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● 世 界 が 認 め た ス ヌ ー ズ レ ン ・ メ ソ ッ ド を 必 要 な す べ て の 人 に ! 

Snoezelen 

0120-662-308 
エ ス プ リ . c o m 

● オ リ ジ ナ ル ＆ ロ ー プ ラ イ ス な 良 品 の ダ イ レ ク ト 販 売 サ ー ビ ス ! 

https://スヌーズレン.shop 

スヌーズレンShop 
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Snoezelen 

  

スヌーズレンとは 
 

 スヌーズレンは、オランダのエーデという町にある知的障害を持つ人々が住む施設、ハルテンベルグセンターで生まれた活動とその

理念を言います。創始者は、アド・フェルフールさんです。1970年代の半ばからアドさんや近隣の施設でのアイデアや活動から始まり

ました。 

 

 スヌーズレンの語源は２つのオランダ語、スニッフレン＜クンクンとあたりを探索する＞、ドゥースレン＜ウトウトくつろぐ＞から造られた

造語であり、｢自由に探索したり、くつろぐ｣様子を表しています。 

どんなに障害が重い人たちでも楽しめるように、光、音、におい、振動、温度、触覚の素材、こんなものを組み合わせたトータルリラグ

ゼーションの部屋が生まれました。出来上がった部屋は、障害を持つ人のみならず、その傍らにいる、介助者にとっても心地いい空

間となりました。スヌーズレンは、治療法でも、教育法でもありません。どんな人でも、ありのままの自分が受け止められ、自分で選

び、自分のペースで楽しむための、人生の大切な時間です。 

 

 今では、重い知的障害を持つ人々の分野だけではなく、様々な分野へと広がっています。そしてヨーロッパ本土、イギリス、アジア

各国、アメリカ、カナダ、世界中の国々にも広く理念と活動が浸透していきました。特にヨーロッパでは、認知症を持つ老人、精神障

害を持つ人々、小児病院、普通幼稚園、町のコミュニティセンターなどにも広がり、あらゆる人が利用し、心地よい時間を過ごす場

と認知されるようになってきているのです。ここ日本でも急速な広がりを見せています。                                 

                                                        （日本スヌーズレン協会抜粋） 

0120-662-308 
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光には想像を超えた力がある…。 
 

 1995年（24年前）私たちが製作した光ファイバー製の星空ドームが医療機関から注目され、生命の誕生の場所である分娩

室に初めて設置されました。（ENDO照明にOEM提供・コスミックDOME） これは、美しい星空を光ファイバーで １/ｆ リズムの

星のゆらぎを演出したリラックス用の最高級の天井ユニットインテリアです。弊社は昭和63年10月設立した山形県新庄市にある企

業です。おかげさまで創業31年になります。当初より一環して光ファイバーを駆使したリラックス＆セラピー用光インテリアの企画・製

作・販売を手掛けております。 「光には想像を超えた力がある…。」は当店のスローガンです。 
 

 スヌーズレンとの出会いは、一冊の本から始まります。 

「スヌーズレンを利用しよう」河本佳子様・著書という題名の本でした。サブタイトルは「資格がなくても簡単にできる」とありました。本

を開いて数ページの写真を拝見して、まず驚きました!それは弊社が手掛けているリラックス＆セラピー光インテリア空間と酷似して

いたのです…。分野が違うと言っても、どうして今まで知らなかったのだろう!と少々驚きました。 
 

 スヌーズレン機器はご存知の通り、ヨーロッパの各企業から、ほとんどを輸入しているのが実情です。それは、日本ではスヌーズレン

のようなメソッドがありませんでしたので仕方のないことです。 

しかし、インテリアの業界では日本でもバブルチューブやサイドグローの類似品は約30年以上も前から使用されています。スヌーズレ

ン機器のことに興味を持ってからネットで調べてみると、社会福祉施設等で機器類が高額過ぎて容易に購入できない実態を知りま

した。そこで価格を調べてみると、輸入品とは言えなんと高額なんだろうと、驚きと違和感を隠せませんでした…。日本のスヌーズレン

の専門家の多くは、今後のスヌーズレン普及に関してカギになるのが機器類の低価格化であると口を揃えて言っています。当店は

微力ですが光インテリアの経験を生かしてスヌーズレンの普及に少しでもお役に立ちたいと思います。 
 

 当店は、日本人の豊かで繊細な感性と、スヌーズレン・メソッドの融合した製品を目指しています。また、スヌーズレンを実践してみ

ようと考えている全国の皆様へ、インターネットからお手軽に購入できるようにホームページを開設しております。国内で唯一、スヌー

ズレン機器を工房から直接お客様へ、「オリジナル＆ロープライスの製品」をダイレクト特価でお届けいたします。小さな一歩で

すが、今後いっぽ、いっぽ歩んで皆様のためのスヌーズレンShopにしてまいります。  

Snoezelen 

https://スヌーズレン.shop 
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●ミルキーウェイ・ダブル（光源機付き） 
 

ダブルは多人数の同時使用でも対応できるようにチューブが2つの束で光源

機と繋がっています。光源機には高輝度パワーLEDが2個搭載しています。

同期を取って同じように光ります。本格的なスヌーズレンルームや福祉施設

等におすすめです。 

シングルの倍のボリュームながら、お値段が大変お得です。光源機は放熱

効果の高いアルミ製ヒートシンクを採用することで自然冷却を実現しました。

そのため冷却ファンの音も無く静かで快適にご利用できます。光ファイバーを

保護している透明チューブは中性洗剤で拭き掃除ができますから、いつも清

潔に保つことが出来ます。 

光りの演出は付属のカードリモコンで選択します。固定カラー12色、明るさの

調光、5シーンのモードがあります。 

●ミルキーウェイ・シングル（光源機付き） 
 

サイドグローの軽量タイプが登場! 

