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4	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 5

size：…約…W52 ×D93 ×H23cm………………………

SM288 シロナガスクジラ           

Blue…whale　………………………………

藍鯨  

size：…約…W28 ×D42 ×H10cm……

SM202 ザトウクジラ (S)　            

Humpback…whale…(S)　………………………………

座頭鯨（S）

size：…約…W20 ×D42 ×H10cm…………………………………………

SM203 ザトウクジラ (L)　            

Humpback…whale…(L)　………………………………

座頭鯨（L）      

SM211 ザトウクジラ (M)　            

Humpback…whale…(M)　………………………………

座頭鯨（M）

size：…約…W34 ×D70 ×H16cm………………………
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size：…約…W58 ×D42 ×H38cm………………

SM289 マッコウクジラ         

Sperm…whale……………………………

抹香鯨

HA001 ジンベエザメ          

Whale…shark………………………………

鯨鯊

size：…約…W15 ×D43 ×H14cm
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size：…約…W19 ×D35 ×H15cm………………………………

SM114 イルカ（Ｍ）　            

Dolphin……(M)　………………………………

海豚（M）

size：…約…W33 ×D65 ×H30cm……………………………

SM209 イルカ（Ｌ）            

Dolphin……(L)　………………………………

海豚（L）     

size：約…W37 ×D90 ×H37cm…

SM113 イルカ（Ｓ）            

Dolphin……(S)………………………………

海豚（S）

HA007 イロワケイルカ　            

Panda…dolphin　………………………………

康氏矮海豚        

size：約…W18 ×D36 ×H16cm
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size：約…W15 ×D39 ×H11cm…………………………

SM112 シャチ（Ｍ）　            

Orca（M）　　………………………………

殺人鯨（M）

size：約…W34 ×D66 ×H32cm………………

SM111 シャチ（Ｓ）            

Orca…（Ｓ）……………………………

殺人鯨（S）

size：…約…W21 ×D35 ×H16cm………………

SM210 シャチ（Ｌ）　            

Orca…（L）…………………

殺人鯨（L）

size：…約…W48 ×D87 ×H…37cm…………………

SM116 ベルーガ（Ｍ）            

Beluga（Ｍ）………………………………

白鯨（M)

SM307 ベルーガⅡ（Ｓ）　            

Beluga Ⅱ（Ｓ）　………………………………

白鯨Ⅱ（S)

size：約…W27 ×D66 ×H20cm…………………………
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size：約…W27 ×D55 ×H17cm……………………

SM117 マンタエイ　            

Manta…ray　………………………………

size：約…W45 ×D51 ×H5cm……………………………………………………

SM110 イッカク　            

Narwhal　………………………………

鬼蝠魟獨角鯨
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SM118 ノコギリエイ　            
Sawfish　            

鉅鰩      

size：…約…W16 ×D42 ×H10cm…

SM120 タイガーシャーク　            

Tiger…shark………………………………

虎鯊          

size：…約…W12 ×D45 ×H14cm……………………

SM119 シュモクザメ　            

Hammerhead…shark

雙髻鯊           

size：約…W19 ×D40 ×H12cm…………………………

SM121 ヨシキリザメ　            

Blue…shark………………………………

藍鯊

size：…約…W16 ×D43 ×H14cm…………………………



16	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 17

SM136 アシカ            

Sea…lion………………………………

海獅

size：…約…W24 ×D32 ×H21cm………………………………

SM204 セイウチ            

Walrus　………………………………

海象

size：…約…W23 ×D27 ×H20cm…………
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SM122 マナティ　            

Manatee　………………………………

海牛  

size：約…W19 ×D35 ×H10cm………………………………………

size：…約…W19 ×D25 ×H29cm

size：…約…W19 ×D18 ×H30cm…………………………

SM129 コウテイペンギン（Ｍ）　            

Emperor…penguin（M)………………………………

皇帝企鵝（M）

HA003 コウテイペンギン（子）　            

Emperor…penguin（child)　………………………………

皇帝企鵝寶寶

size：…約…W18 ×D18 ×H30cm……………………………

HA006 キングペンギン        

King…penguin　………………………………

國王企鵝

size：…約…W19 ×D19 ×H33cm……………………………

HA005 キングペンギン（子）　            

King…penguin…(child)　………………………………

國王企鵝寶寶

SM130 コウテイペンギン（Ｌ）　            

Emperor…penguin（L)………………………………

皇帝企鵝（L）          

size：…約…W21 ×D29 ×H37cm…
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SM201 イワトビペンギン　            

Rockhopper…penguin　………………………………

跳岩冠企鵝

size：…約…W15 ×D15 ×H27cm size：…約…W14 ×D18 ×H28cm……………………………………

SM131 フンボルトペンギン（Ｓ）　            

Humboldt…penguin（S)　………………………………

漢波德企鵝（S）            

size：…約…W10 ×D14 ×H21cm……………………………………………

SM132 フンボルトペンギン（Ｍ）　            

Humboldt…penguin（M)　………………………………

漢波德企鵝（M）       

HA004 フンボルトペンギン（子）　            

Humboldt…penguin（Child)　………………………………

漢波德企鵝寶寶

size：…約…W14 ×D11 ×H20cm
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SM134 シロクマ　            

