゆらゆらと不安定な丸太を渡る楽しさ

商品名：ゆらゆら丸太渡り
素　材：国産杉丸太　
サイズ：幅 270cm高さ 800cm奥行き 130cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：200kg 以内
設置方法：措置
価　格：225,000 円（税抜）
配送料：30,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



32 種類のホールド

国産ヒノキ

Wood Mountain（Bouldering TYPE)

ウッドマウンテン（ボルダリングタイプ）

　32 種類のボルダリングホールドは見た目にもカラフルで楽しい !
緩やかな傾斜は、小さなこどもたちでも安全にボルダリングの楽しさを体験でき、遊び
ながら集中力を鍛えます。まるで秘密基地のようなフォルムは、時には追いかけっこの
コースとなりかくれんぼの舞台にもなりそう。

商品名：ウッドマウンテン（ボルダリングタイプ）　
素　材：国産ヒノキ　国産杉丸太　耐久性ナイロンロープ
サイズ：幅 250cm高さ 150cm奥行き 150cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：100kg 以内
設置方法：据置
価　格：220,000 円（税抜）
配送料：30,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

80



Wood Mountain

ウッドマウンテン（ネットタイプ、丸太タイプ）

　くねくねしたネットやロープを使って丸太を登ったり降りたり、時には落ちそ
うになったり…。そんなハラハラ・ドキドキの刺激もこどもたちには大切なこと。
山のかたちに取り付けたネットや丸太は、バランスや柔軟性のアップだけではな
く様々な感覚の体験にも役立ちます。

ネットタイプ 丸太タイプ

2 連結でさらに楽しさ倍増

＊画像は旧タイプで現在は床板がヒノキ板に変更しております。

商品名：ウッドマウンテン（ネットタイプ）　
素　材：国産杉丸太　耐久性ナイロンロープ
サイズ：幅 250cm高さ 150cm奥行き 150cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：100kg 以内
設置方法：据置
価　格：190,000 円（税抜）
配送料：30,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）
＊オプション（ステップ裏板 20,000 円）
　（踏み外し防止板になります）

商品名：ウッドマウンテン（丸太タイプ）　
素　材：国産杉丸太　耐久性ナイロンロープ
サイズ：幅 250cm高さ 150cm奥行き 150cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：100kg 以内
設置方法：据置
価　格：170,000 円（税抜）
配送料：30,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）
＊オプション（ステップ裏板 20,000 円）
　（踏み外し防止板になります）



商品名：ウッドマウンテンミニ
素　材：国産ヒノキ　国産杉丸太　
サイズ：幅 90cm 高さ 75cm　奥行 130cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：80kg 以内
設置方法：据置
価　格：110,000 円（税抜）
配送料：15,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）
＊屋外用防腐加工追加 20,000 円（税抜）

当社売れ筋商品のウッドマウンテンの幼児向け商品です。
見た目にもカラフルで楽しい ! 緩やかな傾斜は、小さなこどもたちでも安全にボルダリングの
楽しさを体験でき、遊びながら集中力を鍛えます。まるで秘密基地のようなフォルムは、時
には追いかけっこのコースとなりかくれんぼの舞台にもなりそう。

Wood Mountain

ウッドマウンテンミニ

檜板 (Ｈ120×Ｗ1500×Ｄ25)

杉丸太 (Ф80)

75cm

130cm

90cm



Monkey bar

木製うんてい

　ぶら下がって交互につかんで落ちないように進むうんていは、運動能力はもち
ろん脳の成長にはとても良い効果があるといわれてます。コツがつかめるまでは
ぶら下がるだけでも大変。でも難しいことにチャレンジすることも楽しさのひと
つです。

組み立て作業も家族みんなで楽しめます

全身を使うので運動能力アップ

＊画像が標準タイプ ( 高さ 190cm) で幼児仕様は高さ 150cmになります。

杉丸太

加圧注入防腐加工済

商品名：木製うんてい（ステンレスバー）
素　材：国産杉丸太　ステンレスバー
サイズ：幅 250m高さ 150cm奥行き 100cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：80kg 以内
設置方法：埋設
価　格：100,000 円（税抜）
配送料：25,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



Horizontal bar

三連木製鉄棒

　逆さになったり回転したり、他の遊びではなかなかできない感覚を体験でき
る鉄棒。最初は難しい「逆上がり」。でもちょっとしたことで「できた！」が増
える瞬間は、子供たちの満足感や自信にもつながります。