軽量タイプですが、性能は従来以上のパフォーマンスを持ち合わせています。

視覚効果と触覚効果にとても優れています。 

光ファイバーは柔らかくて丈夫な透明チューブで保護していますので、耐久性

があります。ミルキーウェイ・シングルは1本のチューブに3本の光ファイバーを格

納しています。そのため光の透明感と光量が格段に違います。光源は最新

のパワーLEDを搭載していますので省エネで⾧寿命です。 

チューブの本数は多ければ良いというものではありません。それは使用目的に

左右されます。ベットの上などで活用するなら取り回しが楽で、更に軽くなけ

ればなりません。家庭や病院での使用ならばシングルをおすすめします。

チューブは中性洗剤で拭き掃除ができます。 

Snoezelen 

スヌーズレンの定番アイテム 

サイドグロー 

●ミルキーウェイ・シングル 
●チューブ35本、1本に光ファイバー3本（光ファイバー本数105本）。 

●光ファイバーの⾧さ、2メートルタイプ、全光点数は約2万光点。 

●光源機セット済み、カードリモコン付属。 

●光源機サイズ:W125㎜×Ｄ200㎜×Ｈ75㎜（アルミ製BOX製）。 

品番MSI-200 ミルキーウェイ・シングル 1年保証付 

定価￥65,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥45,000（税抜）  

●ミルキーウェイ・ダブル 
●チューブ70本、1本に光ファイバー3本格納（光ファイバー数210本）。 

●光ファイバー⾧2メートルタイプ、全光点数は約4万光点。 

●光源機セット済み、カードリモコン付属。 

●光源機サイズ:W125㎜×Ｄ200㎜×Ｈ75㎜（アルミBOX製）。 

品番MDO-200 ミルキーウェイ・ダブル 1年保証付   

定価￥93,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥65,000（税抜）  

0120-662-308 
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スヌーズレン用に企画製作しました。特徴は球体の中からフォルム

全体が光の惑星のように光り、さらに表面に光ファイバーの星灯り

が輝きます。また、音センサーをONにすることで、球体を軽くたたく

と反応します。押しボタンを上手く操作できない利用者でも、軽く

たたくだけでセンサーが感知して発色（8色）を切り替えます。自

分のアクションに反応するジュピターはとても可愛い惑星です。

フォルムが球体なので体が当たっても角がないので優しく出来て

います。  

ジュピターは「リトル」、「ミディ」、「ラージ」の三兄弟です。大きさが

違うだけで、光の演出内容は同じです。ジュピター本体は硬質プラ

スチック製で、とても丈夫に出来ています。耐荷重８０kg仕様で

大人が座っても大丈夫、手で強くたたいても割れることはありませ

ん。光る丸いフォルムを見ていると不思議と心が穏やかになります。 

日頃のお手入れも中性洗剤で拭き掃除が可能ですから、いつも

清潔に快適に使用できます。  

Snoezelen 

オリジナル・人気アイテム! 
ジュピター 

●ジュピター リトル (30cm) 
 

●サイズ:直径30cm。 

●本体:硬質プラスチック製、耐荷重80㎏。 

●星灯り:光ファイバー埋込。 

●演出:RGBフルカラーLED光源。 

           音センサー内蔵。 

●操作:リモコン付属。 

●重量:980ｇ 。 

品番JLI-300 ジュピター リトル 1年保証付 

定価￥65,000(税抜)  

   ➡ ダイレクト特価 ￥45,000（税抜） 

●ジュピター ミディ (50cm) 
 

●サイズ:直径50cm。 

●本体:硬質プラスチック製、耐荷重80㎏。 

●星灯り:光ファイバー埋込。 

●演出:RGBフルカラーLED光源。 

            音センサー内蔵。 

●操作:リモコン付属。 

●重量:2.7㎏ 。 

品番JＭI-500 ジュピター ミディ 1年保証付 

 定価￥98,000（税抜） 

   ➡ ダイレクト特価 ￥68,000（税抜） 

●ジュピター ラージ (60cm) 
 

●サイズ:直径60cm。 

●本体:硬質プラスチック製、耐荷重80㎏。 

●星灯り:光ファイバー埋込。 

●演出:RGBフルカラーLED光源。 

            音センサー内蔵。 

●操作:リモコン付属。 

●重量:6㎏。 

品番JLA-600 ジュピター ビッグ 1年保証付 

 定価￥128,000（税抜） 

  ➡ ダイレクト特価 ￥89,000（税抜） 

https://スヌーズレン.shop 

ミディ 50cm ラージ 60cm 7才児童 身⾧120cm リトル 30cm 
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Snoezelen 

0120-662-308 

バブルチューブのスタンダード 

アクア・DX（デラックス）! 

●泡の効果は素晴らしい! 
 

泡が特殊な音波を出すことは筑波大学システム情報工学研究科

で色々な角度から研究されています。 

チューブに耳をあてるとボコボコとバブルの音が大きく聞こえます。研

究では泡が生れた時、水中を揺らぎながら登って行く時、そして破

裂して消える時々に周波数の違う強い音波を出しているそうです。

また母親の胎内の音と酷似しているという説もあり、水面に向かって

立ち上るバブル音は、この上なく癒されるヒーリングサウンドなので

す。  

●地震やアタックに強い専用台付! 