Polar…Bear………………………………

北極熊

size：…約…W17 ×D40 ×H18cm

SM135 アザラシ　            

Seal　………………………………

海豹          

size：…約…W24 ×D38 ×H14cm………………………

SM287 ラッコ　            

Sea…otter………………………………

海獺

size：…約…W12 ×D33 ×H15cm
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size：…約…W33 ×D34 ×H11cm……………………

SM123 ワタリガニ            

Crab

螃蟹

size：…約…W37 ×D22 ×H7cm

SM124 ロブスター

Lobster………………………………

龍蝦

size：…約…W28 ×D37 ×H8cm…………………………

SM128 アカウミガメ（Ｍ）　            

Turtle（M)　………………………………

赤蠵龜（M）

size：…約…W47 ×D46 ×H18cm

SM127 アカウミガメ（Ｓ）　            

Turtle（S)　………………………………

赤蠵龜（S）
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size：…約…W33 ×D29 ×H11cm……………………

HA002 ホウボウ　            

Gurnard………………………………

舫魚

size：…約…W24 ×D23 ×H11cm…………

SM126 イカ　            

Squid

魷魚

size：…約…W28 ×D29 ×H10cm………

SM125 タコ　            

Octopus………………………………

章魚
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size：…約…W6×D15 ×H35cm…………………………………………

SQ043 ニチリンヤナギクラゲ　            

Solmaris…rhodloma………………………………

日輪水母

size：…約…W16 ×D16 ×H29cm…………………………

SQ044 ミズクラゲ　            

Water…jelly　………………………………

海月水母

size：…約…W12 ×D12 ×H13cm…………

DH004 タツノオトシゴ　            

Sea…horse

海馬

SQ045 タコクラゲ　            

Papuan…jelly………………………………

巴布亞硝水母

size：…約…W10 ×D10 ×H17cm……………………………………………………



30	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。

size：…約…W7×D68 ×H8cm……………………………

−空−

SKY

HA008 ウナギ　            

Eel　………………………………

鰻魚
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SM033 ハゲワシ

Vulture

禿鷹

size：…約…W24 ×D14 ×H29cm…………………………………

SM031 ワシ　            

Eagle………………………………

老鷹

size：…約…W25 ×D23 ×H16cm…………
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SM032 ハヤブサ

Falcon　………………………………

獵鷹

size：…約…W14 ×D18 ×H23cm…………………

SM263 ヘビクイワシ　            

Secretary…bird　………………………………

蛇鷲

size：…約…W13 ×D24 ×H36cm………………………………
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SM018 ダチョウ

Ostrich

鴕鳥

size：…約…W15 ×D23 ×H30cm…………………………

SM017 フラミンゴ　            

Flamingo　………………………………

紅鶴

size：…約…W14 ×D29 ×H34cm

SM250 ダチョウ（子）　            

Ostrich（child）　………………………………

鴕鳥寶寶

size：…約…W11 ×D16 ×H21cm

SEMB11　ハシビロコウ　            

Shoebill……………………………

鯨頭鸛

size：…約…W15 ×D25 ×H31cm………………………………

SM270 ハシビロコウ（Ｌ）　            

Shoebill…(L)　………………………………

鯨頭鸛（L）

size：…約…W27 ×D39 ×H40cm……………………………
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SM219 パフィン　            

Puffin　………………………………

海鸚

size：…約…W8×D10 ×H18cm……………………

size：…約…W13 ×D13 ×H18cm…………………………………………………

SM107 アメリカワシミミズク            

Great…horn…owl

大鵰鴞

size：…約…W15 ×D15 ×H19cm……………………………

SM108 モリフクロウ　            

Tawny…owl　………………………………

灰林鴞

size：…約…W14 ×D14 ×H19cm……………………………………………

SM243 メンフクロウ　            

Barn…owl

倉鴞

size：…約…W12 ×D13 ×H21cm………………………………………………

SM106 シロフクロウ　            

White…owl………………………………

雪鴞
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SM227 ヤシオウム　            

Palm…cockatoo

棕樹鳳頭鸚鵡

size：…約…W11 ×D30 ×H30cm

SM046 オオハシ            

Toucan　………………………………

巨嘴鳥

size：…約…W11 ×D20 ×H16cm………………………………
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SM047 ルリコンゴウインコ            

Parrot…(blue）　………………………………

金剛鸚鵡（藍色）

size：…約…W12 ×D24 ×H18cm……………………………

SM048 ベニコンゴウインコ　            

Parrot…(red）　………………………………

金剛鸚鵡（紅色）

size：…約…W12 ×D24 ×H18cm

SM044 オウム　            

Cockatoo

鳳頭鸚鵡

size：…約…W8×D16 ×H15cm………………………………………………

SM154 アオボウシ　            

Blue…fronted…amazon　………………………………

藍頂亞馬遜鸚鵡

size：…約…W10 ×D20 ×H21cm……………………………

SM153 ヨウム            

African…grey…parrot　………………………………

非洲灰鸚鵡

size：…約…W12 ×D18 ×H23cm
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SM043 セキセイインコ（グリーン）　            