安心・ 長持ち
ステンレスバー

安心・ 長持ちの
加圧注入防腐加工品

商品名：三連木製鉄棒（ステンレスバー）
素　材：国産杉　ステンレスバー（直径 12）
サイズ：幅 330cm（三連）高さ（指定）奥行 12cm
　　　　幅 236cm（二連）高さ（指定）奥行 12cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：50kg 以内（1基）
設置方法：埋設
価　格：二連 50,000 円（税抜）三連 70,000 円
配送料：8,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



climbing bar

木製登り棒

　腕や全身を使って登ったり降りたりする登り棒は、こどもたちの体力や体幹
を鍛える強い味方。おともだち同士で競い合って登ることもでき、向上心の芽
生えにも役立ちます。
　昇降バーは錆びに強いステンレスを使用しており長くお使い頂けます。

こどもたちが競い合って登ります

ステンレスバーで安心・長持ち

登り棒

杉丸太

加圧注入防腐加工済

商品名：木製登り棒
素　材：国産杉　ステンレスバー
サイズ：幅 300cm高さ 200cm奥行き 27cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：30kg（1本）
設置方法：埋設
価　格：100,000 円（税抜）
配送料：20,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



Balance beam

木製平均台

　平均台はバランス力を養うのにもってこい。かにさん歩きをしたり、途中でじゃ
んけんをしたり、子供たちは平均台ひとつでたくさんの遊びを生み出します。お
天気のいい日にはみんなでワイワイおしゃべりできるベンチに大変身。

直径 12cm の丸太を使用（1段タイプ）

商品名：木製平均台
素　材：国産杉
サイズ：幅 40cm高さ 22cm長さ 70cm＋130cm＋170cm
安全荷重：60kg
設置方法：据置
価　格：27,000 円（税抜）
配送料：4,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

杉丸太

加圧注入防腐加工済

自由に角度が

変えられます

高さは１段タイプと 2段タイプをお選び頂けます。
（こちらの商品は２連結セット、２段タイプ）

＊保育園、幼稚園用は安全面で 1段タイプでの販売となります。



丸太直径 24～ 28cm　
長さ    50cm  埋設 20cm地上高 30cm　5,000 円 ( 税抜 )
長さ     80cm  埋設 30cm地上高 50cm　8,000 円 ( 税抜 )
長さ 100cm   埋設 30cm地上高 70cm　10,000( 税抜 )
配送料：1本 3,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

■メイン画像組み合わせ例
50cm×2本　80cm×2本　100cm×1本　合計 5本  36,000 円
配送料：セット 15,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

直径 24-28cm の国産ヒノキをつかった丸太の階段です。
遊具と遊具の間に設置していただいたり、一列に並べたり、ジグザグに並べたり間隔も自由に変更可能です。
埋設ですが当社自慢の防腐加工（ACQ 加圧注入防腐加工）で安心してお使いいただけます。

Wood Mountain（Bouldering TYPE)

丸太ステップ階段

1 本 1本手作りで丁寧に加工しております。

ログステップ



商品名：木製ブランコ（大）
素　材：国産杉
サイズ：高さ約 210×横幅 400×奥行 185(cm)
　　　　支柱丸太 12cm横木丸太 10cm 
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：1椅子 100 キロ
設置方法：埋設
価　格：105,000 円（税抜）
配送料：15,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

105,000
販売価格 ( 税抜き )

Large Wooden swing　

大型木製ブランコ ( 大 )
当店販売数No.1 の木製ブランコを施設用に改良した埋設型の大型ブランコになります。

300

500
180

60

300

300

300

杉丸太Φ100

ナイロンロープΦ80

ステンレス吊り金具

杉丸太Φ120

配送料：15,000 円
（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）

4000

2700



Monkey bars

くるくるうんてい

　ぶら下がって体を揺らして進むうんていはこどもたちの上半身の筋肉と体幹を強くします。「今日は何周回れるかな」
「どのぐらいぶら下がっていられるかな」など、子供たちの「やってみよう」というチャレンジ精神を育みます。
　円状のコンパクト設定で省スペースでもラクラク設置可能です。