 

専用台は堅牢な木製フレームにソフトな素材で仕上げています。座

面は厚み30mmウレタンフォームと10mmスポンジの合計40mm

のクッションを敷き、表面は抗菌、防汚性能があるビニールレザー仕

上げです。 

エレガントなデザインの側面も、ソフト感触のXPE（高密度ポリエチ

レンフォーム）を使用していますから、安全性と美しさを両立してい

ます。もちろん座面も側面も拭き掃除が出来ますので、いつまでも

清潔にご使用いただけます。  

地震がほとんど無い輸入先の欧州と違い、地震国の日本でバブル

チューブ単体だけの設置方法では「いざという時」に不安です。そこ

で当店ではバブルチューブと専用台を一組にした設計をしています。

重心を下部に置き突然の地震の揺れや、不意なこどものアタックに

も耐えるように、チューブの根元に集中する強い力を専用台内部の

パイプホルダーと台座全体で支えます。（知的所有権申請中） 
 

アクアDXのバブルチューブは直径20cmの大口径です。全高（床

からトップまでの寸法）は170cmあります。  

●アクア・DX（デラックス） 
●クッション専用台（W90×D90×H40cm）  

●バブルチューブ・フタ付属（直径20cm・床からの高さ170cm）  

●エアーポンプ、防振用下敷きタイルカーペット（日本製・静音プロ仕様）   

●最新LED照明（防水RGBプラスW、取付済） 

●最新Wifiリモコン・4ゾーン制御（電池付）    

●ステンレス製・特注ノズル（取付済）  

●逆流防止電磁弁及びエアー調整BOX   

●給水／排水用ミニ電動ポンプ 

※組立簡単!届いたその日から使えます。  

品番AQUA-DX アクア・デラックス 1年保証付 

定価￥390,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥273,000（税別） 
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Snoezelen 

https://スヌーズレン.shop 

バブルチューブのニューフェイス 

ツインのバブルチューブが美しい! 

●アクア・TWIN（ツイン） 
●専用台・天板はクッションタイプ（W62×D62×H41cm）  

●全高寸法160cm 、バブルチューブ（直径13cm）×2本  

●エアーポンプ、防振用下敷きタイルカーペット（日本製・静音プロ仕様）   

●最新LED照明（防水RGBプラスW、取付済） 

●最新Wifiリモコン・4ゾーン制御（電池付）    

●ステンレス製・特注ノズル（取付済）  

●逆流防止電磁弁及びエアー調整BOX   

●給水／排水用ミニ電動ポンプ 

※組立簡単!届いたその日から使えます。  

品番AQUA-TWIN アクア・ツイン 1年保証付 

定価￥280,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥189,000（税別） 

●スヌーズレンで大活躍! 
 

スヌーズレンで一番に設置したい機器がスヌーズレン用のバブル

チューブと言われます。お部屋にバブルチューブがあると幻想的な効

果は絶大です。 

●コンパクトでも見応え充分! 
 

省スペースなスヌーズレンルームにおすすめなのがアクア・ツインです。

通常コンパクトなバブルチューブは、細くて短いタイプしかなく、魅力に

乏しいものばかりでした。それらを払拭するバブルチューブが新発売

の「アクア・ツイン」です。全高160cm、直径13cmのチューブがなん

と2本搭載されています。2本の光彩の組合せの自由度が格段に

増えて光の演出がとても美しいバブルチューブです。 
 

アクア・ツインは、地震の揺れ等に強い専用台も付いています。

（注:天板はクッションタイプに仕様変更になりました09/01～） 

ご購入先の職員の方で、設置が簡単に出来るようになっていますの

で、別途かかる高額な設置費用が必要ありません。届いたその日に

設置して直ぐにスヌーズレンが活用できます。 
 

●大粒の泡にこだわり! 
 

また、バブルチューブの泡にこだわり、エアーノズルを1本1本熟練の

職人がステンレスの丸棒から旋盤で削り出して、理想の大粒の泡を

実現しています。この泡の大きさによって美しさや透明感が大きく変

化します。心臓部のエアーポンプは信頼の日本製エアーポンプを搭

載していますので、メンテナンスフリーで⾧期間お使い頂けます。 
 

いままで、狭い部屋だからという理由でバブルチューブを断念していた

方は是非ご検討下さい。 
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Snoezelen 

0120-662-308 

安全ミラーパーティション 

安全ミラーパーティション! 

●バブルチューブの効果を倍増! 
 

バブルチューブのバックに設置する安全ミラーパーティションです。 

素材は安全で割れないアルミミラーを使用しています。 

 

フラッシュパネルに貼り込んでいますので、2枚を組み立てると自立し

ます。そのため、バックに壁が無くとも設置できます。 

例えば窓があるコーナーでも設置できます。また、移動もできますの

でとても便利です。 

 

パネル2枚で一組になります。90度に開いて設置しますが万華鏡の

ようにバブルチューブが複数本に演出され、あたかも自分が幻想的

空間に迷い込んだようになりバブルチューブの効果を倍増します。 

●組立は簡単・映りがきれい! 

 

サイズは幅90cm×高さ180cm×厚み4cmのフラシュパネルにアル

ミミラーが全面に貼り込まれ、裏面はアイボリーの化粧合板仕上げ

です。 

更にコナー部分の角にソフトガード素材を貼っていますので安全にご

使用いただけます。 

 

組み立ては専用丁番を接続するだけですので道具は必要ありませ

ん。 （大きなパネルですから必ず二人で作業してください。） 

 

アルミミラーは安全性が高く軽量な点が⾧所ですが、ガラスミラーに

比べて高価な素材です。3ｍｍと薄いため映りに歪みがでる点が欠

点です。しかし安全ミラーパーティションは平滑なフラシュパネルに貼

り込んでいますので美しい映りを実現しています。 

アルミミラーのクリーニングは、柔らかい布で、中性洗剤にて汚れを除

去し水洗後乾拭きしてください。 

●安全ミラーパーティション 
●フラッシュパネルに割れないミラーアルミ貼り。   

●サイズ:W90cm×H180cm・厚み約4cm・2枚1組   

●丁番による連結方法で自立します。    

●上部と左右のコーナー部分には安全の為にソフトガード貼り。  

●パネルはアイボリーカラーの化粧板仕上。    

●床とのガタツキ調整アジャスター付。  

※組立簡単!届いたその日から使えます。  

品番SMI-1800   

定価￥140,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥98,000（税別） 

●安全ミラーパーティションの裏側。 

●パネルを接続して90度に開くと自立して容易には倒れません。 
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Snoezelen 

https://スヌーズレン.shop 

お買得「万華鏡セット」! 

