
在庫数 コード 本体 注文数 備考

250-0 1,000 ☆

255-5 1,000 ☆

244-9 1,000 ☆

186-2 1,000

わらべきみか/あかちゃんのための絵本 489-4 1,200 ☆

493-1 1,200
502-0 1,200

※063-3 1,500 ☆ 在庫数 コード 本体 注文数 備考
わらべきみか/スキンシップ絵本　シリーズ ※220-0 1,300 ☆

※295-8 1,300 3月新刊 176-3 1,000
192-3 1,000
199-2 1,000

566-2 わんぱくだんの かくれんぼ 1,200 551-8 1,200
581-5 わんぱくだんの たからじま 1,200 779-6 1,400
583-9 わんぱくだんの はしれ！いちばんぼし 1,200
586-0 わんぱくだんの ロボットランド 1,200 307-1 1,200 ☆

589-1 わんぱくだんの かいていたんけん 1,200 斉藤 洋の日本むかし話シリーズ 330-9 1,200
590-7 わんぱくだんの ゆきまつり 1,200 ※004-6 1,200
605-8 わんぱくだんの おばけやしき 1,200 ☆ ※023-7 1,200
609-6 わんぱくだんの はらっぱジャングル 1,200 ※071-8 1,200
618-8 わんぱくだんの にんじゃごっこ 1,200 ☆

632-4 わんぱくだんの きょうりゅうたんけん 1,200 ☆ 749-9 1,300 ☆

634-8 わんぱくだんの クリスマス 1,200 ※100-5 1,300 ☆

285-2 わんぱくだんの ガリバーランド 1,200 ※203-3 1,400 ☆

293-7 わんぱくだんの なつまつり 1,200 ※223-1 1,400 ☆

わらべうたえほんシリーズ 302-6 わんぱくだんの スナバさばく 1,200 ※249-1 1,400 ☆

312-5 わんぱくだんの ペンギンランド 1,200 991-2 1,300 ☆

318-7 わんぱくだんの どんぐりまつり 1,200 ※078-7 1,000 ☆

322-4 わんぱくだんの どろんこおうこく 1,200 ※183-8 1,000 ☆

328-6 わんぱくだんの まほうのじゅうたん 1,200 ※079-4 1,000 ☆

893-9 わんぱくだんの ひみつきち 1,200 ☆ ※277-4 1,000
※064-0 わんぱくだんの てるてるぼうず 1,200 ※278-1 1,000
※101-2 わんぱくだんの おかしなおかしや 1,200 ☆ ※151-7 1,000
※135-7 わんぱくだんの おにわのようせいたち 1,200 979-0 1,300 ☆

※192-0 わんぱくだんの てんぐのすむやま 1,200 ※015-2 1,300 ☆

※248-4 わんぱくだんの りゅうぐうじょう 1,200 ※059-6 1,300 ☆

※282-8 わんぱくだんの バスごっこ 1,200 ※119-7 1,300 ☆

※187-6 1,300
999-8 1,300

村上康成 の 絵本 558-7 1,200 ☆ ※077-0 1,300
あてっこしかけえほんシリーズ 624-9 1,200 ☆ ※226-2 1,600

299-9 1,200 ※017-6 1,600
894-6 1,200 ※178-4 2,000

※182-1 1,200 ※212-5 1,600
※230-9 1,200 ☆ ※250-7 1,600

※286-6 1,800 7月新刊

とよたかずひこ の 絵本 224-1 1,000 ☆ ※279-8 1,300
206-7 1,000 ※228-6 1,500
972-1 1,000 ※122-7 1,500

とよたかずひこ の 絵本 892-2 1,000 ※195-1 1,500
※190-6 1,000 ※094-7 1,400
※221-7 1,000 ※054-1 1,200 ☆

※247-7 1,000 ※209-5 1,300
※291-0 1,000 ※268-2 1,400
※266-8 1,100 ※256-9 1,300 ☆

※267-5 1,100 ※289-7 1,500
※301-6 1,600 5月新刊
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ど う ぞ の い す
ごろりんごろんころろろろ
どんぐりとんぽろりん

のりものいっぱい！どこにいくの？

ふうせんとでんしゃ ふうせんはどこへいった？　

ねずみのかいすいよく
ねずみのいもほり

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう

あめのひのえんそく
ドライブにいこう
しんかんせんでいこう　日本列島　北から南へ
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はたらくくるまたちのどうろこうじ

もりのおふろやさん
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アヒルちゃん まって！
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いえがあるっていいね
おなじそらのしたで
おおきなおおきな木みたいに
とらさんおねがいおきないで
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プラスチック星にはなりたくない！

ねこのピート　ぬりえ＆おえかきチャレンジブック

さわってごらん!ふしぎなふしぎなまほうの木

ねこのピート　だいすきなしろいくつ

おふろひえてます

かえりみち

さわってごらん!　よるの星
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