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□カタログの表記について
内容表示は  ●：サイズ表示　♦︎：材質表示　♠：包装形態　★：付属品　となっております。
表示価格はすべて消　を除く本体価格になります。

リズム・ポコは、家族で過ごすリビング 

をイメージしてして考えられた、ちょっと 

上 質でシンプルなデザインのやさしい 

楽器です。

絵本の読み聞かせの時の効果音から、リ 

ズム遊びにも…。

音楽と学ぶ ずっと前から親しんでいく

「音」が、私たちの考えるやさしい楽器 

のコンセプトです。

自然の素材をふんだんに使い、小さな動

きで簡単に音が出せる楽器は、こども達

の「夢中になる力」「表現をする力」を引

き出し、長くご愛用いただける製品です。

小さな動きでも、簡単に音が出せる楽器は

こども達の『夢中になる力』『表現する力』を引き出します-

フランス生まれの白木をつかった
モダンテイストのナチュラルでやさしい楽器です
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RP-980/XY

リズム・ポコ
サイロフォン 12 音
ダイアトニックスケール  ¥9,800 ＋税

● 220 × 520 × 55mm

♦︎ビーチウッド　 アフリカンパドック　

♠化粧箱

★ラバーヘッドビーター 2 本

　ウッドヘッドビーター 2 本

　専用楽譜（6 曲：「ちゅうりっぷ」「ぶんぶんぶん」
　「メリーさんのひつじ」「きらきらぼし」「おおきな
　くりのきのしたで」「かえるのうた」）

JAN : 4534203005778
MADE IN JAPAN

RP-940/DS

リズム・ポコ　ドラムセット  ¥12,000 ＋税

● 230 × 420 × 190mm　♦︎ビーチウッド 本革 真鍮　♠化粧箱
　★ウッドヘッドビーター 2 本

JAN : 4534203005754

* 交換用のパーツのご紹介は P.9 にございます。

響きの良いアフリカンパドックならではの澄んだ音色をお楽しみ下さい。

すぐに演奏を楽しんでいただけるように、

馴染みのある童謡のカラー楽譜を６曲お付けいたしました。
ラバーヘッド
ビーター
静かなやさしい
音がします。

3 個の大きさが異なるドラムに、大小の真鍮製シンバル、

ギザギザのついているウッドブロックを組み合わせた

子どもサイズの本格派ドラムセット。

ちょっと複雑に見える構造は

お子さまを夢中にさせてくれます。Xylophone diatonic scale
　　　　　　　　  サイロフォン ダイアトニックスケ−ル

ウッドヘッド
ビーター：
大きなきれい
な音がします。

Drum set 
                        ドラムセット
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ちょっととぼけたバケツの形がユニークなバケット

ドラム。 コットンロープとビーチウッドのグリップで

つくったハンドルが、 とてもかわいらしいドラムで

す。 床においても楽しめるように、 ボディ部分にサ

ウンドホールがついています。 手でもスティックで

も元気なリズムが楽しめます。

RP-560/BKD

リズム・ポコ　バケットドラム
 ¥6,000 ＋税

● 200 × 200 × 200mm
◆ビーチウッド 本革 綿
♠化粧箱
★ウッドスティック 2 本
JAN : 4534203005747

ビーチウッドのナチュラルな木目をいかして仕上げた、 シンプルながらキュート

なドラムです。 キッズルームにあると自慢できるアイテムです。

ボディについているコットンロープを使えばマーチングバンドのドラマ−気分 !Baby
drum
ベビードラム

Xylophone
Sound
chanper
サイロフォン
サウンドチャンパー 

RP-1200/XY

リズム・ポコ　ふしぎ  サイロフォン
サウンドチャンパー 8 音
¥12,000 ＋税

● 175 × 345 × 95mm　♦︎ビーチウッド　アフリカンパドック
♠化粧箱　★ウッドヘッドビーター 2 本
JAN : 4534203008380

MADE IN JAPAN

同じ長さの音板を調律しました。

すべての音板が同じ長さで調律されている

綺麗なスクエア型のおしゃれな木琴です。

共鳴箱つきならではの広がりをお楽しみ下さい。

きっと大切な宝物になると思います。
RP-390/BD

リズム・ポコ　ベビ−ドラム　
¥4,200 ＋税

● 165 × 165 × 105mm　
♦︎ビーチウッド 本革 綿　
♠化粧箱　
★ウッドスティック 2 本
JAN : 4534203005792

Bucket
drum
バケットドラム
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Bar chime 
stand
バ−チャイムスタンド