バブルチューブと安全ミラーパーティションのお得なセット! 

●アクアTWIN（ツイン）・万華鏡セット 
●アクアTWIN一台。 

●安全ミラーパーティション2枚一組  

※組立簡単!届いたその日から使えます。  

品番TWIN-SMI アクアTWINは1年保証付 

定価￥420,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥273,000（税別） 

●アクアDXと安全ミラーパーティションのセット! 
 

アクアDXと安全ミラーパーティションを併用するとても美しい万華鏡

の空間になります。DXは大口径200mm直径のチューブですから

素晴らしい空間になります。 

写真のように4本がミラー効果で映るようになります。 

同時ご購入の場合はお得な万華鏡セットをご検討ください。 

●アクアDXと安全ミラーパーティション。 

●アクアTWINと安全ミラーパーティション。 

●アクアDX（デラックス）・万華鏡セット 
●アクアDX一台。 

●安全ミラーパーティション2枚一組  

※組立簡単!届いたその日から使えます。  

品番DX-SMI アクアDXは1年保証付 

定価￥530,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥344,500（税別） 

●アクアTWINと安全ミラーパーティションのセット! 
 

アクアTWINと安全ミラーパーティションを併用するとても美しい万華

鏡の空間になります。TWINは2本のチューブですから、写真のよう

に8本に映ります。それぞれのチューブがカラー調整できますので様々

なパターンで演出が可能になります。ミラーサイズは同サイズです。 

同時ご購入の場合はお得な万華鏡セットをご検討ください。 

●アクアTWINと安全ミラーパーティション。 
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スヌーズレンキャビン＆星空天井 

Room in Roomという新しい形のスヌーズレン! 
キャビンは、スヌーズレンを実践するコンパクトな幻想的空間です。

子供達が大好きな小さな空間を参考に、軽量なパイプフレームと天

井パネル及び遮光カーテンをベースにしています。その中にミルキー

ウェイやジュピターの幻想的な光と共に、100％天然のアロマの香

り、ヒーリング音楽によって本格的な質の高いスヌーズレンが手軽に

活用できます。 

スヌーズレンには暗くなる部屋が必須ですが、この条件は簡単なよう

で、そう簡単ではではありません。 

この問題をすべて解決できるのが遮光性を有している新しい形の

スヌーズレンキャビンです。専用の部屋が無くても約2畳の床スペー

スがあれば本格的なスヌーズレンがはじめられます。この少スペース

なら必ず見つけることが出来ます。例えば大きなプレールームの一角

や教室の一角などです。今までの用途を変更することなく、本格的

なスヌーズレンをすぐにはじめることが出来ます。(移動や撤収も可

能!) 
 

基本のパイプフレームはホワイトキャビンと星空キャビン共通です。オ

プションを選択してホワイトルーム調や星空ルーム調にお好みのレイ

アウトができます。 

●カーテンはアウター(遮光)とインナー(レース)の二重カーテン仕様。 

●キャビン・基本セット 
【セット内容】 

●パイプフレーム（組立式）W185cm×D185cm×H190cm 

●ダブルカーテンレール:4ヵ所 

●外側遮光カーテン 1級遮光（オフホワイト星柄またはネービー星柄） 

●内側のレースカーテン（ホワイト） 

●フルカラーLEDバー照明（160cm×3ヶ所）、リモコン付属 

●洗えるキルトラグ、床敷物（サイズ:185㎝×185cm） 

品番WWH-CAK キャビン基本セット  

定価￥200,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥136,000（税抜）  
 

●ホワイト天井パネル（オプション） 
●天井ホワイトパネル:178cm×87cm厚み約3㎜・・・2枚 

品番WWP-CAP ホワイト天井パネル  

定価￥20,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥14,000（税抜）  
 

●星空天井パネル（オプション） 
●光ファイバー星空パネル:178cm×87cm厚み約35㎜・・・2枚 

●光ファイバーは0.5㎜～1.0㎜の3種類のアクリル光ファイバーを使用! 

●星の自然なゆらぎ（１／ｆリズム） 

品番BBP-STA 星空天井パネル 1年保証付(光ファイバー星パネル) 

定価￥175,000(税抜) ➡ ダイレクト特価 ￥120,000（税抜）  

0120-662-308 

●満天の星空の繊細な光は、視覚を優しく刺激して心の乱れを収

めてくれます。天然アロマは嗅覚をここちよく刺激して脳に穏やかに

作用します。さらにヒーリング音楽が聴覚を刺激して固くなっている

体をゆるめてくれます。約2畳の床は大人2人が横になれる広さがあ

ります。寝そべって星空を眺めるだけでクールダウンが期待できます。 
  (注):写真にあるミルキーウェイ、ジュピター等は含まれません。 

●ホワイト天井パネルを取付けた写真。 



11 

Snoezelen 

https://スヌーズレン.shop 

人気アイテムでスヌーズレンが更に充実! 

