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世ٴ 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 
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オٴ 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 ！ 
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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。����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） 
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光には想像を超えた力があるؼ。 
 

 ����年（��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。（(1'2照明に2(0提供・コスミック'20(） 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��年��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��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ؼ。」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ؼ。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��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ؼ。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6KRSにしてまいります。  

Snoezelen 
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 ミルキーウェイ・ダブル（光源機付き）ٴ
 

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�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/('が�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��色、明るさの
調光、�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）ٴ
 

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�本のチューブに�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/('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��本、�本に光ファイバー�本（光ファイバー本数���本）ٴ
 。光ファイバーの長さ、�メートルタイプ、全光点数は約�万光点ٴ

 。光源機セット済み、カードリモコン付属ٴ

 。光源機サイズ：:���㎜×Ｄ���㎜×Ｈ��㎜（アルミ製%2;製）ٴ

品番06,-����ミルキーウェイ・シングル �年保証付 

定価￥������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込）  

ミルキーウェイ・ダブル 

 。チューブ��本、�本に光ファイバー�本格納（光ファイバー数���本）ٴ

 。光ファイバー長�メートルタイプ、全光点数は約�万光点ٴ

 。光源機セット済み、カードリモコン付属ٴ

 。光源機サイズ：:���㎜×Ｄ���㎜×Ｈ��㎜（アルミ%2;製）ٴ

品番0'2-��� ミルキーウェイ・ダブル �年保証付   

定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込）  

����-���-��� 
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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21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（�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８０NJ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 (��FP) 
 
 。サイズ:直径��FPٴ
 。本体：硬質プラスチック製、耐荷重��㎏ٴ
 。星灯り：光ファイバー埋込ٴ
 。演出：5*%フルカラー/('光源ٴ
           音センサー内蔵。 
 。操作：リモコン付属ٴ
�：重量ٴ��ｇ 。 
品番-/,-����ジュピター リトル �年保証付 
定価￥������(税込)  
   ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込） 

 
ジュピター ミディ (��FP) 
 
 。サイズ:直径��FPٴ
 。本体：硬質プラスチック製、耐荷重��㎏ٴ
 。星灯り：光ファイバー埋込ٴ
 。演出：5*%フルカラー/('光源ٴ
            音センサー内蔵。 
 。操作：リモコン付属ٴ
 。 重量：���㎏ٴ
品番-Ｍ,-����ジュピター ミディ �年保証付 
 定価￥�������（税込） 
   ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込） 

 
ジュピター ラージ (��FP) 
 
 。サイズ:直径��FPٴ
 。本体：硬質プラスチック製、耐荷重��㎏ٴ
 。星灯り：光ファイバー埋込ٴ
 。演出：5*%フルカラー/('光源ٴ
            音センサー内蔵。 
 。操作：リモコン付属ٴ
 。重量：�㎏ٴ
品番-/$-����ジュピター ビッグ �年保証付 
 定価￥�������（税込） 
  ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込） 

KWWSV���スヌーズレン�VKRS 

ミディ ��FP ラージ ��FP �才児童 身長���FP リトル ��FP 
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バブルチューブのスタンダード 

アクア・';（デラックス）！ 
 ！泡の効果は素晴らしいٴ
 

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ٴ

 

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��PPウレタンフォームと��PPスポンジの合計��PP
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;3(（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';のバブルチューブは直径��FPの大口径です。全高（床
からトップまでの寸法）は���FPあります。  

アクア・';（デラックス） 
 
�:）クッション専用台ٴ�¼'��¼+��FP）  
  バブルチューブ・フタ付属（直径��FP・床からの高さ���FP）ٴ
   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）ٴ
 最新/('照明（防水5*%プラス:、取付済）ٴ
    最新:Lrリモコン・�ゾーン制御（電池付）ٴ
  ステンレス製・特注ノズル（取付済）ٴ
  �;逆流防止電磁弁及びエアー調整%2ٴ
 給水／排水用ミニ電動ポンプٴ
  。組立簡単！届いたその日から使えますپ
品番$48$-'; アクア・デラックス �年保証付 
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 
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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・7:,1（ツイン） 
 