RP-950/PS

リズム・ポコ　パーカッションスタンドセット　¥11,000 ＋税

● 260 × 510 × 45mm　◆ビーチウッド 真鍮　♠化粧箱
★ウッドスクレーバー 1 本　ウッドヘッドビーター 2 本
JAN : 4534203005730
* 単品でのご紹介は P.10 にございます。

5 種類の異なるハンド楽器を専用のスタンドバーにセットしました。

コンコン ・ リンリン ・ シャンシャン ・ ギコギコ ・ パコッパコッと

親子でいろんな音とリズムの組み合わせが楽しめます。

バチを収納できるのも good !

やさしく叩いたり、 スライドすると、

澄んだ音色を届けてくれる

バーチャイムスタンド。

おやつや食事の合図に使ったり…

生活の中でのアクセントに

お勧めです。

RP-800/BC

リズム・ポコ
バーチャイムスタンド
 ¥9,500 ＋税

● 295 × 377 × 108mm
♦︎ビーチウッド アルミニウム
♠化粧箱
★ウッドヘッドビーター 2 本
JAN : 4534203006676

カラフルなベルがステップ状になっているかわいらしいベルです。

低い音から高い音を、 視覚的にわかりやすくならべました。

カラフルな色と綺麗な音色をひきたてるビーチウッドは、 綺麗な木目が自慢です。

ビーターが 2 本付いているので、 親子でも楽しめます。

ビーターを収納できるところもグッド！！

Crescent
bells

クレッセントベル

Eight
    Step 
bells
エイトステップベル

イタリア製のカラフルなベルから綺麗な『ドレミファソラシド』が聞こえます。
ベルの音が色別に分かれているので、お子さまもわかりやすくメロディーを奏でられます。

ビーチ材の木目を生かした三日月

（クレッセント） がデザインされた

とても夢の広がる楽器です。

お子さまのお部屋はもちろん、

リビングルームのアクセントとしても素敵です。

ブルーのスタンド部にビーターが収納できます。

RP-860/CRB

リズム・ポコ　クレッセントベル
¥9,200 ＋税

● 350 × 190 × 225mm
♦︎ビーチウッド スチール　♠化粧箱
★ウッドヘッドビーター 1 本
JAN : 4534203006416
MADE IN JAPAN
(BELLS / MADE IN ITALY)

RP-980/SBL

リズム・ポコ　エイトステップベル　¥9,800 ＋税

● 520 × 220 × 55mm　♦︎ビーチウッド スチール
♠化粧箱　★ウッドヘッドビーター 2 本

JAN : 4534203010536　MADE IN JAPAN　(BELLS / MADE IN ITALY)

Percussion 
stand set
パーカッション
スタンドセット
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ベビーギフト、 バースデープレゼントにおすすめの楽しいハンディサイズの　　　　　楽器をそろえました。 ビーチウッドの美しい木目を生かしたシンプルな楽器達は、 全種類そろえたくなるかわいいアイテムです。

まぁるい顔に丸い耳！

ラブリーなベアは軽く動かす

だけで音が聞こえてきます。

RP-120/BR/BW

リズム・ポコ
ベアラトル　ブラウン
¥1,600 ＋税

● 140 × 65 × 50mm
♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203007123

大人気のコアラをデザインしました。

プレゼントしたくなる、 愛嬌のある顔が

キュートです。

RP-160/CO

リズム・ポコ
コアララトル
¥1,600

● 140 × 65 × 50mm
♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203010543

ほのぼのとした雰囲気で、

優しい時間がながれそう ・ ・ ・

RP-120/PD

リズム・ポコ
パンダラトル
¥1,600 ＋税

● 140 × 65 × 50mm
♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203007741

みんなの人気者、 かわいい

ピンクの子ブタが仲間入りしました。

かわいらしい表情に笑顔がこぼれます♪

RP-160/PG

リズム・ポコ
コブタラトル
¥1,600

● 140 × 65 × 50mm
♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203010550

