


「算数の基本」を身につける
数学コーチャー＆幼児
さんすうエグゼクティブ
インストラクター
幼児さんすうスクール
SPICA®　
代表   大迫 ちあき

幼児算数には「かず」「かたち」「すいり」がありますが、そのすべてをLaQで身に着け
ることが可能です。 教室では、LaQのパーツをパチパチと繋げることで「集中力」を高
めています。「数の概念」「数量感」はもちろん、順番に並ぶ決まりを見つける「規則
性」、順序立てて組み立てていく「論理的思考力」、平面パーツから立体図形をつくる
ことで「空間認識力」を育てています。そして、沢山考えていろいろ試行錯誤しながら、
自分のイメージを自由に形にすることで「創造力」や「想像力」も養うことができます。
幼児さんすうスクールSPICA®（http://www.cmri-spica.com）

LaQ( ラキュー )は、たった7種類のパーツから平面・立体・球体とあらゆる形に変化する、
全く新しい発想から生まれたパズルブロックです。
完成するまでの過程を考えて順番どおりに手を動かす、どのようなパーツが必要で、どう
いう風に組み合せればいいのか、もっといい方法がないか・・・と試行錯誤することなどは
論理的思考力やプログラミング的思考の養成にピッタリ!



ハマクロンパーツ

シャフト
くるくる回したり、
走らせたり、動く作品を
作ることができます

ミニシャフト

ロングシャフト

ミニホイール

ミドルサイズホイール

ホイール
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ベーシックシリーズ

ベーシック001 
体験パック【平面】
600円＋税 60ピース

平面作品が作れる体験版。汽
車、オウム、蝶など6種類の
モデルに組み替えられる説明
書付き
4952907000378

〈5才から〉

ベーシック011 
体験パック【立体】
800円＋税 85ピース

立体作品が作れる体験版。怪
獣、汽車、花など5種類のモ
デルに組み替えられる説明書
付き
4952907000385

〈5才から〉
6

5

ロボットやケーキ、カニなど
平面モデルが46種類に組み
替えられる説明書付き

ステップアップ式に遊べる入
門セット。9種類のモデルに
組み替えられる説明書付き
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ベーシック401 
5,000円＋税 650ピース
基本的な遊び方から立体表
現の作り方まで、22種類
のモデルを、ステップアッ
プ式で作れる説明書と収納
ケース付き
4952907004550

22

20

50

ベーシック1400
12,000円＋税
1400ピース
60ピース

全12色のパーツと6種類のハ
マクロンパーツを使って20種
類の動くモデルが作れる説明書
とコンテナボックス付き
4952907006394

ベーシック8400
52,500円＋税
8400ピース

4952907006424
120ピース



？

？
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LaQで
遊びながら
手を動かす!

楽しく
算数を
マスター!

テキストを
見ながら
図形問題を
解く !
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4952907005847

モンスタートラック

16ピース165ピース
2,000円＋税

〈5才から〉

大きなタイヤでパワフルに走ろう!メ
インモデル「モンスタートラック」は
ハマクロンミドルサイズホイールを
使用!さらにステアリングも可能!プ
ロペラ飛行機、トライク、ホイール
ローダー、レーシングカートの全5
モデルに組み替えられる説明書付き

ミドルサイズホイール&
ロングシャフト使用

ミニプロペラ飛行機

ミニタンカー

ミニ消防車 ミニホイールローダー

ミニブラックブラスト

ミニパトカー ミニドラッグレーサー ミニオフローダー

6ピース

3ピース

9ピース 8ピース

8ピース

8ピース 8ピース 8ピース
44ピース

74ピース

38ピース 40ピース

40ピース

39ピース 42ピース 38ピース
680円＋税

680円＋税

680円＋税 680円＋税

680円＋税

680円＋税 680円＋税 680円＋税〈5才から〉

〈5才から〉

〈5才から〉 〈5才から〉

〈5才から〉

〈5才から〉 〈5才から〉 〈5才から〉

4952907005397

4952907005427 4952907005434

4952907005410

プロペラが回る!!