●ティンクルスターDX(デラックス) 
 

息を吹きかけると光ファイバーがゆらゆらと揺れます。光ファイバーは

1,000本以上。重量はとても軽量。オールプラスチック製で床に落と

したぐらいでは壊れません。電池（単4・３本）で光りますからどこで

も使用できます。操作は底にあるON/OFFのスライドスイッチだけで

す。ONにすると自動で発光カラーが変化します。 

DX(デラックス)はベース部分のアイスクリスタルも発光します。ティ

ンクルスターDXは子ども達にとても人気があります。 (輸入品) 

●光ファイバーは0.25ｍｍの極細プラスチック製。 

●全光点数は約1,000光点以上（先端発光）。 

●全高サイズ:34ｃｍ、重量:電池を含めて190グラム。 

●電池（単4×3本）付属 。 

品番CTW-SDX ティ ンクルスターD X   ￥ 2,5 00（ 税別 ）  

●LEDミラーボール 
 

日照が販売しています。日照は日本のミラーボール製品のトップメー

カーです。ネット上には類似品も多いので注意が必要です。通常の

ミラーボールは天井への取付と電気工事が必要ですが、これは床に

置いて天井に向けて使うことが出来ます。電気工事が不要で移動

も簡単に出来ることがメリットです。4色のカラーを搭載していま

す。回転スピードも変えられます。本体のみで動作可（輸入品） 

●LED10W。寿命25,000時間。 

●カラーLED:RGBW（レッド、グリーン、ブルー、ホワイト）。 

●サイズ:22cm×22cm×17.5cm。 重量2ｋｇ 

●消費電力:27W。 6ヵ月保証 

品番CNI-WLP LE D  ミ ラー ボ ール  ￥ 35 , 000（税 別）  

品番CNI-WCA コントローラ (オプ ショ ン)￥4 ,500（ 税別 ） 

コントローラー（オプション） 

●グリーンレーザーとLEDブルーライトによる星空投影機。 

●ACアダプタ付属。 

●サイズ:約20cm×20cm×7cm コンパクトサイズ。 

●消費電力:10W。 暗い環境でご使用下さい。 

品番CRZ-SKY コスモ・ レー ザース カ イ ￥15 , 000（税別 ） 

●コスモ・レーザー（Sky）NEW 
 

グリーンレーザーとLEDプルーライトの共演がとても美しい星空を天

井に投影します。数千の星が輝く満天の星空はリラクゼーションに

最適です。ブルーの雲や星がゆっくり動きます。 

日本でもプラネタリュームの玩具がたくさん販売されていますが、レー

ザーとLEDブルーライト式の星空投影は類を見ません。(輸入品) 

スヌーズレン・人気アイテム 
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0120-662-308 

 

Yogibo（ヨギボー）は保護者やセラピストによって自閉症支援製品として様々なところで使用されています。特殊な「深部知覚・

固有受容感覚」といわれる爽快な刺激を利用者に与え、身体意識を促進し集中力や持続力を増進できるように「統合脳力」を

積極的に構築するのに役立ちます。寄り添ったり、押したり、引いたり、ぶつかったり、または飛び込んだりするのに使用すればすばら

しい効果があります。  

●ピラミッド 
ピラミッドは小さな子供のためのユニークな形のビーズソファーです。どこでも最

適に使えるコンパクトなサイズが魅力。軽量だから移動させるのも簡単です。 

サイズ約76ｃｍ×76ｃｍ×66ｃｍ 重さ3.1ｋｇ 「カラー17色」 

品番YPY-※カラー色（17色）          ￥12,800（税抜） 

●バブル 
ソファーとしても、柔らかなオットマンとしても最適なバブルは子供用にぴった

り。カラフルなツートンカラーのデザイン。 

サイズ直径約60ｃｍ×70ｃｍ 重さ5.0ｋｇ 「4種類のカラー」 

品番YBU-※カラー色（4色）              ￥17,800（税抜） 

正規代理店 

●ドロップ NEW 
あなたを丸く包み込む。水滴型ソファ「Yogibo Drop（ドロップ）」  

サイズ約85ｃｍ×85ｃｍ×70ｃｍ 重さ5.7ｋｇ 「カラー17色」 

品番YDR-※カラー色（17色）          ￥25,800（税抜） 
 

ディープパープル&ライムグリーン  

 

ダークグレー&ライトグレー  

 

ネービーブルー&レッド  

 

アクアブルー&オレンジ  

 

自閉症児童のグッドフレンド! 

●ラウンジャー NEW 
独自の形状であなたを優しく包み込む1人用ソファ「Yogibo Lounger（ラ

ウンジャー）」  

サイズ約87ｃｍ×72ｃｍ×75ｃｍ 重さ4.7ｋｇ 「カラー17色」 

品番YLO-※カラー色（8色）               ￥19,800（税抜） 

一部掲載。その他の商品は ⇒ https://yogibo.jp  
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●洗濯機で洗えます! 

Yogiboのカバーは洗濯機で洗うことができるので、清潔に保

つことができます。また低温乾燥にかけると記事がギュッと収

縮してYogiboの弾力が復活します。だから⾧い間Yogibo

を愛用していただけます。 
 

●多用途! 

Yogiboのソファーは変形します。普通のソファーも背もたれ

調整ができますが、あなたにとってその角度が適かどうかわかり

ません。Yogiboは無段階調整であなたの体に最適にフィット

して包み込みます。  
 

●軽量＆省スペース! 

あなたのYogiboを好きな場所に放り投げてください。  

その場所があなたや子供の遊び場になったり、リビングの椅子

やリクライニング、ソファーやベッドにすることができます。 

驚くほど軽いのでYogiboは室内のどこへでも持ち出せます。

使用しない時は立てて置いておけばあなたの邪魔になること

はありません。  
 

●耐久性があります! 

