
Wall hanging ウォールハンギング(壁掛け )

●BA-CB-WH1A
Wall hanging mountain-A
入数： 10ケ

型番：№1　2　3　4　5　6　17　21

●BA-CB-WH2A
Wall hanging sea-A
入数： 9ケ

型番：№44　45　46　47　48　52　53

●BA-CB-WH2B
Wall hanging sea-B
入数： 9ケ

型番：№46　47　48　49　50　51　52　53

●BA-CB-WH1B
Wall hanging mountain-B
入数： 10ケ

型番：№1　5　17　18　19　20　54

●BA-CB-WH3A
Wall hanging forest-A
入数： 10ケ

型番：№7　8　9　10　11　12　13　14　15　16

●BA-CB-WH3B
Wall hanging forest-B
入数： 10ケ

型番：№9　22　23　24　25　29　30　31　32

●BA-CB-WH4A
Wall hanging sweet-A
入数： 10ケ

型番：№26　27　28　38　39　40　41　43

●BA-CB-WH4B
Wall hanging sweet-B
入数： 10ケ

型番：№33　34　35　36　37

パッケージサイズ：
W120ｍｍ×H200mm＋30ｍｍ( ヘッダー )

●材料の一部に天然素材を使用しておりますので、 湿度や保管状態により形、 色に多少の個体差が生じます。 予めご了承ください。

●直射日光、 雨水は、 破損や劣化の原因となりますのでお避けください。

●BAUMS に使用している MDF とは中質繊維板の略称で、 繊維状にした木材に接着剤を混ぜて熱圧成形した板の名称です。

通常の木材のような木目の方向性はありません。

●流木のササクレ、ピンバッジの針部等副資材の取扱いには十分ご注意ください。
●飾り付けた壁、柱等に絵具、接着剤等が付着した場合に関しては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

形状保護のため、 片面にマスキングシートを貼ってあります。 必ずマスキングシートを剝がしてからご使用下さい。

着色目的のベース素材となりますので、 生産過程で発生する多少の焦げムラは良品とみなしております。 予めご了承下さい。

【 ご購入頂く前にご一読ください 】

【 全アイテム共通 】

□ 素材 ： 板 （ MDF )　　　　□ 厚み ： 2.5ｍｍ　　　　□ made in JAPAN

3出荷ロット

※MDF モチーフの各サイズは、

商品写真下に記載の型番を

別紙 【型番】 を参考にご確認ください。

『 年 輪 』 の 意 の B A U M か ら 派 生 し た ブ ラ ン ド 名  B A U M S ( バ ウ ム ス )

※形状保護のため、 片面にマスキングシートを貼ってあります。

必ずマスキングシートを剝がしてからご使用下さい。

着色目的のベース素材となりますので、 生産過程で発生する

多少の焦げムラは良品とみなしております。

予めご了承下さい。

B A - C B - W H 1 A 壁掛け　山－A

※表紙に使用している絵具は 6色です。
お好みの色でお楽しみ下さい。

詳しい
作り方動画は

こちら！

バ ウ ム ス  コ ン ビ

combi

（1ケ/袋）￥1,600 +税
全 8アイテム

子供たちの大好きな山、海、森、 SW E E Tの 4つのカテゴリーにデザインを絞り、可愛くユニークなモチーフを
幅広く揃えました。キットタイプなので、絵具があれば気軽にお楽しみ頂けます。
少しくらいはみだしたって、思い通りに塗れなくたって、なんとかなっちゃうのが B A U M S！夏休み工作に最適です。

