
天使のオルゴール Orgel Ball®
-the sound of heaven-

オルゴールボール（登録商標第４９２７０６５号） 2022年度カタログ

株式会社キャズテック

(※価格は税抜表示です)



【20FLRR】
20mm red flower

茜色のオルゴールボールに
ゴールドのラインでフラワー
が描かれています。
さり気ない大きさでとても
チャーミングなデザインです。

¥4,200-

【20LEDN】
20mm moon&star black lame

長期的な人気を誇っている
月星シリーズの新色です。
ブラック&ラメで無数の星空を

イメージさせるデザインに加え、
金色の三日月と星の組み合
わせがとても幻想的です。

¥4,500-

【20FWSW】
20mm white flower

【20FWSB】
20mm black flower

淡いパープルのフラワーが
描かれた美しいデザインの
オルゴールボールです。
ホワイトとブラックの2色展
開です。

¥4,500-

【20HMSR】
20mm moon&starⅡ
人気の月星シリーズから、
新たなデザインができました。

まるで三日月の中で星が輝い
ているようなモチーフで、鮮や
かなブルーとシルバーの組み
合わせです。

¥5,000-

Orgel Ball® -the sound of heaven- 2021年新製品のご案内



【20SHR】20mm pink gold lame

【20SHS】20mm silver lame

ラメがキラキラ輝くサンドブラ
ストのオルゴールボールです。

普段使いの他、クリスマスツ
リーの飾りに使うと華やかで、
ちょっと高価な贈り物にも
ピッタリです。(神秘的な音が

鳴ることに気付いた子供達が
大変喜んでいたそうです。)

シルバーとピンクゴールドの
2色展開です。

¥5,000-

【20DMAT】20mm dolphin

マットシルバーのボール
に、可愛らしいイルカが
モチーフのオルゴール
ボールです。

シンプルながら、浮かび
上がるイルカの存在感が
あるデザインです。

¥5,000-

【20RI】20mm red ichimatsu

【20BI】20mm black ichimatsu

市松模様は江戸時代に名付
けられ、縁起物として重用さ
れていた伝統的な模様です。

オリンピックの開催に向け、
2019年から販売していた
16mmサイズの後継品です。

¥4,500-

【20PAW】20mm  animal pad

動物の足跡をモチーフにした
オルゴールボールです。

鈴の代わりとしてペットのリー
ドや首輪に、チャームのよう
に付けていただくのもおすす
めです。

シルバーのボールに金色の
足跡がデザインされている、
ちょっとポップなデザインです。

¥5,000

Orgel Ball® -the sound of heaven- 2020年新製品のご案内



キーホルダー

プレーン(25mm)：KEY

¥4,600

Orgel Ball® The sound of Heaven Silver Series
“オルゴールボール”、“Orgel Ball”は株式会社キャズテックの登録商標です。登録第４９２７０６５号

キーホルダー

ツイスト：KEY2

¥4,600

プレーンペンダント

16H／20H／25H

¥2,600／¥3,200／¥3,900

エッグ

EGGH

¥4,500

ハート

16HHS／HHS

¥3,000／¥3,600

プレーンハンドヘルドタイプ (シルバー磨き布付属）

20- ／25- ／30- ／35- ／40- ／50-

¥3,000 ／¥3,700 ／ ¥4,500 ／ ¥5,200／¥5,800 ／¥6,600

オルゴールボール内部

オルゴールボールの歴史

紀元前ヨーロッパのDruid（ドルイド）と呼ばれる古代
ケルト民族の修行僧達は、自然と一体化し、深い瞑
想を行うためにドルイドベルと呼ばれる神秘的な鈴を
作り出しました。
その後ドルイドベルは機械仕掛けのオルゴールへと
発展。その基となったドルイドベルの存在は忘れ去ら
れようとしていました。しかし、20世紀初めにドイツ人
の銀細工師がドルイドベルの存在を発見し、彼らに
よっていくつかのドルイドベルが復元され、その複製
が作られるようになりました。
現在になってこのドルイドベルは米国で広まり、その
美しい音色と優れたデザインにより米国をはじめ世
界各国でベストセラー商品のひとつになっています。