Yogiboのカバーは触り心地はとても柔らかですが二重構造

のカバーで伸縮性も非常に高くとても丈夫です。 特殊な素

材でできており縫い方も特殊です。  

Snoezelen 

●ハギボー 
わたしたちのかわいい友達『Hugibo』がいれば、一日中ハグが足りないことは

ありません。愛、友情、応援。わたしたちにとって必要なことはすべて彼に詰

まっています。  

サイズ約110ｃｍ×60ｃｍ×50ｃｍ、「カラー3色」 

品番YHA-※カラー番号  ハギボー（3色）    ￥25,000（税抜） 

●マックス 
ソファはもちろん椅子やベッドにも。あなたの要望を全て叶える「Yogibo 

Max（ヨギボーマックス）」  

サイズ約170ｃｍ×70ｃｍ×48ｃｍ、重さ5.9ｋｇ、「カラー17色」 

品番YMA-※カラー番号  ダブル（17色）    ￥29,800（税抜） 

最先端の技術 
Yogiboは従来型のビーズソファとは違います。 

特許申請中の新技術によりYogiboのカバーは全て同一素

材で作られています。どの方向から座ってもあなたに完全に

フィットします。従来のビーズソファは「柔らかい面」と「かたい

面」2つの素材が使われています。かたい面が無いとソファに

座った際の形状が維持で きず、体にフィットしま せん。

Yogiboは新技術により「かたい面」を無くすことに成功しまし

た。 

Yogiboは従来型では不可能だった「大きなビーズソファ」を

作ることができ「立てて置いておく」ことが出来る唯一のビーズ

ソファなのです。 

●Yogiboは日本国内で組み立てられています! 

あなたのYogiboは米国ではなく日本の工場で地域のお母さ

んたちがビーズを詰め、カバーをかけてまごころをこめてあなた

にお送ります。 

選ばれる理由! 

アクアブルー品番HAS－TQ 

ライムグリーン 

品番HAS－OG 

ピンク 

品番HAS－PK 

https://スヌーズレン.shop 
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0120-662-308 

リラックス・オプション! 

正規代理店 

●サポート 
ビーズソファの上に乗せると、背もたれと肘置きになります。 

読書をするときやテレビを見るときに最適です。さらに体にフィットしリラックスで

きます。   

サイズ約76ｃｍ×93ｃｍ×30ｃｍ 重さ2.5ｋｇ 「カラー17色」 
 

品番YSA-※カラー色（17色）     ￥13,900（税抜） 

●ロールミニ 
心地よい眠りを体験してもらうために、Yogiboが用意した究極の抱き枕で

す。Yogibo Rollより小さめサイズなので、ベッドのスペースを占領することも

ありません。  

サイズ約81ｃｍ×20ｃｍ×20ｃｍ  「カラー3色」 
 

品番YRO-※カラー色（3色）        ￥6,800（税抜） 

●チョコレートブラウン 

 

●ディープパープル 

 

●アクアブルー 

 

●ライムグリーン 

 

●オレンジ 

 

ダークグレー アクアブルー 

ライムグリーン 

●カラークッション 
この小さなクッションはあらゆる用途に快適さを提供します。 

肘掛け、枕、座布団にもなります。持ち運びも簡単です。Yogiboのビーズソ

ファと同じ素材です。   

サイズ約38ｃｍ×38ｃｍ×20ｃｍ  「カラー5色」 

品番YCU-※カラー色（5色）       ￥3,980（税抜） 

●ハートピロー 
かわいらしいハート型のYogiboクッション。 

快適な丸みを帯びた、抱き締めたくなるようなフォルムです。 プレゼントにもお

すすめ。 

サイズ約30ｃｍ×40ｃｍ×20ｃｍ 「カラー1色」 

品番YHP ハートピロー 「ピンク」      ￥3,500（税抜） 

一部掲載。その他の商品は ⇒ https://yogibo.jp  
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https://スヌーズレン.shop 

●キャタピラロールショート NEW 
Yogibo Japanオリジナルサイズ。日本人が抱きしめやすい⾧さを追求した

「Yogibo Caterpillar Roll Short（キャタピラロールショート）」  

サイズ約120ｃｍ×20ｃｍ 1.1ｋｇ 「カラー2種類」 

品番YCR-※カラー色（2色）       ￥9,800（税抜） 

Relax Option 

レッド品番 アクアブルー 

ディープパープル品番RAS－DP 

ダークグレー品番RAS－DG 

●ラウンドピロー 
 ビーズソファと同じ素材なので、弾力があり柔らかな手触りです。 枕、首のサ

ポート、クッション、フットレストとして…。  

サイズ約45ｃｍ×45ｃｍ×17ｃｍ 「カラー3色」 

品番YRA-※カラー色（3色）        ￥3,980（税抜） 

●ムーンピロー 
あなたは頭をそっと預けるだけ。三日月のゆるやかなカーブで優しく包み込みま

す。3色から選べます。 

サイズ約35ｃｍ×20ｃｍ×15ｃｍ 340ｇ 「カラー5色」 

品番YMO-※カラー色（5色）        ￥3,980（税抜） 

●パズルクッション NEW 
米国Yogiboで「自閉症・感覚処理障害」のコミュニティに敬意を表して作ら

れた、パズルのように繋げられるユニークな新しいクッションです。  

サイズ約50ｃｍ×35ｃｍ×9ｃｍ 「カラー2色」 

品番YPC-※カラー色（2色）        ￥2,980（税抜） 

ライムグリーン 
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正規代理店 

●スクイージボー・アニマル  
ぷにっとした感触でストレスを和らげてくれます。アニ

マルシリーズ。キャット、ドッグ、フォックス、コアラ、 

モンキー,フクロウ 

品番GSA-※カラー(6種類) ￥980（税抜） 

●スクイージボー  
ぷにっと触ると癒してくれる…。 

色:アクアブルー、ライムグーン、ダークグレー  

品番GSQ-※カラー（3色） ￥850（税抜） 

 

●ボールミニ 
投げたり転がしたり…。ビーズソファと同じ素材の

ボールです。   

色:ネービーブルー、ネービーグリーン、オレンジ 

品番GBM-※カラー（3色） ￥800（税抜） 

●ボールマックス 
柔らかくて安全。ビーズソファと同じ素材のボールで

す。サイズ20ｃｍ 

色:ネービーブルー、ネービーグリーン、オレンジ 

品番GBB-※カラー(3色) ￥1,500（税抜） 

●ディスク 
家の中で投げられる当っても痛くないのが嬉しいで

すね。  

色:ネービーブルー1色 

品番GDI-BL※カラー(1色) ￥1,500(税抜) 