バ ウ ム ス  コ ン ビ

combi

【キット内容】

●MDFモチーフ×9～ 10 ケ
　　　　　　　※表紙写真と同数
●流木×1本
●たこ糸（約 2ｍ）×1本
●表紙・説明書　×1枚

※流木とタコ糸が壁掛けキットすべてに入っています

3 才男の子7才女の子

※キットタイプの商品形態を
　『コンビ』と定義しています



【キット内容】

●MDF モチーフ ×3 ケ

●ピンバッジ　× 凸 3 ケ

　　　　　　　　　 　× 凹 3 ケ

●フエルトΦ1cm　×3 枚

●表紙 ・ 説明書　×1 枚

●BA-MF-AS21
アソート sea-1
入数： 3ケ

●BA-MF-AS22
アソート sea-2
入数： 3ケ

●BA-MF-AS24
アソート sea-4
入数： 3ケ

型番№45　53　50 型番№46　47　53 型番№48　53 型番№50　53　47

●BA-MF-AS23
アソート sea-3
入数： 3ケ

●BA-MF-AS31
アソート forest-1
入数： 3ケ

●BA-MF-AS32
アソート forest-2
入数： 3ケ

●BA-MF-AS33
アソート forest-3
入数： 3ケ

●BA-MF-AS34
アソート forest-4
入数： 3ケ

型番：№16　14　15 型番：№9　23　1 型番：№12　16　14 型番：№22　23　1
●BA-MF-AS41
アソート sweet-1
入数： 3ケ

●BA-MF-AS42
アソート sweet-2
入数： 3ケ

●BA-MF-AS44
アソート sweet-4
入数： 3ケ

型番：№26　38　39 型番：№28　38　39 型番：№33　35　36 型番：№34　35　33

●BA-MF-AS43
アソート sweet-3
入数： 3ケ

●BA-MF-AS11
アソート mountain-1
入数： 3ケ

型番：№5　54　56 型番№2　55　56

●BA-MF-AS12
アソート mountain-2
入数： 3ケ

型番№5　17　56 型番№21　55　56

●BA-MF-AS14
アソート mountain-4
入数： 3ケ

●BA-MF-AS13
アソート mountain-3
入数： 3ケ

●BA-CB-PB1A
Pin badge mountain-A
入数： 3ケ

型番：№3 　55　56

●BA-CB-PB2A
Pin badge sea-A
入数： 3ケ

型番：№44　47　51

●BA-CB-PB3A
Pin badge forest-A
入数： 3ケ

型番：№10　30　57

●BA-CB-PB4A
Pin badge sweet-A
入数： 3ケ

型番：№58　59　60
パッケージサイズ：
W100ｍｍ×H170mm＋30ｍｍ( ヘッダー )

※ピンバッジとフエルトが

　 ピンバッジキットすべてに入っています

ピンバッジ
( 3ケ入り )

（1ケ/袋）￥600 +税
3出荷ロット

Pin badge 

全 4アイテム

3つのモチーフをアレンジしたアソートセット。

マグネット、ピンバッジ、ボタン、モビール  e t c …

合わせる副資材で、身の回りのあんなものこんなものを

全部 B A U M Sに！

W a l l  h a n g i n g ( 壁掛け ) 同様、山、海、森、 SW E E Tの

4つのカテゴリー毎にセットになっているので

壁掛けをもっとボリュームアップしたいな、という方にも

ピッタリのお得なアレンジアイテムとなっています。

バ ウ ム ス  モ チ ー フ

motif
※モチーフのみ入った商品形態を
　『モチーフ』と定義しています

 Assort 3Pset アソートセット
( 3ケ入り )

（1ケ/袋）￥380 +税
3出荷ロット

たくさんつくって、たくさんあつめて。
お友達とお揃いで持ったり、交換したり。
楽しい時間をみんなで共有。
副資材もすべて入ったキットタイプなので
絵具があればすぐに楽しめます。
U V／ L E Dレジンとの相性も抜群。
ピンクのカブトムシだって、黄色いネコだって
ひらめく色は無限大。
ワクワク色をそのまま B A U M Sに閉じ込めて！

パッケージサイズ：
W100ｍｍ×H120mm＋30ｍｍ( ヘッダー )全 1 6アイテム

7 才男の子



●BA-MF-ACNO65
size：Ｗ約30.5ｍm×Ｈ約16ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO66
size：Ｗ約29ｍm×Ｈ約15ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO67
size：Ｗ約23.8ｍm×Ｈ約26ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO68
size：Ｗ約30ｍm×Ｈ約17.6ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO69
size：Ｗ約22ｍm×Ｈ約18.8ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO70
size：Ｗ約21.8ｍm×Ｈ約22ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO71
size：Ｗ約22ｍm×Ｈ約22ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO72
size：Ｗ約28ｍm×Ｈ約16.8ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS40
size：Ｗ約14ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS41
size：Ｗ約13ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACM19
size：Ｗ約21ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS33
size：Ｗ約11ｍm×Ｈ約13.5ｍm