オルゴールボールの隠れた秘密

音や香りなどによって人の肉体や精神はさまざまな
影響を受けます。最近ではそれらを用いて各種のス
トレスを和らげたり、集中力を高めたりといった試み
がなされています。
オルゴールボールが奏でる音色は、民間療法に応用
されることもあり、聞く人の心身を癒し、リラックスさせ
る効果が期待できます。そのためいつでも身につけ
られやすいよう、ボールだけでなくもっと身近な小物
としてペンダントやキーホルダーに加工されています。
ドルイドベルを瞑想の道具としていたドルイド達は、
音が体や心に与える影響を既に太古の昔に心得て
いたのかもしれません。

オルゴールボール内部

オルゴールボールの内部にはオルゴールの弦と同じ
ものが並んでおり、その上を小さな真鍮の破片が転
がることによって、神秘的な音が聞こえてきます。
ひとつひとつが手作りのため、個々の音色や仕上げ
が微妙に異なり、個性的な輝きを持っています。

オルゴールボールの素材

銅の合金（ジャーマンシルバー）に加工しています。

・シルバー色 →シルバー999メッキ

・ゴールド色 →ゴールドメッキ

・カラー →レジン

・シェル →アワビ貝

アップル

20APH

¥4,400

フラーレン

20DH

¥4,000

サンドブラスト(スター)

20SSBH

¥4,500

サンドブラスト(クロス)

20CSBH

¥4,500

キーホルダー

地球(25mm)：KEY3

¥5,500

※以前『徹子の部屋』で、
黒柳徹子さんがKEY2を

ゲストの方へプレゼント
されていました。(突然
の事で驚きました。)

出産祝いとしてお選び
いただいたこと、心より
感謝申し上げます。

ボールサイズ
大：25mm

小：16mm

全長 8cm  

※小ボールは音が
鳴りません。外した
際のお取り扱いには
十分ご注意ください。



オルゴールボール 40-50mm地球ブルー

天使のオルゴール Orgel Ball®
-the sound of heaven-

専用箱つき

地球ブルー+台座SET

40NE(40ミリ） 8,400-

50NE(50ミリ） 10,000-



地球ペンダント

ゴールド

16GTH／20GTH

¥3,000／¥4,400

地球

（シルバー磨き布付属）

40GT

¥6,900

月星
（シルバー磨き布付属）

40MSGT

¥6,900

地球儀

ゴールド

20GTAH

¥4,600

Orgel Ball® The sound of Heaven Earth & Star Series

地球ペンダント

ブルー

16NEH／20NEH

¥3,000／¥4,600

地球儀

ブルー

20NEAH

¥4,600

月星ペンダント

ゴールド

16MSGTH／20MSGTH

¥3,000／¥4,400

月星

ブルー

20NSH

¥4,400

月星

ブラック

20BSSH

¥4,400

月星

レッド

20RNSH

¥4,400

月星

ブルーグリーン

16LSSH

¥3,000

月星

ピンク

16PSSH

¥3,000



マーガレット（青）

20NFH

¥4,600

チューリップ（赤）

20RFLH

¥4,600

マーガレット（緑）

20GFH

¥4,600

貝殻（青）

20NARH

¥4,400

ダイヤ柄

20CRH

¥4,400

サークル

20NCH

¥4,400

ライン（青）

20NAH

¥4,400

チューリップ（黒）

20FLWH

¥4,600

チューリップ（青）

20NFLH

¥4,600

花柄

20NIGH

¥4,600

Orgel Ball® The sound of Heaven Resin & Flower Series

ライン（赤）

20NRED

¥4,400

桜

20CHE

¥4,600

マーガレット（赤）

20RFH

¥4,600

マーガレット（紫）

20VFH

¥4,600



天使のオルゴール Orgel Ball®
-the sound of heaven-

バティックシルバー バティックレッド バティックブラック バティックブルー

20SBTB                                        20RBTA                                       20BBTA                            20NBTA