14 15

17

4952907005540

スピードホイールズ

35ピース780ピース
7,500円＋税

〈7才から〉

V10エンジンを鳴らしてレースに参
戦！メインモデル「スーパーレーシ
ングカー」は、ドアとエンジンルー
ムが開閉!さらにステアリングも可能!
ピックアップトラックや音速ジェッ
ト機などテクニック満載の全17モデ
ルに組み替えられる満足セット。持
ち運びに便利な収納ケースと説明書
付き

ミドルサイズホイール&
ロングシャフト使用

4952907005199

ポリスカー

9ピース210ピース
2,000円＋税

〈5才から〉

ポリスカーに乗って急いで出動だ！
メインモデル「ポリスカー」のパト
ライトとヘッドライトにクリアパー
ツを使用。さらにSUVポリスカーや
ポリスヘリコプター、翼が開閉する
ポリスジェット、ポリスボートの全5
モデルに組み替えられる説明書付き

TTMMTM
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飛び立つジェット機をつくろ
う! ハマクロンパーツを使っ
て、 スピード感あふれるレー
スカー、ステルス機、ラリー
カー、バイクの全5モデルに
組み替えられる説明書付き

はしごが動く消防車を作ろ
う! ハマクロンパーツを使
って、救急車、パトカー、
白バイの全4モデルに組み
替えられる説明書付き

トレインシリーズ
全6種類

人気の新幹線や蒸気機関車がつくれるトレインシリーズが登場!
各車両の特徴をLaQで表現!さらにタイヤパーツがついているから、動く!走る!

4952907005113 4952907005120 4952907005137 4952907005144 4952907005151 4952907005168

E5系新幹線
はやぶさ

E6系新幹線
こまち

E7系新幹線
かがやき

N700系新幹線
のぞみ

923形
ドクターイエロー

蒸気機関車
D51 498

8ピース 18ピース92ピース 125ピース
1,000円＋税 1,380円＋税E5系新幹線はやぶさ,E6系新幹線こまち

E7系新幹線かがやき,N700系新幹線のぞみ
923形ドクターイエロー
JR東日本商品化許諾済　JR東海承認済　JR西日本商品化許諾済

蒸気機関車D51498

〈5才から〉

ブラックボディが駆け抜ける!新しいテク
ニックでシザードアが開閉するレースカー
「ブレイン」をつくろう!運転席が開閉する
スポーツカー「カイマン」やリフトが動き、
アウトリガーが出し入れできる高所作業車
「スパイダー」、キャノピーが開閉するジェ
ット機「ホーク」など全9モデルに組み替
えられる説明書付き
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くちが動く!

キミだけの恐竜王国をつくろう!
迫力満点のティーレックスの口やしっぽな
どが可動するアクションギミック付き!
さらに、人気のブラキオサウルスやスピノ
サウルスなど全14モデルに組み替えられ
る満足セット!持ち運びに便利な収納ケー
スと説明書付き。別冊で恐竜の解説書も付
属します。

スピノサウルス
175ピース1,380円＋税

〈5才から〉

史上最大級の肉食恐竜「スピノサウルス」
をつくろう!大きな帆と大きな口が特徴!
テリズィノサウルス、アマルガサウル
ス、フクイラプトル、プテラノドン、ディ
プロドクス、プレシオサウルスの全7
モデルに組み替えられる説明書付き

4952907005366 4952907005373 4952907005380

ミニスピノサウルス

ミニディロフォサウルス

ミニアンキロサウルス

ダイナソーワールド ミニ
全6種

820円＋税

4952907005342
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くびとしっぽが動くトリケラトプ
スをつくろう! プテラノドン、プ
ロトケラトプス、ディロフォサウ
ルス、パキケファロサウルス、パ
ラサウロロフス、エラスモサウル
スの全7モデルに組み替えられる
説明書付き

しっぽが動くステゴサウルスをつくろう ! 
スピノサウルス 、アーケロン、ケツァル
コアトルス、ディメトロドン、カルノタウ
ルスの全6モデルに組み替えられる説明書
付き

4952907005359

ティラノサウルス

地上最強の肉食恐竜「ティラノサウ
ルス」が登場!メインのティラノサウ
ルスは、くびやしっぽなどが可動す
るアクションギミックが付いて、迫
力のあるポージングが可能!その他
アーケオプテリクスやディノニクス、
カルノタウルスなど全6モデルの恐竜
に組み替えられる説明書付き

4952907006103

デイノニクス

鋭いツメで獲物を捕まえる小型恐竜
「デイノニクス」が登場!メインのデ
イノニクスは、くびやしっぽ、脚が
可動するアクションギミック付き!そ
の他ディロフォサウルス、パキリノ
サウルス、ディプロドクス など全6
モデルの恐竜に組み替えられる説明
書付き