登りやすいようにワンステップ付

高さ調整も可能な９本のバー

直径 18cm の国産ヒノキを使用

登りやすいワンステップ付

９本のバーは高さ調整可能

くるくるうんていは支柱の長さが選べます
■高さ 160cm
　主に保育園年長さんから小学生
■高さ 200cm
　大人の方でも使用可能です。

高さ 160cm 高さ 200cm

商品名：くるくるうんてい
素　材：国産ヒノキ　スチールバー
サイズ：高さ 160cm及び 200cm　直径 140cm
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：70kg 以内
設置方法：埋設
価　格：160cm　115,000 円（税抜）　200cm　120,000 円（税抜）
配送料：9,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



安心 ・長持ちの
加圧注入防腐加工品

＊こちらの商品は１辺が 120cmの 8角形になります。
　砂は別売りになります。

Sandbox

木製砂場

　何かをつくることで想像力を育てるのに最適な砂あそびは子どもたちにとって
良い効果がたくさん。砂の冷たさや温かさ、重さ、ザラザラした感触…。
　第二の脳と言われる手に様々な情報を与えてくれ、脳を刺激し活性化させてく
れる最高のあそび場。木枠には防腐加工をしており長持ちです。

直径 15cm仕様になります幼少期の感性をそだてます。

その他（特注ヒノキ角材 300×400cm） 

花壇や家庭菜園などにもお使いいただけます。
特注品も制作可能です。お気軽にご相談ください。

商品名：木製砂場
素　材：国産杉 （丸太直径 12cm）＊15cm/18cmでも作製可能です
設置方法：据置
価　格：サイズ指定で制作可能です（12cmの場合）
　　　　長さ 100cm~150cm( 杉丸太 1本）×本数　8,000 円
　　　　長さ 150cm~200cm( 杉丸太 1本）×本数 10,000 円
　　　　長さ 200cm~300cm( 杉丸太 1本）×本数  15,000 円
　　　　＊15cm/18cmの場合は別途見積いたします
配送料：6,000~15,000 円（沖縄・北海道・離島　別途見積もり）



ボルタリング、ネット登り、すべり台、ゆらゆら丸太渡りなどを組み合わせ
た複合遊具です。土台には直径 45cm以上の丸太をつかっており防腐加工済
です。4000×4000 の大きな土台で圧倒的な存在です。
価　格：2,900,000 円（税抜）
施工費：300,000 円～別途見積

＊発注から施工まで約 2ヵ月ほどお時間を頂いております。

ボルタリング、ネット登り、すべり台、ゆらゆら丸太渡りなどを組み合わせた複合遊具です。こちらの商品は完全別注となって
おり、お客様の要望をもとに作られています。直径 45cm 以上の丸太を組み合わせた丈夫な造り、防腐加工もしっかりとされて
いますので他にはない大型木製遊具です。すでに何件か設置させていただきましたが、大変好評につき商品化となりました。高
さや、幅など施設に合わせて設計いたしますので、お気軽にご相談ください。

WAKUWAKU LAND

わくわくランド

ボルタリングゆらゆら丸太渡り

滑り台

ネット登り



Wakuwaku Slider

わくわくスライダー

商品名：わくわくスライダー　
素　材：国産ヒノキ
サイズ：幅 400cm高さ 300cm奥
安全範囲：周囲 150cm以内には障害物がないように設置
安全荷重：300kg 以内
設置方法：据置
価　格：2,500,000 円（税抜）
配送料：別途見積

ミニスライダーとスパイラルスパイダーにお子様が
大好きな木のデッキトンネルを組み合みた
滑り台の複合遊具です。



設置例一覧



当店遊具は耐久性はもちろん安全性についても考慮しております。
防腐対策として公園木製遊具と同じマイトレック ACQ 薬剤を加圧注入しております。

長く安心してご利用頂けます。

安全性・耐久性などについて

当店の木製遊具
ブランコ・鉄棒・平均台など
すべて国産杉の間伐材を使用し
ACQ加圧注入防腐剤を使用した
環境にもやさしい遊具です。

保育園・幼稚園向けの
遊具に関しましては、子供向けに

通常遊具より高さなどを
変更しています。

丸太のやわらかい
風合いが

園庭を飾ります

商品を一つ一つ

手作りで作成

国産間伐材を
使用してます

実績多数！

特別仕様

耐久・安全

全商品PL保険加入済み

当社が販売している商品は全て生産物賠償責
任保険に加入しております。万が一の事故に
も対応させていただいております。
 おかげ様で販売開始から 15 年程が経過いた
しましたがクレームなどはいただいた事なく、
皆様から喜びのお声やお写真をたくさん頂戴
いたしております。