入数： 4ケ（2組分）
Ｗ約11ｍm×Ｈ約11ｍm

●BA-MF-ACS35
size：Ｗ約15ｍm×Ｈ約14.5ｍm

入数： 4ケ（2組分）
Ｗ約15ｍm×Ｈ約11.5ｍm

●BA-MF-ACS36
size：Ｗ約12ｍm×Ｈ約20ｍm

入数： 4ケ（2組分）
Ｗ約12ｍm×Ｈ約16.8ｍm

●BA-MF-ACS38
size：Ｗ約14.5ｍm×Ｈ約25ｍm

入数： 4ケ（2組分）
Ｗ約14.5ｍm×Ｈ約22.3ｍm

●BA-MF-ACNO73
size：Ｗ約22ｍm×Ｈ約21ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO74
size：Ｗ約23.8ｍm×Ｈ約28ｍm
入数： 2ケ

info@ss-miyuki.com

□ 受注専用
Tel. 03-3362-8700　Fax. 03-3363-4514

株式会社 SS MIYUKI studio

●BA-MF-ACM12A
size：Ｗ約25ｍm×Ｈ約40ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACM13A
size：Ｗ約25ｍm×Ｈ約35ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACM14A
size：Ｗ約21ｍm×Ｈ約35ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS39
size：Ｗ約18ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

詳しい
作り方動画は

こちら！

●BA-MF-ACS10A
size：Ｗ約15ｍm×Ｈ約15ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS24A
size：Ｗ約12ｍm×Ｈ約20ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACS27A
size：Ｗ約20ｍm×Ｈ約22.5ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACM11A
size：Ｗ約30ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

（1袋）￥130+税

 Accessory S set
アクセサリーSセット
( 1ペア入り )

3出荷ロット

パッケージサイズ：
W50ｍｍ×H80mm＋30ｍｍ( ヘッダー )

（1袋）￥130+税 （1袋）￥130+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥280+税

●BA-MF-ACNO61
size：Ｗ約23ｍm×Ｈ約22ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO62
size：Ｗ約28ｍm×Ｈ約29ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO63
size：Ｗ約20ｍm×Ｈ約30ｍm
入数： 2ケ

●BA-MF-ACNO64
size：Ｗ約25ｍm×Ｈ約25ｍm
入数： 2ケ

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

（1袋）￥200+税 （1袋）￥200+税

※価格はアイテムによって変わりますので
　各商品写真内に表示してあります。

●BA-MF-ACM18
size：Ｗ約15.6ｍm×Ｈ約36ｍm

入数： 4ケ（2組分）
Ｗ約15.6ｍm×Ｈ約33ｍm

（1袋）￥280+税

全 1 6アイテム



№1　25.8×50 №2　36.7×58 №4　50×50 №6　41.8×45 №7　34×60 №9　33.8×58№3　28.5×45

№20　26.8×47№19　37.5×60 №22　70×52 №23　43.6×45 №24　49.4×60 №26　65×38.2№21　30×65 №25　36.8×38

№27　45×30 №28　65×67 №29　39.2×50 №33　45×38.4 №34　37×55.3№31　41.8×50 №35　29.8×60№30　32.3×38 №32　34.8×38

№5　24.3×45 №8　35×35 №10　35×38

№12　65×54 №13　40×40 №15　65×60.5 №18　38.3×37.5№17　65×48.8№14　44×48№11　40×37.8 №16　26.5×47

【 型番-① 】※生産の都合上、デザインを予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。



№49　45×40.6 №50　52.7×39.6

№36　50×50 №37　50×36.2 №38　40×38.4 №39　45×43.2

№48　28.5×96.5

№41　55×28.8 №43　55×33№40　45×39.6

№52　75×33.7

№53　56×25

№59　40×24 №60　38.8×40

№58　32×30.7

№51　40×30

№45　55×54.8 №46　50×50№44　40×33.7 №47　30.4×42.3

№54　70×45.3 №55　33.5×36

№56　38×38 №57　23.4×40

【 型番-② 】※生産の都合上、デザインを予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。

【モチーフサイズ　早見表】　単位：W〇ｍｍ×H〇ｍｍ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

25.8×50
36.7×58
28.5×45
50×50
24.3×45
41.8×45
34×60
35×35
33.8×58
35×38
40×37.8
65×54
40×40
44×48
65×60.5
26.5×47
65×48.8
38.3×37.5
37.5×60
26.8×47

30×65
70×52
43.6×45
49.4×60
36.8×38
65×38.2
45×30
65×67
39.2×50
32.3×38
41.8×50
34.8×38
45×38.4
37×55.3
29.8×60
50×50
50×36.2
40×38.4
45×43.2
40×39.6

55×28.8

55×33
40×33.7
55×54.8
50×50

30.4×42.3
28.5×96.5
45×40.6
52.7×39.6
40×30
75×33.7
56×25
70×45.3
33.5×36
38×38
23.4×40
32×30.7
40×24
38.8×40