とぼけた表情が、 何とも

愛らしい ・ ・ ・

みんな笑顔になりますね♪

RP-120/FG

リズム・ポコ
カエルラトル
¥1,600 ＋税

● 140 × 65 × 50mm
♦︎ビーチウッド
♠化粧箱
JAN:4534203007734

Small Gift   
ちいさな楽器たち

NEW NEW

Koala FrogBearPiggy Panda
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ちょっとの〜んびりのクジラさん！

キッズの手にも持ちやすい形です。

RP-140/WB

リズム・ポコ　クジラベル
¥1,600 ＋税

● 80 × 155 × 40mm
♦︎ビーチウッド　真鍮　♠化粧箱
JAN:4534203005709

ビーターで内側をなでるように回すとカラコロ〜♪カラコロ〜♪と

心和むやさしい不思議な音色が響きます。

RP-220/OC

リズム・ポコ　オクタチャイム ¥2,600 ＋税

● 180 × 105 × 105mm（本体サイズ）
♦︎ビーチウッド　♠化粧箱　★ウッドヘッドビーター 1 本
JAN:4534203005785

リンゴのかたちをしたシェーカーは、

楽器としてはもちろん、 お部屋のインテリア

としても素敵 !

RP-130/AS

リズム・ポコ　アップルシェーカー 
¥1,400 ＋税

● 80 × 75 × 32mm　♦︎ビーチウッド　綿　
♠化粧箱
JAN:4534203005693

素材を生かしたシンプルな楽器。

思わず手にしたくなる程よい大きさが Good!

RP-100/C

リズム・ポコ　カスタネット
¥1300 ＋税

● 60 × 20mm　♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203005716

ベジタブルビーズを使った、 やさしい音のラトル。

RP-120/GBR

リズム・ポコ　グリップベビーラトル
¥1,800 ＋税

●約 70 × 90 × 25mm　♦︎ビーチウッド　♠化粧箱
JAN:4534203008434

優しい音のひみつ…
“GREEN PULSE”と呼ばれる自然の食材が
ビーズのかわりに入っています。

ロゴ部分は、ベビーにも安心のレーザー彫刻
仕上げ

サイコロ、 ABC、 数字の入れ子箱が 3 段階。

一番小さなボックスの中にはベビーサイズのかわいいカスタネットが入っています。

お部屋のインテリアにもぴったりです。

RP-390/SB/BU

リズム・ポコ　サイコロボックス＆ベビーカスタネット
ブルー   ￥3,900 ＋税

JAN:4534203005822

RP-390/SB/PK

リズム・ポコ　サイコロボックス＆ベビーカスタネット
ピンク   ￥3,900 ＋税

JAN:4534203005815

● 100 × 100 × 100mm( ボックス 大 )　∅ 45mm（カスタネット）
♦︎ビーチウッド♠化粧箱 

Small Gift   
ちいさな楽器たち
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※ベースフレームのみのお取り扱いはございません。