Budgerigar…(green)………………………………

虎皮鸚鵡（綠色）

size：…約…W7×D15×H11cm………………………………………………………

SM149 セキセイインコ（レインボー）           

Rainbow…budgerigar　………………………………

彩虹虎皮鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm

SM150 セキセイインコ（ルチノー）                        

Lutino…budgerigar……………………………

黃化虎皮鸚鵡　

size：…約…W7×D15 ×H11cm……………………………………………………

SM298 オカメインコⅡ　            

Cockatiel Ⅱ………………………………

玄鳳鸚鵡Ⅱ       

size：…約…W10 ×D21 ×H17cm………

SM151 オカメインコノーマル　            

Normal…cockatiel　………………………………

玄鳳鸚鵡原始灰

size：…約…W10 ×D21 ×H17cm…………………………

SM152 オカメインコルチノー            

Lutino…cockatiel　………………………………

黃化玄鳳       

size：…約…W10 ×D21 ×H17cm………

SM042 セキセイインコ（ブルー）            

Budgerigar…(blue)

虎皮鸚鵡（藍色）

size：…約…W7×D15 ×H11cm……………………………
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SM147 ウロコインコ　            

Green…cheeked…parakeet

綠頰錐尾鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm…………………

SM146 ボタンインコ　            

Lovebird………………………………

愛情鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm…………………………………………………

SM216 アキクサインコ            

Bourke's…parrot　………………………………

伯克氏鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm…………………………

SM215 ボタンインコ（ブルー）            

Blue…lovebird………………………………

藍色愛情鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm

SM148 コザクラインコ　            

Rosy-faced…lovebird………………………………

桃面愛情鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………………………………………

SM213 セキセイ パステルレインボー　            

Pastel…rainbow…budgerigar　………………………………

彩虹虎皮鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………

SM145 マメルリハインコ　            

Pacific…parrotlet　………………………………

太平洋鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………

SM214 セキセイ スパングル

Spangle…budgerigar

飾片虎皮鸚鵡

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………

SM144 サザナミインコ　            

Barred…parakeet　………………………………

橫斑鸚鵡

size：…約…W7×D15×H11cm………………………………………………………
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SM220 シマエナガ            

Long…tailed…tit　………………………………

長尾山雀

size：…約…W7×D21 ×H10cm…………………………

SM217 コキンチョウ            

Gouldian…finch

七彩文鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm

SM141 シロブンチョウ            

White…Java…sparrow　………………………………

白文鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………………

SM142 キンカチョウ　            

Zebra…finch　………………………………

珍珠鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm………………………………

SM143 ジュウシマツ　            

Bengalese…finch……………………………

十姊妹

size：…約…W7×D15 ×H11cm……………………………………………………

SM140 ブンチョウ

Java…sparrow

禾鳥

size：…約…W7×D15 ×H11cm……………………………
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SM237 カラス　            

Crow………………………………

烏鴉

size：…約…W15 ×D27 ×H25cm

SM238 ハト　            

Pigeon　………………………………

鴿子

size：…約…W12 ×D25 ×H20cm…………………………

SQ098 スズメ　            

Sparrow　………………………………

麻雀

SM264 メジロ　            

Japanese…white…eye………………………………

綠繡眼

size：…約…W8×D19 ×H10cm………………………………

SQ099 ツバメ            

Swallow………………………………

燕子

size：…約…W7×D16 ×H10cm…………………………

size：…約…W8×D16 ×H10cm



52	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 53

SM274 ウミウ　            

Japanese…cormorant

日本鸕鶿

SM223 カワセミ        

Kingfisher　………………………………

翠鳥

size：…約…W30 ×D19 ×H16cm size：…約…W14 ×D34 ×H27cm……………………………



54	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 55

SM255 ヤンバルクイナ　            

Okinawa…rail

沖繩秧雞　

size：…約…W12 ×D29 ×H28cm

SM239 オオバン　            

Fulica…atra………………………………

白冠雞

size：…約…W14 ×D28 ×H27cm
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SM178 トキ　            

Ibis

朱鷺

size：…約…W17 ×D30 ×H26cm………………………………

SM242 ライチョウ（冬毛）　            

Rock…ptarmigan…(winter)

岩雷鳥（冬毛）

size：…約…W10 ×D20 ×H18cm…………………………………………………

SM241 ライチョウ（夏毛）            

Rock…ptarmigan…(summer)　………………………………

岩雷鳥（夏毛）

size：…約…W10 ×D20 ×H18cm
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SM226 タンチョウ　            

Japanese…crane　………………………………

日本丹頂鶴

size：…約…W15 ×D30 ×H36cm

SM212 コウノトリ　            

Oriental…stork………………………………

東方白鶴

size：…約…W17 ×D30 ×H31cm
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SM246 カルガモ　            

Spotbill…duck

斑嘴鴨

size：…約…W14 ×D24 ×H26cm………………………

SM248 カルガモ（子）　            

Spotbill…duck…(child)　………………………………

斑嘴鴨寶寶

size：…約…W10 ×D15 ×H16cm

SM041 アイガモ　            

Mallard…duck　………………………………

綠頭鴨

size：…約…W14 ×D28 ×H22cm……………………………………………………

SM247 アヒル            

Duck

鴨子

size：…約…W15 ×D33 ×H30cm………………………

SM249 アヒル（子）　            

Duck…(child)………………………………

鴨寶寶

size：…約…W9×D15 ×H14cm……………………

SM040 ハクチョウ　            

Swan………………………………

天鵝

size：…約…W11 ×D28 ×H22cm

SM251 ハクチョウ（子）         

Swan（child)

天鵝寶寶

size：…約…W9×D15 ×H14cm………………………



62	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。

−陸−

LAND

SM035 ニワトリ（茶）　            

Chicken…(brown)　………………………………

咖啡色公雞

size：…約…W20 ×D27 ×H35cm…………………………

SM034 ニワトリ（白）

Chicken（white)