4,800- 4,800- 4,800- 4,800-

バティックシリーズ BATIK
バティックアートをモチーフとしたオリエンタルなオルゴールボールです

バティックシルバー16mm                                                           バティックブルー16mm

16SBTB  4,600- 16NBTA 4,600-



ケルト十字ブラック

CBEG

¥4,600

ワイルドチェリー

20SFBH

¥5,000

スパイラル

20BHO

¥4,400

ケルトボール

40DR

¥20,000

ケルトボールペンダント

16FLH / 20FLH

¥6,600 / ¥7,600

ケルトハート

HHSFLH

¥8,400

貝殻

20CBH

¥5,000

ケルトエッグ

CCEG

¥11,000

貝殻（ホワイト）

20CWH

¥5,000

貝殻 （ピンク）

20CPH

¥5,000

貝殻 （パープル）

20CVH

¥5,000

ヘマタイト

20BH

¥3,000

クローバー

20CLO

¥4,400

Orgel Ball® The sound of Heaven  Other Series

アステカ (ブルー)

25AZBH

¥5,800

アステカ (ホワイト)

25AZWH

¥5,800



カービング：1RT

☆ポーチ付属（SQP)

￥6,000

ボールサイズ 40mm 全長 12cm

カービング月星：1RTMS

☆ポーチ付属(SQP)

￥7,400

ボールサイズ 40mm 全長 12ｃｍ

★20MSGTH(月星)ペンダントとおそろいです

ミニラトル：20HCHUP ☆箱入り

(箱入り品のためポーチ別売り、PZB推奨)

￥3,800

ボールサイズ 20mm 全長 5cm

バーエンドベル：RT2

☆ポーチ付属(SQP)

￥11,000

ボールサイズ各40mm 全長 13cm

※ボールはいずれも音が鳴ります

ミニバーエンドベル：1NSD

☆ポーチ付属 (SQP)

￥5,400

ボールサイズ 各25mm 全長 10cm

※ボールはいずれも音が鳴ります

リトルカービング：1RT-A

☆ポーチ付属(SQP)

￥5,500

ボールサイズ 30mm 全長 9cm

※1RTの3/4サイズの形状となります

リングボール：1NBT ☆箱入り

(箱入り品のためポーチ別売り、PLB推奨)

￥5,500

ボールサイズ 25mm 全長 6cm

ポーチＬL

PLB：¥400

★ベビーラトル豆知識★

海外では赤ちゃんは銀のスプーンを持って生まれてくると言われており、銀のスプーンを持って
生まれてきた赤ちゃんは一生お金に困らず、裕福に暮らせるという言い伝えがあります。
そのため海外では出産祝いに銀のスプーン等のベビー用品を贈るという風習があります。

最近は日本にもその風習が伝わり、がらがら等でしっかりとした銀製品を贈る方も多いようです。

素敵な言い伝えのあるギフトを、かわいい赤ちゃんに贈ってみてはいかがでしょうか？ 黒ポーチ（縦長）

SQP：¥300

Orgel Ball® The sound of Heaven Rattle Series

シルバー磨き布

S-01： ¥180

リングベル：30BR

☆ポーチ付属(SQP)

￥5,500

ボールサイズ 30mm 全長 8cm

ラトル(がらがら)シリーズ

ポーチＬ

PZB：¥300



Orgel Ball® - The sound of heaven – Baby Rattle Series

ベビーラトル ホワイト

WR

¥5,000.-

※出荷時イメージ画像

首から提げると、妊娠中のママのお腹の上くらいに来る長さの紐をセッ
トでお付けします。出産後も赤ちゃんを抱っこしながら首にかけてあやし
たり、ベビーカーに付けたりと、妊娠中から乳児期までご使用いただけ
ます。他人と一風変わった素敵なギフトとしてもオススメです。

オリジナルのギフトBOXに加えて、
ベビーリボンも付属しております。

ベビーラトル ブルー

BR

¥5,000.-

ベビーラトル ピンク

PR

¥5,000.-

材質：ジャーマンシルバー、シルバー925仕上げ
※弊社では乳幼児等のお子様が製品を舐めてしまうことを想定し、
使用しているシルバーの成分検査を日本国内で改めて行いました。
結果は問題無く、万が一お子様が舐めても安全であると証明されました。
（検査報告書は弊社ウェブサイト上に載せております）