あしが動く!!
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ミスティカルビースト

4952907004994

4952907004987

〈5才から〉〈5才から〉

〈5才から〉

神話や伝説に出てくる生物「幻獣」が
つくれるシリーズ！
ドラゴンと幻獣たちの棲む世界をつくろ
う!
メインモデルのワイバーン「ウィンド」は、
深紅のボディと大きな翼、頭に生えた尖
ったツノ、2足の鋭い爪が特徴!
さらに炎を司る精霊サラマンダー「ガス
ト」、鷹の上半身に馬の下半身を持つヒッ
ポグリフ「ストーム」、中国の龍「ウィル」
など世界各地で伝承されている幻獣が全5
モデルに組み替えられる説明書付き

神話や伝説に出てくる生物「幻獣」が
つくれるシリーズ！
ドラゴンと幻獣たちの棲む世界をつくろ
う!
メインモデルのドラゴン「ドラコ」は、
蒼いボディと赤い翼、頭に生えた大きな
ツノ、4本足の力強い爪、可動する後脚が
特徴!
さらにライオンの胴に鷲の頭と翼を持つ
グリフィン「ビーク」、中国の神話に登場
する麒麟「スパーク」、旧約聖書に登場
する海中の怪物リヴァイアサン「フィン」
など世界各地で伝承されている幻獣が全5
モデルに組み替えられる説明書付き

キメラ 810ピース
8ピース6,000円＋税

〈7才から〉

ライオンの頭、ヤギの体、蛇のしっぽを持
つギリシャ神話の怪物「キマイラ」をつ
くろう!メインモデル「キマイラ」は脚、
胴体、羽、しっぽが可動し、迫力あるポー
ジングが可能 !さらにグリフィン、ガー
ゴイル、フェニックス、ワイバーン、オ
ルトロス、麒麟（キリン）、飯綱（イズナ）、
鵺（ヌエ）、シーサーの全10モデルに組
み替えられるテクニック満載の満足セット。
クリアパーツと持ち運びに便利な収納ケー
スと説明書付き 4952907006172

はねが動く!!
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メインモデルのホホジロザメの
ほか、シュモクザメ、ノコギリ
ザメ、ベビーマンタの全4モデ
ルに組み替えられる説明書付き

オリジナルキャラクターロボットが登
場!可動するメインモデル「ラピス」と
ミニロボット、ファルコン、ジェットの
全4モデルに組み替えられる説明書付き。
さらにキミの持っているLaQと合体し
て、カスタマイズさせよう!

オリジナルキャラクターロボットが登
場!可動するメインモデル「アレックス」
とミニロボット、ドッグ、レースカーの
全4モデルに組み替えられる説明書付き。
さらにキミの持っているLaQと合体し
て、カスタマイズさせよう!

4952907006547

深海生物

175ピース
1,380円＋税

〈5才から〉

深海生物がつくれるキットが登場!
メインの「グソクムシ」や「オウムガイ」
「ラブカ」「シーラカンス」の全4モデルに
組み替えられる説明書付き

 N E W 2020年2月発売



ミニオニヤンマ

ミニグラントシロカブト

＊ミニオニヤンマ、ミニアトラスオオカブト、ミニグラントシロカブトには
  講談社の動く図鑑MOVEの解説は付属しません。

ミニアトラスオオカブト 2726

4952907005922 49529070059394952907005915

メインモデルのワニのほか、
エリマキトカゲ、ナガクビ
ガメ、カエルの全4モデルに
組み替えられる説明書付き

64・65ピース〈5才から〉
インセクトワールドミニ
全7種類

絶対に近づいてはいけない!
地球に生息する、凶暴で最恐レベル
の“危険な生物”が勢揃い!
オブトサソリやキングコブラ、ヤド
クガエルやヒョウモンダコなど選り
すぐりの「毒」を持った全6モデル
に組み替えられる説明書付き。
さらに講談社MOVEによる特別解
説では、大きな写真で一挙紹介!