  専用台・天板はクッションタイプ（:��¼'��¼+��FP）ٴ
  全高寸法���FP�、バブルチューブ（直径��FP）×�本ٴ
   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）ٴ
 最新/('照明（防水5*%プラス:、取付済）ٴ
    最新:Lrリモコン・�ゾーン制御（電池付）ٴ
  ステンレス製・特注ノズル（取付済）ٴ
  �;逆流防止電磁弁及びエアー調整%2ٴ
 給水／排水用ミニ電動ポンプٴ
  。組立簡単！届いたその日から使えますپ
品番$48$-7:,1 アクア・ツイン �年保証付 
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 

 ！スヌーズレンで大活躍ٴ
 

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ٴ
 

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���FP、直径��FPのチューブがなん
と�本搭載されています。�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�����～） 
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ٴ
 

また、バブルチューブの泡にこだわり、エアーノズルを�本�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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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ٴ
 

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、�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�枚で一組になります。��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ٴ

 

サイズは幅��FP×高さ���FP×厚み�FP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。�ｍｍ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ٴ
�:：サイズٴ�FP¼+���FP・厚み約�FP・�枚�組   
    。丁番による連結方法で自立しますٴ
  。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ٴ
    。パネルはアイボリーカラーの化粧板仕上ٴ
  。床とのガタツキ調整アジャスター付ٴ
  。組立簡単！届いたその日から使えますپ
品番60,-����   
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 

 。安全ミラーパーティションの裏側ٴ

�パネルを接続してٴ�度に開くと自立して容易には倒れません。 
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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7:,1（ツイン）・万華鏡セット 
 
 。アクア7:,1一台ٴ
  安全ミラーパーティション�枚一組ٴ
  。組立簡単！届いたその日から使えますپ
品番7:,1-60, アクア7:,1は�年保証付 
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 

 ！アクア';と安全ミラーパーティションのセットٴ
 

アクア';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。';は大口径���PP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�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';と安全ミラーパーティションٴ

 。アクア7:,1と安全ミラーパーティションٴ

アクア';（デラックス）・万華鏡セット 
 
 。アクア';一台ٴ
  安全ミラーパーティション�枚一組ٴ
  。組立簡単！届いたその日から使えますپ
品番';-60, アクア';は�年保証付 
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 

 ！アクア7:,1と安全ミラーパーティションのセットٴ
 

アクア7:,1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。7:,1は�本のチューブですから、写真のよう
に�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7:,1と安全ミラーパーティションٴ
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スヌーズレンキャビン＆星空天井 

5RRP�LQ�5RRP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、���％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�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ٴ

キャビン・基本セット 
 

【セット内容】 
��+×パイプフレーム（組立式）:���FP×'���FPٴ�FP 
 ダブルカーテンレール：�ヵ所ٴ
 外側遮光カーテン �級遮光（オフホワイト星柄またはネービー星柄）ٴ
 内側のレースカーテン（ホワイト）ٴ
 フルカラー/('バー照明（���FP×�ヶ所）、リモコン付属ٴ
 洗えるキルトラグ、床敷物（サイズ：���㎝×���FP）ٴ
品番::+-&$.�キャビン基本セット  
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込） 
  

ホワイト天井パネル（オプション） 
 天井ホワイトパネル：���FP×��FP厚み約�㎜・・・�枚ٴ
品番::3-&$3 ホワイト天井パネル  
定価￥������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥������（税込）  
 

星空天井パネル（オプション） 
 光ファイバー星空パネル：���FP×��FP厚み約��㎜・・・�枚ٴ
 ！光ファイバーは���㎜～���㎜の�種類のアクリル光ファイバーを使用ٴ
 星の自然なゆらぎ（１／ｆリズム）ٴ
品番%%3-67$�星空天井パネル �年保証付(光ファイバー星パネル) 
定価￥�������(税込) ╒ ダイレクト特価 ￥�������（税込）  

����-���-��� 

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ٴ
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�畳の床は大人�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ٴ
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KWWSV���スヌーズレン�VKRS 

