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作品名 デザイナー 製品化／デザイン 材質
ネフスピール（5色） クルト・ネフ 1958年d.1956 木（カエデ）
ネフスピール（4色） クルト・ネフ 1958年 木（カエデ）
リグノ ペーター・シュミット 1959年d.1958 木
ツリィゴン　三角パズル ヴィルヘルム・キーンツレ 1967年頃 木（ナシ、カエデ）、樹脂
オルナボ積木　（赤） フーベルト・ツィンマーマン 1966年 木
キュービックス　（赤、青＋オレン
ジ、青、白木、モノクロ）

ペア・クラーセン 1968年d.1965年 木（カエデ）

キュービックス　（青＋オレンジ） ペア・クラーセン 1968年 木（カエデ）
キュービックス ペア・クラーセン 1993年 木（カエデ）、石、布、ひも
キュービックス ペア・クラーセン 1993年 木（カエデ）
ダイヤモンド　（青、白木） ペア・クラーセン 1981年d.1966年 木（カエデ）
ダイヤモンド　（チーク） ペア・クラーセン 1982年
セラ　（赤、青、青、白木） ペア・クラーセン 1979年d.1967年 木（カエデ）
アングーラ ペア・クラーセン 1970年d.1965年 木（カエデ）
ロンバス ペア・クラーセン 1982年d.1967年 木（ブナ）
プリズマ ペア・クラーセン 1969年 木（ブナ）
クアドラ ペア・クラーセン 1969年 木（ブナ）
ツリィア積木 ペア・クラーセン 1972年d.1969年 木（ブナ）
玉積木　（7色） クルト・ネフ 1970年頃 木（カエデ）
ロンド積木 フリードリン・ネフ 1973年 木（カエデ）
オルディーノ ペア・クラーセン 1970年d.1969年 木（カエデ）
コロナ　（赤） ペア・クラーセン 1970年 木（カエデ）、プラスチック、鉄
サルクム ペア・クラーセン 1970年 木（カエデ）、プラスチック、鉄
ラビーリンス　（白木、赤） クルト・ネフ＋ハンス・二ファイアー 1972年 木（カエデ）、プラスチック、鉄、樹脂

ゾルト　（赤・青） ペア・クラーセン 1976年 木（カエデ）、プレキシガラス
イクス ペア・クラーセン 1976年d.1975年 木（ブナ）
パンタオ　（つやなし） ペア・クラーセン 1975年 木（ジッポ）
オブジュ　̶マキシ　オービス ペア・クラーセン 1976年 木（ジッポ）
カレー組木 ペア・クラーセン 1971年 木（カエデ）
オルド ペア・クラーセン 1971年 木（カエデ）
ビノム ペア・クラーセン 1972年 木（ブナ）
プリモ ペア・クラーセン 1970年頃 木（カエデ）
アルクス　（白・グレー・黒） ペア・クラーセン 1973年 木（カエデ）
コンビオノ ペア・クラーセン 1978年 木（ブナ）
グラダス クルト・ネフ 不明 木
タベラ クルト・ネフ 不明 木
動物パズル フレドン・シャプール 1970年頃 木（ブナ）
絵合わせ フレドン・シャプール 1970年頃 木
アニマルパズル フーバー・葵 1975年 木（ブナ）
モッティーボ フーバー・葵 1979年 木（ブナ）
イコノ ゲオルゲ・バウアー 1978年 木（カエデ）、ケース