RPP-150DS/WB
ドラムセット用 ウッドブロック

¥1,500 ＋税

JAN:4534203006195

RPP-100DS/C/L
ドラムセット用 シンバル L

¥1,000 ＋税

JAN:4534203006171

RPP-200DS/D/L
ドラムセット用 ドラム L

¥2,000 ＋税

JAN:4534203006225

RPP-200DS/D/M
ドラムセット用 ドラム M

¥2,000 ＋税

JAN:4534203006232

RPP-200DS/D/S
ドラムセット用 ドラム S

¥2,000 ＋税

JAN:4534203006249

RPP-100DS/C/S
ドラムセット用 シンバル S

¥1,000 ＋税

JAN:4534203006188

RPP-200PS/BL
パーカッションスタンドセット用

ハンドベル
¥2,000 ＋税

JAN:4534203006263

RPP-200PS/CY
パーカッションスタンドセット用

ハンドシンンバル
¥2,000 ＋税

JAN:4534203006270

RPP-150PS/HC
パーカッションスタンドセット用

ハンドカスタネット
¥1,500 ＋税

JAN:4534203006201

RPP-150PS/WB
パーカッションスタンドセット用

ウッドブロック
¥1,500 ＋税

JAN:4534203006218

 交換用パーツ

Drum set

Beater
   &Stick

Percussion stand set
長く楽しんでもらいたいから… 交換用のパーツもご用意致しました

お子様達に長くお使い頂ける
ように、また、お友達とみんな
で楽しんで頂けるように補充
用のビーターとスティックを
ご用意しました

RPP-200PS/AG
パーカッションスタンドセット用

ア・ゴ・ゴ
¥2,000 ＋税

　　★ウッドスクレーパー 1 本
　　　ウッドヘッドビーター 1 本

JAN:4534203006256

RPP-100DS/WB
ドラムセット用 
ウッドヘッドビーター
2 本組み  ¥1,000 ＋税

JAN:4534203006324

RPP-100BD/WS
バケットドラム
＆ベビードラム用 
ウッドスティック
2 本組み  ¥1,000 ＋税

JAN:4534203006317

RPP-50PS/WB
パーカッション
スタンドセット用
ウッドヘッド
ビーター  ¥500 ＋税

JAN:4534203006294

RPP-50OC/WS
オクタチャイム用
ウッドヘッド
ビーター  ¥500 ＋税

JAN:4534203006287

RPP-50CRB/WB
クレッセントベル用
ウッドヘッド
ビーター  ¥500 ＋税

JAN:4534203007819

RPP-50KLB/WB
ノールベル用
ウッドヘッド
ビーター  ¥500 ＋税

JAN:4534203007826

RPP-50PS/WS
パーカッション
スタンドセット用
ウッド
スクレーパー  ¥500 ＋税

JAN:4534203006300

RPP-100XY/RB
サイロフォン用
ラバーヘッドビーター
2 本組  ¥1,000 ＋税

JAN:4534203006331

RPP-100XY/WB
サイロフォン用
ウッドヘッドビーター
2 本組  ¥1,000 ＋税

JAN:4534203006348

響きの違いを楽しめる
きれいなメープル材の
ビーターです

RPP120DWB
ダブルヘッドビーター
¥1,200 ＋税

JAN:4534203010680

※スタンドバーのみのお取り扱いはございません。

NEW

日本製
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  楽器が汚れたら水拭きしてもいいの？

  お手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
   水洗いは絶対にしないで下さい。

  ドラムの革の色が均一でないのはなぜですか？

  自然の革を染色する事なく使用しているので均一ではありません。

 あ、バチを無くしちゃった !!

  大丈夫！長くお使い頂きたいリズム・ポコの楽器類は別売りのスペアパーツがございます。

  昨日までピンと張っていたドラムの革が今日は伸びちゃったんですが・・・

  自然の革は繊細で温度、湿度に敏感に反応します。
   ドラムの保管に適した、乾燥した場所に置いて下さい。 コンディションも整ってきます。
   直射日光の当たる場所、高温、多湿な場所での保管はお控え下さい。

各製品ごとのカタログを用意致しております。
お気軽にお問い合わせください。

毎日使える
ミュージックステーショナリーを提案

ヨーロピアンウッドの白木が美しい
リビングに置いて楽しい楽器たち

小さな時から本物の楽器に触れさせたい。
キッズサイズの本格楽器たち

ギターピック、パーツ＆Accessory
1967年日本生まれの世界ブランド PICKBOY

指揮棒の専門カタログ。グリップ、シャフトの
形状から素材まで、幅広くご用意しています

ドイツ生まれの高品質な知育楽器たち

MUSIC BATON

NAKANO CO., LTD.
株式会社　ナカノ　

□ 東京本社
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-16-22
TEL 03-3863-1558　FAX 03-3851-3778
E-mail / info@pickboy.jp
URL www.nakano-music.co.jp

□ SHOW ROOM / ショールーム
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-16-22 １F
TEL 03-3863-1810

□ 大阪出張所
〒578-0947 東大阪市西岩田3-5-29-301
第 3ガーデンハイツA
TEL/FAX 06-6784-6461

●掲載商品に関しましてはやむをえず欠品、廃版または変更と
　なる場合がございますのであらかじめご了承下さい。

●実際の商品と色、仕様、デザイン、サイズが若干異なる場合
　がありますのであらかじめご了承下さい。

●当カタログに掲載されている写真、ロゴ、イラスト等の無断

　転載を禁じます。

●当カタログに掲載されている価格は2015年7月現在のもの

　です。

●表示価格はすべて消費税を除く本体価格になります。

お取扱店

い。

ですか？
で均一ではありません。

よくあるご質問
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