　木材に発生するひび割れは、軽微なものは商品の性能や安全性には影響ありません。次のことをご理解
していただいた上で、ご購入ください。
　木材には乾燥によりひび割れが発生します。当社では、できるだけひび割れができないように、日陰で
時間をかけて乾燥させたり、丸太には背割りをほどこしたりしています。また、ひび割れが発生すると安
全性が損なわれてしまう箇所には、割れ防止剤を塗布しています。しかし、自然現象ですので、完全に抑
えることはできません。
　乾燥によるひび割れで部品が破損することはなく、安全上問題のない場合がほとんどです。商品をお届
けするときにすでにひび割れのあるものがございますが、問題がないと判断させていただいておりますの
で、ご了承ください。
　屋外では気象の変化にさらされるため、設置してからしばらくはひび割れが発生し続けることがありま
す。しかし、3ヶ月から半年ほど経過すると乾燥が落ち着くため、継続して割れ続けることはありません。
　万が一、使用中に木材のひび割れが大きくなり危険と判断された場合は、使用を中止してご連絡ください。
写真などで確認させていただき欠陥があると判断させていただいた場合、保証期間内であれば、無償で部
品交換などの対応をさせていただきます。

　当社の商品を将来にわたって安全にお使いいただくために、設置後の維持管理メンテナンスは管理者様に
お願いしております。

木材のひび割れ

維持管理メンテナンス

1. 定期的な点検
　定期的に部品の傷みや緩み、変形など危険な箇所がないかを点検してください。また、すべて
の商品は大人の体重でも耐えられるように設計しております。実際に遊んでみて、危険がないか
をご確認ください。

2. ボルトの増し締め
　定期的にボルトが緩んでいないかを確認して、締めてください。特に、設置してから 3ヶ月
間ほどは木材が乾燥して収縮し続けるので、とくに緩みやすいです。

3. 保護塗装
　木材には防腐処理を施していますので腐食には強いですが、表面は雨や紫外
線で傷んできます。できるだけ長い間ご使用いただけるように、年に 1回程度、
塗装していただくことをおすすめします。当店のおすすめは塗料はアサヒペン
の「ウッドガード」です。色は好みにもよりますがクリアーがおすすめです。
塗料がロープやバーなど木材以外の部品についてしまっても、あまり目立ちま
せん。

　部品の交換が必要になった場合は、お問い合わせください。

＊各遊具にオプションで塗装可能です。( 別途見積もり )



株式会社ウッドウォームズ　〒639-3806 奈良県吉野郡下北山村下池原 438
TEL 07468-2-0087  FAX 07468-5-2167　http://www.wood-warmth.com

当社製品に関するお問合せや購入に関するご相談等、お気軽にご連絡ください。

ウッドウォームズ

木製滑り台　価格：298,000 円 ( 税抜 )

ウッドランド SP　価格：340,000 円 ( 税抜 ) わくわくランド　価格：2,900,000 円 ( 税抜 )

ゆらゆら丸太渡り 価格：220,000 円 ( 税抜 )

ウッドウォール 価格：78,000 円 ( 税抜 )

価格：180,000 円 ( 税抜 )

ウッドランド 価格：153,000 円 ( 税抜 )
価格：220,000 円 ( 税抜 )

ウッドマウンテン（ボルダリングタイプ）

ウッドマウンテン ( ネット )

幼児用木製テーブルセット

価格：30,000 円 ( 税抜 ) 価格：28,000 円 ( 税抜 ) 価格：28,000 円 ( 税抜 )

完成品お届け !!

オプション塗装 3000 円
カーキ、ブラウン、クリア

Size : 400×800×H440

特注大型遊具も格安にて施工可能です

配送の場合は別途送料が必要になります。平均台　砂場　お庭用遊具販売中！
自社通販サイト　楽天市場店　ヤフーショッピング店からご購入頂けます。

(2015.11.11 現在） (2015.11.11 現在）

Iron bar

尾鷲桧板使
用

尾鷲桧板使
用

全遊具加圧注入特殊防腐加工品　安全長持ち！