白色公雞

size：…約…W20 ×D27 ×H35cm………………………………

SM297 ひよこⅡ　            

Chick Ⅱ………………………………

小雞Ⅱ

size：…約…W7×D11 ×H11cm
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SM098 ホワイトタイガー（L)　            

White…tiger…(L)………………………………

孟加拉白虎（L）   

…size：…約…W13 ×D55 ×H27cm……………………………

SM102 タイガー（L)　            

Tiger…(L)

老虎（L）

size：…約…W15 ×D55 ×H29cm……………………………

DH001 ハイエナ　            

Hyena　………………………………

鬣狗

…size：…約…W12 ×D32 ×H20cm………………………………………

SM097 ホワイトタイガー（M)　            

White…tiger…(M)

孟加拉白虎（M）

size：…約…W11 ×D37 ×H20cm………………………………

SM101 タイガー（M)            

Tiger…(M)

老虎（M）

size：…約…W11 ×D43 ×H22cm………………………

SM094 ライオン（L)          

Lion…(L)

獅子（L）

size：…約…W16 ×D56 ×H30cm………………………

SM096 ユキヒョウ（L)　            

Snow…leopard…(L)………………………………

雪豹（L）

size：…約…W17 ×D57 ×H30cm…………………………………………

SM100 チーター（L)　            

Cheetah…(L)　………………………………

獵豹（L）

…size：…約…W15 ×D55 ×H28cm

SM093 ライオン（M)　            

Lion…(M)　………………………………

獅子（M）

size：…約…W13 ×D35 ×H22cm………………………

SM095 ユキヒョウ（M)　            

Snow…leopard…(M)　………………………………

雪豹（M）

size：…約…W10 ×D40 ×H21cm…………………………………………

SM099 チーター（M)　            

Cheetah…(M)　………………………………

獵豹（M）

size：…約…W11 ×D40 ×H20cm……………………………………………………



66	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 67

SM076 コビトカバ  　            

Pygmy…hippo　………………………………

侏儒河馬

size：…約…W8×D21 ×H10cm……………………………

SM075 カバ            

Hippo

河馬

size：…約…W11 ×D28 ×H12cm…………………………

SM091 アフリカゾウ（L)　            

Elephant…(L)　………………………………

非洲象（L）

size：…約…W29 ×D45 ×H27cm…………………

SM074 サイ　            

Rhino　………………………………

犀牛

size：…約…W13 ×D33 ×H17cm………………………………

SM090 アフリカゾウ（M)　            

Elephant…(M)　………………………………

非洲象（M）

size：…約…W20 ×D32 ×H21cm………………………………………………………



68	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 69

SM218 トムソンガゼル

Gazelle

羚羊

size：…約…W9×D30×H35cm………………………………………………………

SM051 シマウマ　            

Zebra　………………………………

斑馬

size：…約…W10 ×D30 ×H24cm……………………………………………………

HA009 オカピ　            

Okapi………………………………

㺢㹢狓

size：…約…W9×D27 ×H28cm………………………………

SM089 キリン　            

Giraffe………………………………

長頸鹿

size：…約…W12 ×D39 ×H40cm………………………………………



70	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 71

SM086 ミーアキャット　            

Meerkat　………………………………

狐獴

size：…約…W11 ×D17 ×H30cm

SM180 サーバルキャット　            

Serval…cat

藪貓

size：…約…W17 ×D40 ×H24cm……………………

SM240 フェネック　            

Fennec…fox

大耳狐

size：…約…W14 ×D32 ×H24cm…………………………………………………

SM306 サーバルキャット（standing）　            

Serval…cat…(standing）

藪貓（standing）

size：…約…W11 ×D40 ×H34cm……………………

SM300 ツチブタ           

Aardvark　………………………………

土豚

size：…約…W10 ×D35 ×H18cm………………………

SM278 ケープハイラックス　            

Cape…hyrax

岩蹄兔

size：…約…W12 ×D24 ×H18cm…………………………………………………
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SM280 ブラッザグエノン           

Brazza…monkey

白臀長尾猴

size：…約…W16 ×D25 ×H28cm…………………………

SM283 アビシニアコロブス            

Abyssinian…colobus

東黑白疣猴

size：…約…W14 ×D20 ×H21cm……………………

SM244 ワタボウシパンシェ            

Cotton…top　………………………………

絨頂檉柳猴 

size：…約…W13 ×D18 ×H21cm……………………

SM225 ゴールデンライオンタマリン            

Golden…lion…tamarin

金獅面狨

size：…約…W13 ×D19 ×H20cm

SM069 マンドリル　            

Mandrill　………………………………

山魈

size：…約…W15 ×D25 ×H28cm………………………



74	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 75

SM256 ブッシュベイビー（ショウガラゴ）

Bush…baby…………………………………

灌叢嬰猴

size：…約…W11 ×D18 ×H16cm…………………………………

SM272 アイアイ　            

Aye…aye

指猴

size：…約…16 ×D29 ×H15cm…………………………

SM088 ワオキツネザル　Ａ            

Lemur…A

狐猴 A

size：…約…W18 ×D16 ×H24cm…………………

SM281 クロシロエリマキキツネザル            

Ruffed…lemur

白頸狐猴

size：…約…W13 ×D20 ×H20cm………………

SM305 ワオキツネザル（standing）      

Lemur…(standing）

狐猴 (standing)

size：…約…W11 ×D26 ×H20cm…………………



76	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 77

SM162 リスザル スリープ            

Squirrel…monkey…(sleep)