マナゴン ヨースト・ハニー 1974年
木（クルミなど）、樹脂、
プレキシガラス

ディスカス ヨースト・ハニー 1976年 木
ディスコン ヨースト・ハニー 1976年 木（ナシ、カエデ）
アハツィッヒ　マル　フェンツ
フェーン

ハンス・二ファイアー 1974年 木（カエデ）、プラスチック

アンコーア 不明 1978年 木（カエデ合板）

カンパニーレ　（黒、多彩）
コルデュア・フォン・テッタウ＋マンフ
レッド・チップフル

1979年 木（カエデ、ブナ）

インタスコ パトリック・ライランド 1970年頃 木（ブナ）
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ステア ダニエル・ライモンディン 1975年 木（ブナ）
デーシー　（カラー） 不明 1976年 木
ネフ玉の塔　（白木） ハンスペーター・ルティ 1976年 木（ブナ）、鉄、ガラス
ムリティ・ツリィ ヨハネス・シャルフェンシュタイン 1972年 木（カエデ）
ツリィ・ブラン ヨハネス・シャルフェンシュタイン 1976年 木（カエデ）
ジェミニ 別宮利昭 1981年 木（ジッポ）
ドデカ 別宮利昭 1984年 木（ジッポ）
スイスの赤い牛 ジェラルド・ペトレマンド 1983年 木（カエデ）
クワァドロン ヨースト・ハニー 1987年 木
モデュロン ヨ・ニーマイヤー 1984年 木
ピクト　（黒、赤） 和久洋三 1986年 木（カエデ、ブナ）
キーナーモザイク（大、小） カトリーン・キーナー 1987年 木
バウハウス　バウスピール
（原名：Bauspiel）

アルマ・シードホフ=ブッシャー 1977年d.1923年 木（カエデ）

バウハウス　カラーゴマ
ルートヴィッヒ・ヒルシュフェルト=
マック

1977年d.1924 木（カエデ）、紙、金属

バウハウス　チェスゴマ ヨーゼフ・ハルトヴィッヒ 1981年d.1923 木（カエデ、ブナ）
バウハウス　チェス盤 ヨーゼフ・ハルトヴィッヒ 1981年d.1923 木（カエデ）
バウハウス　ハンペルマン
（原名：Hampelmann／操り人形）

グレーテ（マルガレータ）・ライヒャルト 1996年d.1926年 木（カエデ、合板）

バウハウス　スティックピール
（原名：Steckpuppen／差し込み人形）

グレーテ（マルガレータ）・ライヒャルト 1996年
d.1926-31年

木、金属

木のコマ　5ヶセット ユルグ・ネフ 不明 木
コマ クルト・ネフ 不明 木
ターボコマ　緑 エルンスト・シュトゥーダー 1974年 木（カエデ）、鉄、ひも
トルシィ　コマ（大・中・小 各3種） 藤岡ヤスオ 不明 木
コマ　オプトリック ハイコー・ヒーリック 2000年 木
ダイナミス　（白黒、赤） ハイコー・ヒーリック （2001年）

タッチテスト クルト・ネフ 1970年頃
木（合板・カエデ）、布、
ゴム、砂、金属

コロリィ マルセル・アッシュヴァンテン 1978年 木（ブナ、合板）、金属
ジュバ　（緑、赤、青、白木） ザビエル・デ・クリップレー 1983年 木（カエデ）、樹脂、ゴム
エリプソ　白・黒 ザビエル・デ・クリップレー 1983年 木、樹皮
クアトロ クルト・ネフ 1989年 木
ヘキサグラム ウルリッヒ・ナミスロウ 1990年 木
クアドリゴ　ミニ　（白、色） ジャン・フィリップ・ロッシネリ （1991年） 木
ディアボ フレッド・フォス 1994年 木
アイソモ 相沢康夫 1992年 木、プラスチック
ヴィボ 相沢康夫 1993年 木
アレーナ 相沢康夫 1996年 木（カエデ）
ヴィア 相沢康夫 1998年 木、プラスチック、金属、ビー玉
ジュニウス　プラス ゲルハルド・アルベルト＋クルト・ネフ 1996年 木
ネフ・ジュニア フランチェスコ・ツッチィ 1999年 木
ピュブロ ヴェルナー・オフナー 1996年 木
カラ ミヒャエル・ディゲス 1998年 木
ルナ　（緑、赤、青） フランチェスコ・ツッチィ 1998年 木（カエデ）
アーク　レインボウ ハイコー・ヒーリック 1996年 木、ゴム
イマーゴ ハイコー・ヒーリック 1999年 木
キューブレックス
（オレンジ、青（紫））

ハイコー・ヒーリック 2001年 木、ゴム

イカモ（大、小） ハイコー・ヒーリック 2002年 木
スカレッタ クルト・ネフ 2001年 木
ゲモ クルト・ネフ 2002年 木
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