●ハギボーメイト  
ビーズソファと同じ素材の柔らかくて可愛いぬいぐる

み。  

色:アクアブルー、ライムグーン、ピンク 

品番GHA-※カラー(3色)  \1,500（税抜） 

●メイト・パディ  
ビーズソファと同じ素材の柔らかくて可愛いぬいぐる

み。洗濯できます。 

品番GME-PI              ￥2,980（税抜） 

●メイト・シェルビー  
悩みを聞いてもらいたいときのお友達…。洗濯でき

ます。 

品番GME-PA              ￥2,980（税抜） 

●メイト・コスモ 
抱きしめるお友達がほしくなったとき…。洗濯できま

す。  

品番GME-CA              ￥2,980（税抜） 

0120-662-308 

一部掲載。その他の商品は ⇒ https://yogibo.jp  
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Yogibo Goods 

●メイト・フランシス 
メイトは他のビーズソファと同じように丈夫で伸縮

性があり、素晴らしい使いごごちです。洗濯できま

す。 

品番GME-FR              ￥2,980（税抜） 

●メイト・アーネスト 
メイトは他のビーズソファと同じように丈夫で伸縮

性があり、素晴らしい使いごごちです。洗濯できま

す。 

品番GME-EL              ￥2,980（税抜） 

●メイト・シオゴ 
洗濯は、ネットに入れて弱めの水流で洗えばOK。

清潔に保てます。 

素晴らしい使いごごちです。 

 品番GME-ND             ￥2,980（税抜） 

●ロールアニマルフォックス NEW  
リビングでもベッドでもいつも一緒 (ロール ア

ニマル フォックス)  

品番GRA                  ￥6,980（税抜） 

●ロールアニマルドック NEW  
リビングでもベッドでもいつも一緒 (ロール ア

ニマル ドック)  

品番GRD                 ￥6,980（税抜） 

●ロールアニマルパンダ NEW  
リビングでもベッドでもいつも一緒 (ロール ア

ニマル パンダ) 

品番GRP                  ￥6,980（税抜） 

●ロールアニマルユニコーン NEW  
リビングでもベッドでもいつも一緒 (ロール ア

ニマル ユニコーン) 
品番GRY                  ￥6,980（税抜） 

●ヨギボックスキューブ  
折りたたみ可能な収納テーブル。色:アクアブ

ルー、ネービーブルー、オレンジ,ライムグリーン、 

ダークグレーの5色 

サイズ:37cm×37cm×37.5cm 

品番GBO-※カラー(5色) ￥3,980（税抜） 

● ヨギボックスグランデ  
折りたたみ可能な収納テーブル。色:アクアブルー

(TQ)、ネービーブルー(BL)、オレンジ(OG),ライム

グリーン(GR)、ダークグレー(DG) の5色 

サイズ:83cm×83cm×44cm 

品番GBO-※カラー(5色) ￥9,800（税抜） 

https://スヌーズレン.shop 
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Snoezelen 

0120-662-308 

オリジナル壁紙 

素敵なデザインの壁紙をスヌーズレンRoomに! 
●オリジナル壁紙で空間を創造! 
 

お部屋の入口からインテリアを計画すると使用者は入室するときワク

ワクする感情が出てきます。今は色々な画像がインターネットネット

で購入できますので、一からデザインする必要がありません。世界中

のデザイナーの作品からお気に入りを購入できます。その画像を編

集して、壁紙やフィルムにデジタルプリントしたメディアをスヌーズレン・

ルームに施工すればオリジナルな空間をお手軽に創造できます。 

当店は業務用の大型デジタルプリント機による正規認定加工店で

す。デザイナーや内装業のプロの方達へ販売提供しています。 

防火認定書、F☆☆☆☆認定書、防火壁装材料証明書、防火

施工管理ラベル、ホルムアルデヒド情報ラベルを物件毎に発行しま

す。このように安全性が保障されていますので、ホテルや学校、病院

等の規制が厳しい所にも安心して施工して頂けます。 
 

このサービスはオリジナルプリントサービスです。お客様のご希望の画

像を自由なサイズで出力します。大きな面積は通常の壁紙施工の

ように重ね貼り用に出力しますので仕上りはとても綺麗です。 

施工は現地の内装工事店に相談します。良心的な工事店は壁

紙支給で壁紙の貼替を引き受けてくれます。 

昔はオリジナルな壁紙を採用できるのは高額なため大手企業しか

出来ませんでしたが、しかしプリント機の進歩により個人レベルで採

用できるようになっています。素敵な空間を創造して下さい。 

●業務用大型デジタルプリント 

●幼児向けイラストをアクセントに! 

●バブルチューブのあるお部屋のアクセントに! 

※当店では高画質な元ファイルを2000点以上ご用意いています。 

●サバンナの夕焼けシーンでリラクゼーション! 

●オリジナル壁紙・プリントサービス 
●サイズは自由。重ね貼タイプに出力します。 

●メディア（基材）はリンテック製プリンテリアSO2。 

●環境に優しいECO-SOL MAX 2インク使用。  

品番CSE-SWC オリジナル壁紙  

1㎡単価・定価￥9,000 ➡ ダイレクト特価 ￥5,900～（税抜） 
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Snoezelen 

スヌーズレンDOME 

https://スヌーズレン.shop 

ドームハウスで夢のスヌーズレン! 