ピンクゴールド

20GH

¥3,000

ハートゴールド

16GHHS

¥3,000

Orgel Ball® The sound of Heaven Another Room

バラレッド

16RBR

¥3,000

バラピンク

16PBR

¥3,000

Orgel Ball ® Another Room とは現地より仕入れたオルゴールボールに国内で各種加工を施したシリーズです。

全ての作業は手作業で１つ１つ丁寧に行われており、ファッション性が高いアイテムも揃っております。

かご シルバー

16SBA

¥4,600

かご ゴールド

16GBA

¥4,600

かご ピンクゴールド

16PGBA

¥4,600

パール シルバー

20SPP

¥4,200

パール ゴールド

20GPP

¥4,200



Pearl and Swarovski 

16PWS/20PWS
ホワイトパール加工+ヴィンテージローズ

16PS3/20PS3
ホワイトパール加工+大粒クリスタルx3

ホワイトパールシリーズ

16PS3/16PWS/  - ￥4,000

20PS3/20PWS/ - ￥5,000

16mm/20mmサイズ比較

Orgel Ball® The sound of Heaven  Another Room



天使のオルゴール Orgel Ball®
-the sound of heaven-

シルバーの20mmオルゴールボール
ペンダントに天使の翼のチャーム
をあしらったデザインです。
※チェーンや紐は付属しません。

天使の翼

20HW ¥4,200

ハートバスケット

20HGBA ¥5,400

ゴージャスなバスケットの中には20ミリの金色のオルゴールボールが入っています。普段は
ペンダントとして胸元で楽しみ、バスケットから出して手の中でも美しい音色を奏でます。
※専用の紐が付属します(60cm)。

ツリーバスケット

20TGBA ¥5,400

ドロップバスケット

20DGBA ¥5,400

材質:ナイロンレザー編み 60cm 
+ アジャスター5cm

Another Room 



革紐

本革紐
ブラック：L36 (91.44cm)

単価 ：¥300

シルバー磨き布

キーホルダー

キーチェーン
KPC：¥860            

ネックレス

アズキチェーン(cm)
ゴールド ：45GC/63GC
シルバー ：45RC/63RC
PG        ：45PC/63PC
単価 ： ¥600 / ¥800

フィガロチェーン(cm)
ゴールド ：70GC
シルバー ：70RC
PG       ：70PC
単価 ：¥1,500

Orgel Ball® The sound of Heaven Parts

PSB：¥200

16-30mm用
PZB：¥300

35-40mm用
PLB：¥400

50mm以上
S-01 ： ¥180

20cmx12cm

ポーチM ポーチL ポーチLL 黒ポーチ（縦長） 各OB用台座

OST：¥1,000

35-50mm用
SQP：¥300

ラトルシリーズ等

ツイスト
KEY2：¥4,600 

※各色6本セットです。
バラ売りについては
別途ご相談ください。

携帯ストラップ
単価：¥500

ブラック
BLAS

ホワイト
WHIS

ナチュラル
NATS

※以前『徹子の部屋』で、
黒柳徹子さんがKEY2を

ゲストの方へプレゼント
されていました。(突然
の事で驚きました。)

出産祝いとしてお選び
いただいたこと、心より
感謝申し上げます。

地球(25mm)
KEY3：¥5,500 

プレーン(25mm)
KEY：¥4,600 

ボールサイズ
大：25mm

小：16mm

全長 8cm  

※小ボールは
音が鳴りません。
外した際のお取
り扱いには十分
ご注意ください。



天使のオルゴール Orgel Ball®
-the sound of heaven-

オルゴールボール（登録商標第４９２７０６５号）に関するお問い合わせは

株式会社 キャズテック 営業部

〒164-0002

東京都中野区上高田3-38-5 ＹＬビル

TEL: 03-3387-7611  FAX: 03-3388-7388