松鼠猴 (sleep)

size：…約…W11 ×D21 ×H13cm……………………………

SM071 リスザル　Ａ　            

Squirrel…monkey…A

松鼠猴 A

size：…約…W12 ×D17 ×H18cm……………………

SM304  リスザル（standing）　            

Squirrel…monkey…(standing)

松鼠猴 (standing)

size：…約…W13 ×D26 ×H23cm……………………

SM279 テングザル            

Proboscis…monkey

長鼻猴

size：…約…W25 ×D22 ×H24cm……………………………
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SM029 ニホンザル　            

Japanese…monkey

日本雪猴

size：…約…W26 ×D23 ×H22cm………………………………………

SM028 ワオキツネザル Ｂ　            

Lemur…B………………………………

環尾狐猴 B

size：…約…W30 ×D23 ×H22cm………………………………………………………

SM024 チンパンジー　            

Chimpanzee

黑猩猩

size：…約…W29 ×D22 ×H22cm……………………

SM026 オランウータン            

Oranguan

紅毛猩猩

size：…約…W29 ×D24 ×H23cm

SM025 ゴリラ　            

Gollira

大猩猩

size：…約…W29 ×D22 ×H23cm……………………………

SM200 ナマケモノ Ｂ           

Sloth…B

樹懶 B

size：…約…W23 ×D18 ×H22cm…………………

SM027 テナガザル            

Gibbon

長臂猿

size：…約…W27 ×D22 ×H21cm……………………………………………………

SM030 リスザル Ｂ　            

Squirrel…monkey…B

松鼠猴 B

size：…約…W31 ×D21 ×H23cm…………………………………………

SM208 フクロテナガザル　            

Siamang

大長臂猿

size：…約…W25 ×D23 ×H25cm……………………………………………



80	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 81

SM072 バク　            

Tapir………………………………

馬來貘

size：…約…W12 ×D30 ×H16cm………………………………………………

SM252 バク（子）　            

Tapir…(child)　………………………………

馬來貘寶寶  

size：…約…W11 ×D19 ×H14cm…………………………

SM224 ナマケモノ（子）　            

Sloth…(child)

樹懶寶寶

size：…約…W17 ×D22 ×H11cm……………………………………………………

SM070 ナマケモノ　            

Sloth

樹懶

size：…約…W23 ×D35 ×H14cm…………………………………………………
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SM079 オオアリクイ

Giant…anteater

大食蟻獸

size：…約…W12 ×D48 ×H19cm

SM273 ミナミコアリクイ　            

Southern…tamandua

小食蟻獸

size：…約…W18 ×D34 ×H25cm
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SM078 アルマジロ　            

Armadilo………………………………

犰狳

size：…約…W11 ×D37 ×H11cm……………………

SM092 スカンク　            

Skunk　………………………………

臭鼬

size：…約…W12 ×D26 ×H27cm………………………………

SM073 プレーリードッグ　　            

Grounddog………　………………………………

土撥鼠

size：…約…W15 ×D20 ×H24cm……………………………………

SM161 チンチラ

Chinchilla

毛絲鼠

SM160 デグー　            

Degu　………………………………

八齒鼠

size：…約…W10 ×D16 ×H11cm

SM299 カピバラⅡ　            

Capybara Ⅱ

水豚Ⅱ

size：…約…W15 ×D23 ×H20cm

size：…約…W9×D16 ×H10cm………………………………
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SM302 コツメカワウソ           

Otter………………………………

水獺

size：…約…W10 ×D44 ×H17cm

DH002 ビーバー　            

Beaver

河狸

size：…約…W14 ×D30 ×H13cm………………………………

SM066 バイソン　            

Bison………………………………

美洲野牛

size：…約…W14 ×D36 ×H21cm………………………………………………

SM303 コツメカワウソ（子）           

Otter…(child)

水獺寶寶

size：…約…W7×D31 ×H11cm
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SM063 テン（S)　            

Marten…(S)

貂鼠（S）

size：…約…W8×D32 ×H13cm……………………………………………………

SM064 テン（M)　            

Marten…(M)

貂鼠（M）

size：…約…W16 ×D45 ×H22cm……………………

SM159 オコジョ　            

Stoat……………………………

白鼬

size：…約…W9×D19 ×H20cm………………………………………………………

SM061 フェレット（S)　            

Ferret…(S)………………………………

雪貂（S）

size：…約…W8×D31 ×H12cm………………………

SM062 フェレット（M)　            

Ferret…(M)………………………………

雪貂（M）

size：…約…W15 ×D46 ×H20cm……………………………………………

SM254 ラーテル            

Ratel　………………………………

蜜獾

size：…約…W15 ×D33 ×H17cm…………………
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SM284 モグラ            

Mole

鼴鼠

size：…約…W18 ×D30 ×H10cm………………………………

SM155 ハムスター　            

Hamster

倉鼠

size：…約…W8×D8×H13cm…………………………………………………

SM059 モルモット　            

Guinea…pig　………………………………

天竺鼠

size：…約…W9×D16 ×H9cm……………………………………………………

SM085 ハリネズミ　            

Hedgehog

刺蝟

size：…約…W10 ×D16 ×H9cm…………………………………………………

SM157 ハリネズミ　キュート　            

Hedgehog…(cute)