●スヌーズレン・ドーム 
●地震、強風、積雪に大変強い構造。 

●第4の素材「発泡ポリスチレン」だから錆びない腐らない。 

●柱が無いため自由に空間を活用できる。 

品番ESP-DOME スヌーズレン・ドーム お見積り承ります(東北圏内) 

●ドームハウスをご存知ですか? 
 

ドームハウスの構造材は、木材、鉄、コンクリートに次ぐ「第4の構造

材」。発泡ポリスチレンを構造体にしたドーム型建造物として、世界

で最も厳しい日本の建築基準法をクリアし国土交通大臣認定を

取得したユニークなハウスです。当店はジャパンドームハウス代理

店の西建グループのパートナーです。設計から施工まで承ります。山

形蔵王インター近くに展示場をオープンしています。 

ドームハウスの室内には『カド』がありません。部屋のコーナーも無く、

壁と天井の区別もありません。光で満たされた空間は、不思議な暖

かさと安らぎに満ちています。  

おすすめポイント! 

●ゆとりあるスヌーズレン空間を演出。 

●高い天井のもつ解放感が心を和ませます。 

●優しいドーム型がおだやかな空間を演出します。 

●和室から洋室まで様々な部屋タイプをご提案できます。 

●外観デザインから内装や配置計画迄を企画提案。 

●専用空調システムで快適な室内空間に。 

ますます高齢化が進む日本の社会において、養護老人ホームや療

養施設の重要性と需要は増しています。様々なスタイルのものが必

要となってきます。ドームハウスは様々な用途に活用できる空間を

低価格で実現し、これからの時代に適合する建物と言えます。 

●ケーキのような夢いっぱいドームハウスの外観 

●山形ドームハウス展示場（7000タイプ）の外観 

ドームハウス・7700型 
 

7700型ドームハウスの主

な寸法です。  

シンプルかつ低価格を目指

したものです。 
 

●直径:7.7ｍ 

●高さ:4.05ｍ 

●面積:44.2㎡ 

●壁厚:200mm    

●世界一の耐震構造 

●世界一の強風、積雪に   

 強い構造 

●世界一の断熱、省エネ 

●世界一の耐久性 

●地球環境にやさしい     

●山形ドームハウス展示場の内部、色々なイベントを行います。 
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注文方法 
 

●当店の商品は一部を除きまして受注生産品です。そのためご注文はお電話、FAX、注文メールフォームで承ります。 

●お電話でのご注文（フリーダイヤル0120-662-308）平日9:00～17:00受付 

●FAXでのご注文（FAX番号 0233-22-2487）24時間受付 

●注文メールフォーム（ホームページから）24時間受付 

●御見積書をご希望の際は電話、FAX、メール等でお申し付けください。客様にはメールに御見積書を添付してお送り

するか、またはFAXで迅速にお送りします。（郵送希望の方にはクリックポスト便で至急お送りします。） 

●発注から約2～3週間で発送準備が整い次第、ご担当者様ご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。 
 

お支払い方法をお選びください 
 

●医療法人様、社会福祉法人様、放課後等デイサービス事業所様等には当店の請求書払い（銀行振込）の 

 お支払いが選択できます。 

 納品時にご請求書を同封いたします。１週間以内(支払日の応談承ります)に銀行振込にてお支払いください。 

 (銀行振込の振込手数料は当店負担します。)  

●公的機関様につきましては支払日の応談を承ります。 

●代金引換をご使用いただけます。 

●後払い.comをご使用いただけます。 
 

配送及び送料について 
 

●商品代金の他に配送料が別途必要です。（お見積り時にお知らせいたします。） 

●配送は日本国内に限らせていただきます。 

●配送業者の配達店止め及び私書箱宛てのお届けはできません。 

●商品のお届け日 

・在庫のある場合はご注文を確認後（銀行振込はご入金確認後）、2営業日以内。 

・受注生産品は別途ご連絡いたします。（約2～3週間） 

・品切れの場合は別途ご連絡いたします。 

●日時指定をご希望の場合は余裕を持ってお申し込み下さい。 

●地域によっては日時指定を承れない場合がございます。 

●配送地域、交通、天候等の理由により遅延する場合がございます。予めご了承下さい。 

●Yogiboはメーカーから発送されますので配送料については別途必要になります。 

 （詳しくはホームページのYogiboページに掲載しています。） 
 

●詳細は下記のホームページをご覧ください。ご不明なときは0120-662-308までお願い致します。 

 ホームページ:https://スヌーズレン.shop （お買い物ガイドをご覧ください） 

Snoezelen 

0120-662-308 

お買い物ガイド 
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品番 商品名 色 数量 単価 金額（税抜） 

      

      

      

      

      

      

      

      

￥ 注:送料及び手数料は後ほど計算してお知らせいたします。             合 計 

      

Snoezelen 
FAX:□見積用紙  □注文用紙 

送信先FAX番号:0233-22-2487 

お 客 様 情 報 

※氏名（ご担当者）  

※氏名（ふりがな）  

法人名（団体）  

※住所 〒  

※連絡先お電話場号  

※FAX番号  

ご連絡先メールアドレス  

※お支払方法の選択 

ご希望にチェックして下さい 

□請求書・払い  □代金引換  □後払い.com  □銀行振込（前払） 

通信欄  

※の付いている項目は必須項目です。  

お見積り内容またはご注文内容 

スヌーズレンShop 宛 
0120-662-308 
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Snoezelen 

●ホームページのご案内。 https://スヌーズレン.shop 

●モバイルからのアクセスのご案内。 

ショップ名:スヌーズレン.Shop 

屋号:インテリア工房・エスプリ.com 

企業名:有限会社 エスプリ 

〒996-0041 

山形県新庄市鳥越1899（事務所）  

山形県新庄市鳥越1899-2（工房） 

TEL: 0233-22-2308 

FAX: 0233-22-2487 

フリーダイヤル: 0120-662-308 

●ホームページでは商品の動画もご覧いただけます。 


