
在庫数 コード 本体 注文数 備考

※167-8 900 ☆

108-4 800
116-9 800 ☆

118-3 800 ☆

148-0 1,600 ☆

078-0 1,600
079-7 1,600 ☆

082-7 1,600 ☆ 在庫数 コード 本体 注文数 備考

201-2 1,000 195-4 1,000 ☆

※117-3 1,000 546-4 1,700 ☆

※155-5 1,000 ☆ 777-2 1,200 ☆

※207-1 1,000 ※002-2 1,200 ☆

※242-2 1,000 ☆ ※111-1 1,200 ☆

※154-8 850 ☆ ※206-4 1,300 ☆

※198-2 1,000 ※099-2 1,300 ☆

※210-1 850 ※020-6 1,300 ☆

※235-4 1,000 ☆ ※259-0 1,200 ☆

※260-6 850 ☆ ※234-7 1,200 ☆

※222-4 1,300 ☆

※240-8 1,400 ☆

※193-7 1,300 ☆

205-0 1,000 ☆ 974-5 1,300 ☆

993-6 1,000 ☆ ※297-2 1,300 4月新刊

889-2 1,000 ☆ ※298-9 ぐるぐるまぜまぜ えのぐのしろぽん 1,300 5月新刊

※010-7 1,000 ※303-0 1,300 6月新刊

※012-1 1,000 ☆ ※211-8 1,300
※056-5 1,000 ☆ ※142-5 1,300
※089-3 1,000 ☆ ※213-2 1,300
※138-8 1,000 ☆ ※085-5 1,400
※159-3 1,000
※172-2 1,000 ☆

※173-9 1,000
※254-5 1,000 ☆

※264-4 1,000
※287-3 1,000
※300-9 1,000 5月新刊

※302-3 1,000 6月新刊

736-9 1,300
※062-6 1,300

981-3 850 ☆ ※097-8 1,300
982-0 850 ☆

8,500 886-1 1,800
※055-8 1,800

222-7 おべんとうバス 900 ☆ ※139-5 2,000
※252-1 1,000 ☆ ※202-6 1,800
245-6 おでんのゆ 1,000 ☆ ※227-9 1,800
994-3 ぽんぽん 850 ※231-6 1,900

※075-6 おたからパン 1,200 ※088-6 1,800
※285-9 1,100 ※128-9 1,800
※296-5 1,100 3月新刊

※057-2 1,200
※093-0 1,200 978-3 1,300
※123-4 1,200 977-6 1,300
※143-2 1,200 390-3 1,300
※199-9 1,200 ※005-3 1,300
※229-3 1,200 ※039-8 1,300

※110-4 1,300
※174-6 1,300
※304-7 1,300 7月新刊
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はたらくくるま

バナナのおやこ
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どこへいったの？いちごちゃん

ふかふかぽん！
じいちゃんバナナ　ばあちゃんバナナ

　

【ISBN978-4-89325-】
書名

※【ISBN978-4-86549】

わらべきみか / あかちゃん絵本
トイレどこ？
ぴかぴかおてて

トイレいけるかな
わらべきみか / スキンシップ絵本　シリーズ

はみがきしゅわしゅわ

あいうえお

2023.5

小学生版おでかけ中に楽しめるあそびドリル

小学生版おでかけ中に楽しめるめいろいっぱい！ おどろきいっぱい！トマト

ぎょ！おどろきのしんかいぎょ

ぴっかぴかすいぞくかん

はまべでひろったよ
なつのおうさまかぶとむし

☆’22年常備商品 売れ行き良好商品です。

おでかけ中に楽しめるモンスターおえかき うみのかくれんぼ

コンピューターとプログラミング

おでかけ中に楽しめる100のあそび　でんしゃいっぱい！

おでかけ中に楽しめるどうぶつおえかき こんちゅうかくれんぼクイズ
かたつむりのひみつ

新装版　おはようあさごはん

絵で見てわかる　単位とはかりかた

おでかけ中に楽しめる100のあそび

おせちのみんなあつまって！

みち

ぱおーん だーれだ？
あてっこしかけえほんシリーズ

しぜんにタッチ！シリーズ

おべんとうバスのかくれんぼ

どうなってるの？うみのなか

どうなってるの？恐竜の世界
どうなってるの？ウイルスと細菌

どうなってるの？エンジニアのものづくり

カードゲーム

わんわん だーれだ？

オバケ屋敷にお引っ越し

すうじのうた

真珠まりこ の 絵本

おもちゃのチャチャチャ

おにのパンツ

やまのおんがくか

ゆき

アイアイ
ゆりかごのうた

幼　年　童　話

どうなってるの？シリーズ
オバケとキツネの術くらべ

どうなってるの？うちゅうとほし

ぶっぶーパンやさん

いぬのおまわりさん

きらきらぼし

とんとんとんとんひげじいさん

でんでんでんしゃ

おにぎりちゃん

どうなってるの？からだのなか

あぶくたった

めがねがね

とんとんパンやさん

かくれんぼ

もりのくまさん

わくわく！ケーキやさん
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