可愛刺蝟         

size：…約…W11 ×D13 ×H13cm…
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SM285 ハダカデバネズミ　            

Naked…mole…rat

裸鼹鼠

size：…約…W6×D22 ×H8cm

SM156 シマリス　            

Chipmunk　………………………………

花栗鼠

size：…約…W11 ×D16 ×H17cm………………………………

SM060 リス　            

Squirrel　………………………………

松鼠

size：…約…W11 ×D20 ×H20cm
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SM057 ウサギ（白）with キャロット　            

Rabbit(white)with…carrot

小白兔與紅蘿蔔

size：…約…W16 ×D24 ×H24cm…………………………………………………

SM164 ホーランドロップ　            

Hollandlop

荷蘭垂耳兔

size：…約…W12 ×D23 ×H18cm…………………………………………………

SM163 ネザーランドドワーフ

Netherland…dwarf…rabbit

荷蘭侏儒兔

size：…約…W10 ×D21 ×H17cm………………………………

SM058 ウサギ（茶）　            

Rabbit…(brown）　………………………………

棕兔

size：…約…W16 ×D20 ×H25cm

SM308 レッサーパンダⅡ

Red…panda Ⅱ

紅貓熊Ⅱ

size：…約…W20 ×D44 ×H15cm……………………………

SM037 キツネ　            

Fox………………………………

狐狸

size：…約…W14 ×D41 ×H20cm
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SM050 ラクダ　            

Camel

駱駝

size：…約…W14 ×D31 ×H28cm………………………………………………………

SM065 リンクス　            

Lynx

山貓

size：…約…W16 ×D25 ×H24cm………………………………………………

SM228 オオカミ　            

Wolf

狼

size：…約…W15 ×D42 ×H20cm……………………
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SM049 ラマ　            

Lama………………………………

大羊駝

size：…約…W11 ×D27 ×H32cm……………………………

SM205 アルパカ　            

Alpaca

羊駝

size：…約…W12 ×D24 ×H30cm

SM053 ロバ

Donkey　………………………………

驢子

size：…約…W12 ×D26 ×H20cm………………………………………………………

SM052 ウマ　            

Horse

馬

size：…約…W10 ×D35 ×H29cm…………………………
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SM039 シカ　            

Deer

鹿

size：…約…W18 ×D28 ×H19cm……………………………

SM054 ヤギ　            

Goat………………………………

山羊

size：…約…W10 ×D28 ×H23cm

SM038 ヒツジ　            

Sheep………………………………

綿羊

size：…約…W13 ×D22 ×H20cm
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SM222 イノシシ（子 )           

Boar…(child)………………………………

山豬寶寶

size：…約…W8×D20 ×H13cm…………………………………………………

SM221 イノシシ　            

Boar

山豬

size：…約…W10 ×D26 ×H19cm………………………………

SM301 ブタ（子 )　            

Pig…(Child)…………………………

豬寶寶

size：…約…W9×D19 ×H10cm……………………………………………………

SM055 ブタ（S)　            

Pig…(S)

豬（S）

size：…約…W10 ×D24 ×H12cm………………………………………………………
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SM087 アナグマ            

Badger

獾

size：…約…W13 ×D44 ×H18cm…………………………

DH005 アライグマ　            

Raccoon

浣熊

size：…約…W14 ×D18 ×H24cm……………………………………………………

SM077 クマ　            

Bear………………………………

熊

size：…約…W25 ×D33 ×H23cm……………………………………………

SM282 ツキノワグマ          

Moon…Bear

亞洲黑熊

size：…約…W17 ×D20 ×H27cm………………………



貓熊（M）

106	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。 ※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 107

SM253 パンダ（子）　            

Panda…(Child)

貓熊寶寶

size：…約…W17 ×D12 ×H13cm

SM083 パンダ（S)

Panda…(S)

貓熊（S）

size：…約…W17 ×D19 ×H19cm

SM084 パンダ（M)　            

Panda…(M)　………………………………

貓熊（M）

size：…約…W22 ×D30 ×H31cm……………………………

SM158 モモンガ　            

Flying…squirrel

飛鼠

size：…約…W22 ×D36 ×H10cm………………
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SM067 カンガルー　            

Kangaroo

袋鼠

size：…約…W12 ×D35 ×H26cm…………………………………………………

SM133 カモノハシ　            

Platypus

鴨嘴獸

size：…約…W23 ×D45 ×H10cm……………………………

SM262 タスマニアデビル　            

Tasmanian…devil………………………………

塔斯馬尼亞惡魔

size：…約…W12 ×36 ×16cm………………………………………………………

SM275 ウォンバット　            

Wombat　………………………………

袋熊

SM082 コアラ　            

Koara

無尾熊

size：…約…W20 ×D24 ×H23cm…………………………………………………… size：…約…W19 ×D27 ×H19cm…………………………
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SM245 アラビアオリックス　            

Arabian…oryx

阿拉伯大羚羊

size：…約…W10 ×D28 ×H32cm………………………

DH006 トナカイ

Reindeer

麋鹿

size：…約…W14 ×D24 ×H24cm……………………
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SQ040 サビトマトガエル            