人気アイテムでスヌーズレンが更に充実！ 
 (デラックス�ティンクルスター';ٴ
 

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
�����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�・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21�2))のスライドスイッチだけで
す。21にすると自動で発光カラーが変化します。 
';�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';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����ｍｍの極細プラスチック製ٴ
 。全光点数は約�����光点以上（先端発光）ٴ
��全高サイズ：��ｃｍ、重量：電池を含めてٴ�グラム。 
 。 電池（単�¼�本）付属ٴ

品番&7:-6'; ティンクルス タ ー';    ￥� ����（税込） 

 ミラーボール')/ٴ
 

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。�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） 

 

 。寿命������時間。:��')/ٴ
 。カラー/('：5*%:（レッド、グリーン、ブルー、ホワイト）ٴ
 サイズ：��FP×��FP×����FP。 重量�ｋｇٴ
 消費電力：��:。 �ヵ月保証ٴ
品番&1,-:/3 /('  ミ ラーボール   販売終了し まし た。  
品番&1,-:&$ コントローラ(オ プ シ ョ ン) 販売終了し まし た。 

コントローラー（オプション） 

 。グリーンレーザーと/('ブルーライトによる星空投影機ٴ
 。アダプタ付属&$ٴ
 。サイズ：約��FP×��FP×�FP コンパクトサイズٴ
 。消費電力：��:。 暗い環境でご使用下さいٴ
品番&5=-6.< コス モ・ レ ーザース カ イ 販売終了し まし た。 

 コスモ・レーザー（6N\）ٴ
 

グリーンレーザーと/('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/('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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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、)$;、注文メールフォームで承りますٴ
�お電話でのご注文（フリーダイヤル����-���-���）平日ٴ：��～��：��受付 
 でのご注文（)$;番号 ����-��-����）��時間受付;$(ٴ
 注文メールフォーム（ホームページから）��時間受付ٴ
御見積書をご希望の際は電話、)$;、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（3')）を添付ٴ
してお送りするか、または)$;で迅速にお送りします。（郵送希望の方には至急お送りします。） 
発注から約�～�週間で発送準備が整い次第、ご担当者様へお荷物お問い合わせ番号をご連絡いたしますのでしٴ
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後払い（銀行振込）のٴ
 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。(お客様のお支払日)に銀行振込にてお支払いくださいپ 
 。公的機関様につきましては支払日の応談を承りますٴ
 。代金引換をご使用いただけますٴ
 。後払い.FRPをご使用いただけますٴ
 

 
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。）ٴ
 。配送は日本国内に限らせていただきますٴ
 。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ٴ
 商品のお届け日ٴ
・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）、�営業日以内。 
・受注生産品は別途ご連絡いたします。（約�～�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ٴ
 。地域によっては日時指定を承れない場合がございますٴ
 。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ٴ
 
 。RJLER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>ٴ
 （詳しくはホームページの<RJLER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����-���-���までお願い致しますٴ
 ホームページ：KWWSV���スヌーズレン�VKRS （お買い物ガイドをご覧ください） 

Snoezelen 

����-���-��� 

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 
 注文用紙ٸ  見積用紙ٸ：;$(

送信先)$;番号：����-��-���� 

お 客 様 情 報 

  氏名（ご担当者）پ

  氏名（ふりがな）پ

法人名（団体）  

  〒 住所پ

  連絡先お電話場号پ

  番号;$(پ

ご連絡先メールアドレス  

 お支払方法の選択پ

ご希望にチェックして下さい 

 銀行振込（前払）ٸ  後払い�FRPٸ  代金引換ٸ  請求書・払いٸ

通信欄  

  。の付いている項目は必須項目ですپ
お見積り内容またはご注文内容 

スヌーズレン6KRS 宛 

����-���-��� 
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�ホームページのご案内。 KWWSVٴ��スヌーズレン�VKRS 

 。モバイルからのアクセスのご案内ٴ

ショップ名：スヌーズレン.6KRS 

有限会社 エスプリ 

〒���-���� 

山形県新庄市鳥越����（事務所）  

7(/： ����-��-���� 

)$;： ����-��-���� 

フリーダイヤル： ����-���-��� 

(メール： RîFH#HVSULW-VWDU�FRP 

 。ホームページでは商品の動画もご覧いただけますٴ