一番強いカブトムシをつくろう!
カブトムシの王様ヘラクレスオオカブ
トとカブトムシ最強と言われるコーカ
サスオオカブトが組み替えてつくれる
昆虫好きも満足できるセット!さらにカ
ブトムシやヒラタクワガタ、ルリボシ
カミキリ、アゲハチョウ、テントウム
シの全7モデルに組み替えられる説明書
付き
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ジャパニーズコレクションジャパニーズコレクション
〈5才から〉

パティシエになって、オリジナル
スイーツをつくろう!
バースデーケーキやパフェ、アイス
クリーム、タルトなど全15モデルの
スイーツモデルに組み替えられる満
足セット。持ち運びに便利な収納ケ
ースと説明書付き

4952907006516

4952907006509

ハシビロコウ

お城

175ピース

240ピース

1,380円＋税

1,850円＋税

〈5才から〉

〈5才から〉

動かない鳥「ハシビロコウ」
がつくれるキット登場！メイ
ンの「ハシビロコウ」や「ゾウ」
「サイ」「ウサギ」「コビトカバ」
の全5モデルに組み替えられ
る説明書付き

日本のお城がつくれる
キットが登場!立体モデ
ル「お城」、「兜&刀」と
平面モデルの全8モデ
ルに組み替えられる説
明書とディスプレイシ
ート付き

 N E W

 N E W

2020年2月発売

2020年2月発売
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4952907006387

ドレスアップ

285ピース
2,200円＋税

〈5才から〉

身につけて遊べる「お花のかんむ
り」や「バラのブレスレット」など、
キュートなアイテムがたくさん詰
まったセットが登場！全11モデル
に組み替えられる説明書付き

4952907006370

ユニコーン

175ピース
1,380円＋税

〈5才から〉

ファンシーカラーが可愛い♡「ユニ
コーン」や「ペガサス」が作れるセ
ットが登場！メインの「ふたごのユ
ニコーン」や「ユニコーンのペアリ
ング」などかわいい全6モデルに組み
替えられる説明書付き

4952907005687

フォレストフレンズ

400ピース
3,000円＋税

〈5才から〉

ツリーハウスや遊具が作れるキットが登場!
かわいい動物たちを作って、一緒に遊んじゃおう!
「ツリーハウス」「すべりだい」「ぶらんこ」「シーソー」
など全14モデルに組み替えられる説明書付き
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※平面パーツのみ

4952907005229

マイリトルレストラン
260ピース2,000円＋税

〈5才から〉

LaQでごちそう作っちゃお！
レストランのメニューが作れるキッ
トが仲間入り！ボリューム満点の「ハ
ンバーガーセット」、あざやかな色合
いがおいしそうな「ピザ」、「ハンバー
グ&オムレツセット」など全11モデ
ルに組み替えられる説明書付き

机の上で物語をつくろう!お姫様をテー
マに絵本に出てくるようなお城や家具
が作れるセット!ごっこ遊びはもちろん、
飾ってもかわいいお花のお城や、身に
つけられるティータイムのアクセサリ
ーセットなど全5モデルに組み替えられ
る説明書付き
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クリスタルシリーズ

4952907005632

クリスタル400

400ピース
3,500円＋税

〈5才から〉

待望の透明色パーツが登場！キラキラした4色のク
リアパーツ（透明・赤・青・黄）を、これまでの
LaQと組み合わせて窓やドアなどの部分に使ったり、
クリアパーツだけでお城や王冠を作ったり、遊びの
幅がぐっと広がるよ。全15モデルに組み替えられ
る説明書付き
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12ピース 2ピース

ハマクロン
ミドルサイズ
ホイールセット
700円＋税

パーツリムーバー
380円＋税

ミドルサイズホイール6個、
ロングシャフト6個のセット

パーツリムーバー
2本入り

4952907006127 4952907006134
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ＬａＱ
海のいきもの
図鑑
950円＋税
世界文化社

ＬａＱ
戦国ワールド
1,200円＋税
東京堂出版

ＬａＱ
どうぶつ園
図鑑
950円＋税
世界文化社

ＬａＱ
大百科DX
1,000円＋税
世界文化社

ＬａＱ
昆虫ワールド
特別キット付
1,300円＋税
小学館

LaQを楽しめるイベントを全国各地で
開催中!初心者の方からベテランの
方まで楽しめる内容が盛りだくさん!

39

「LaQ芸術祭」作品募集中 !

LaQ芸術祭とは、LaQを始めたばかりの方からベテランの方まで
誰でも応募できるLaQユーザーのためのコンテスト。

子どもから大人まで、幅ひろいLaQファンがチャレンジしています。

応募月をエントリー月とし、月ごとの審査をおこ
ない、月間優秀賞を選定します。月間優秀賞
の中から年間で「グランドチャンピオン」「チャン
ピオン」「審査委員長特別賞」を選定します。
作品はLaQホームページに掲載されます。