False…tomato…frog

假番茄蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm……………………………………

SQ034 アカオビヤドクガエル　            

Lehmann's…poison…frog

紅帶箭毒蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm……………………………………

SQ033 ジュウジメドクアマガエル　            

Amazon…milk…frog

牛奶蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm……………………………

SQ032 ベルツノガエル　            

Argentine…horned…frog

阿根廷角蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm

SQ037 キオビヤドクガエル

Yellow-banded…poison…dart…frog

黃帶箭毒蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm………………………………

SQ036 コバルトヤドクガエル

Blue…poison…dart…frog

藍色箭毒蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm…………………………

SQ038 アメフクラガエル　            

Common…rain…frog

雨蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm………………………………

SQ035 イチゴヤドクガエル　            

Strawberry…poison…dart…frog

草莓箭毒蛙（磁鐵）

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm

SQ041 オタマジャクシ　            

Tadpole

蝌蚪（磁鐵）

size：…約…W5×D13 ×H4ｃｍ………………………………

SQ039 アカメアマガエルⅡ　            

Red…Eyes…frog…Ⅱ　………………………………

紅眼樹蛙（磁鐵）Ⅱ

size：…約…W11 ×D11 ×H5cm……………………………

SQ042 ベルツノオタマジャクシ　            

Tadpole…of…Argentine…horned…frog

阿根廷角蛙蝌蚪（磁鐵）

size：…約…W5×D13 ×H4cm………………………………

お腹にマグネットが入っています。
Magnet…stuffed…toy.
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SM103 コモドオオトカゲ　            

Komodo…dragon………………………………

科摩多巨蜥

size：…約…W17 ×D47 ×H18cm…………………

SM105 イグアナ            

Iguana

鬣蜥

size：…約…W19 ×D70 ×H15cm……………………………………………………



116	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。

−ペット−

PET

SM296 ワニⅡ　            

Crocodile Ⅱ　　　　　　　　　　

鱷魚Ⅱ

size：…約…W21 ×D50 ×H12cm………………………………………………………



※ Exact	product	color	and	contents	may	vary.	 119118	 ※写真と実物は多少異なる場合がございます。

SM168 仔猫クロ　            

Black…cat…(child）

小黑貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm…………………………………………………

SM165 仔猫マンチカン　            

Munchkin…(child）

曼切斯堪小貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm……………………………

SM172 ハチワレ（ポージング）　            

Black/White…cat

八字貓

size：…約…W13 ×D25 ×H22cm………………………………

SM174 ミケ（ポージング）            

Calico…cat　………………………………

三色貓

size：…約…W13 ×D25 ×H22cm……………………………

SM173 サバトラ（ポージング）　            

Silver…Tabby…cat

虎斑貓

size：…約…W13 ×D25 ×H22cm………………………

SM170 仔猫ハチワレ　            

Black/White…cat…(child）

小八字貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm………………………………………………………

SM171 仔猫ミケ　            

Calico…cat…(child）

小三色貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm……………………………………………

SM169 仔猫サバトラ           

Silver…tabby…(child）

小虎紋貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm

SM167 仔猫シロ

White…cat…(child）

小白貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm

SM166 仔猫スコティッシュホールド　            

Scottish…fold…(child）

蘇格蘭摺耳小貓

size：…約…W16 ×D29 ×H15cm……………………………………………………　

Moving parts
Front…legs,…back…legs…and…tail.

可動部分
前脚、後脚、尻尾が動かせます。
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SM177 パグ（ポージング）　            

Pug

巴戈

size：…約…W13 ×D24 ×H20cm………………………………

SM175 トイプードル（ポージング）　            

Toy…poodle………………………………

貴賓犬

size：…約…W13 ×D26 ×H22cm……………………

SM176 柴犬（ポージング）            

Shiba…inu

柴犬

size：…約…W15 ×D27 ×H21cm…………………………

SM231 仔犬 フレンチブルドッグ　            

French…bull…dog…(child)

法鬥寶寶

size：…約…W14 ×D26 ×H13cm…………………………

SM229 仔犬 柴犬　           

Shibainu…(child)

柴犬寶寶

size：…約…W14 ×D26 ×H13cm………………………

SM232 仔犬 セントバーナード         

ST.…Bernard…(child)

聖伯納犬寶寶

size：…約…W14 ×D26 ×H13cm………………

SM230 仔犬 ハスキー　            

Husky…(child)

哈士奇寶寶

size：…約…W14 ×D26 ×H13cm……………………………

Moving parts
Front…legs,…back…legs…and…tail.

可動部分
前脚、後脚、尻尾が動かせます。
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SM261 ヒツジ（黒）　            

Black…sheep

黑綿羊

SM260 ヤギ（黒）            

Black…goat

黑山羊

SM257 ライオン（黒）　            

Black…lion

黑獅子

SM258 ニワトリ（黒）　            

Black…chiken

黑公雞

SM259 ブタ（黒）　            

Black…pig………………………………

黑毛豬

SM207 ネスト（巣）M          

Nest…(M)　

大鳥巢

SM206 ネスト（巣）S　            

Nest…(S)　………………………………

小鳥巢

size：…約…W25 ×D25 ×H7cm……………………………size：…約…W17 ×D17 ×H6cm

size：…約…W13 ×D22 ×H20cm size：…約…W13 ×D35 ×H22cm

size：…約…W10 ×D28 ×H23cm size：…約…W20 ×D27 ×H35cm………………………………

size：…約…W13 ×D30 ×H13cm

BLACK
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SM188 Hang  オランウータン　            

Hang…Orangutan

紅毛猩猩（吊飾）

SM186 Hang  チンパンジー 　            

Hang…Chimpanzee

黑猩猩（吊飾）

SM191 Hang  リスザル             

Hang…Squirrel…monkey

松鼠猴（吊飾）

SM198 Hang  ニホンザル　            

Hang…Japanese…monkey

日本雪猴（吊飾）

SM187 Hang  ゴリラ          

Hang…Gollira

大猩猩（吊飾）

SM189 Hang  テナガザル  　            

Hang…Gibbon

長臂猿（吊飾）

SM199 Hang  ナマケモノ  　            

Hang…Sloth

樹懶（吊飾）

SM190 Hang  ワオキツネザル              

Hang…Lemur

狐猴（吊飾）

SM269 Hang  ハリネズミキュート　            

Hang…Hedgehog

刺蝟（吊飾）　

SM266 Hang  ウサギ

Hang…Rabbit

小白兔（吊飾）

SM276 Hang  サーバルキャット

Hang…Servalcat

藪貓（吊飾）

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm…

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm…

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm…

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm…

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm……………………………

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm……………………………………………………………

size：…約…W15 ×D15 ×H13cm……………………………………………………………

size：…約…W15 ×D15 ×H14cm……………………………………………………………

size：…約…W9×D11 ×H10cm………………………………

size：…約…W9×D15 ×H15cm

size：…約…W10 ×D18 ×H12cm

ボールチェーン付のマスコットです。

With…ball…chain.
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SM234 Hang  フラミンゴ

Hang…Flamingo

size：…約…W9×D18 ×H20cm

SM233 Hang  ハシビロコウ

Hang…Shoebill

size：…約…W9×D18 ×H20cm………………………………

SM268 Hang  シロフクロウ

Hang…White…owl

size：…約…W10 ×D9×H13cm

SM235 Hang  ダチョウ

Hang…Ostrich

size：…約…W9×D18 ×H20cm………………………………

SM236 Hang  ニワトリ

Hang…White…chicken

size：…約…W10 ×D18 ×H19cm………………………………

SM267 Hang  モリフクロウ

Hang…Tawny…owl

size：…約…W10 ×D9×H13cm

白公雞（吊飾）

鴕鳥（吊飾）

灰林鴞（吊飾）

鯨頭鸛（吊飾）

紅鶴（吊飾）

雪鴞（吊飾）

SQ077 Hang  セキセイインコ（グリーン）

Hang…Budgerigar…(green)

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm

SQ079 Hang  セキセイパステルレインボー

Hang…Pastel…rainbow…budgerigar

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm

SQ081 Hang  アキクサインコ

Hang…Bourke's…parrot

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm

SQ076 Hang  セキセイインコ（ブルー）

Hang…Budgerigar…(blue)

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm…………………………

SQ078 Hang  セキセイインコ（レインボー）

Hang…Rainbow…budgerigar

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm……………………………

SQ080 Hang  セキセイスパングル

Hang…Spangle…budgerigar

size：…約…W5×Ｄ13×Ｈ9cm

彩虹虎皮鸚鵡（吊飾）

虎皮鸚鵡（藍色 / 吊飾）

飾片虎皮鸚鵡（吊飾） 彩虹虎皮鸚鵡（吊飾）

虎皮鸚鵡（綠色/ 吊飾）

伯克氏鸚鵡（吊飾）

ボールチェーン付のマスコットです。

With…ball…chain.
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SQ091 Hang  ヨシキリザメ　            

Hang…Blue…shark

藍鯊（吊飾）

SQ093 Hang  タイガーシャーク　            

Hang…Tiger…shark

虎鯊（吊飾）

SQ095 Hang  マンタエイ           

Hang…Manta…ray

鬼蝠魟（吊飾）

SQ097 Hang  イルカ            

Hang…Dolphin

海豚（吊飾）

SQ090 Hang  アザラシ      

Hang…Seal

海豹（吊飾）

SQ092 Hang  ノコギリエイ            

Hang…Sawfish

鉅鰩（吊飾）

SQ094 Hang  シュモクザメ            

Hang…Hammerhead…shark

雙髻鯊（吊飾）

SQ096 Hang  シャチ         

Hang…Orca

殺人鯨（吊飾）

size：…約…W9×D19 ×H9cm

size：…約…W7×D18 ×H6cm

size：…約…W16 ×D19 ×H2cm

size：…約…W8×D17 ×H7cm size：…約…W10 ×D17 ×6Hcm

size：…約…W8×D18 ×H7cm

size：…約…W11 ×D17 ×H10cm size：…約…W8×D16 ×H6cm…………………………

SM286 Hang  コウノトリ

Hang…Oriental…stork

size：…約…W8×D9×H21cm

SQ082 Hang  シマエナガ

Hang…Long…tailed…tit

size：…約…W7×Ｄ15×Ｈ9cm…………………………

SM291 Hang  ドードー

Hang…Dodo

size：…約…W10 ×D18 ×H17cm……………………………

渡渡鳥（吊飾）

長尾山雀（吊飾）東方白鶴（吊飾）

ボールチェーン付のマスコットです。

With…ball…chain.
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SM294 ステラーカイギュウ            

Steller's…sea…cow

史德拉海牛

size：…約…W22 ×D50 ×H14cm

SM293 メガロドン            

Megalodon

巨齒鯊

size：…約…W24 ×D53 ×H19cm
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SM295 マンモス      

Mammoth

長毛象

size：…約…W18 ×D35 ×H25cm

SM292 ドードー            

Dodo

渡渡鳥

size：…約…W19 ×D30 ×H30cm




