
からくり屏風と祝鶴(DVD付)  \8,925 
簡単で豪華な和風マジックのご紹介です。 

黒い大型のパネル（約62cm×39cm）を両面改めてから閉じて、おまじないをかけると

中から赤と白のシルクが出現します。そのシルクを再びパネルの間に入れておまじな

いをかけると、寿(祝)のシルクになっています。この黒いパネルを再度改めて開くと、

ナント！豪華な金屏風に変化しているではありませんか！！更に金屏風の中から、豪

華な紅白の祝鶴２羽が出現すると 

いう、とてもおめでたいマジック。 

簡単で誰にでもできる上品で華麗 

な和風サロンマジックです。上質 

な紙でひとつひとつ丁寧に手作り 

された「からくり屏風と祝鶴」は、 

洋服で演じても和服で演じてもＯ 

Ｋ。飾っておくだけで運気が上が 

りそうな出来栄えです。お祝いの 

席で、お祭りで、あなたの演技を 

上品に飾ることができます。又、 

「からくり屏風」は、シルクの出 

現や変化なども可能で、ちょっと 

したチェンジャーとしても使えま 

す(解説DVDに使用例を詳しく収録)。 

演じる方のアイディア次第で無限 

に可能性が広がります。さらに持 

ち運びや収納の時には1/4に畳める 

ので大変コンパクト(約15cm×39cm) 

になります。 

※セット内容・・・大型の屏風・ 

取り出し用の 

「祝鶴」２羽 

（紅・白） 

■シルク類は付いていません。 

 シルク45cm 各色1枚\420 

 寿・祝45cm 各1枚\1,050 
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限定 50 個 



 

 

  

 

ムービングブック        \1,050 
これぞ究極の絵本！！絵が動くではありませんか！！！

超不思議な現象をあなたも演じて見ませんか！！！！マ

ジックではありませんが、大変オススメの商品です。絵が

描かれたページにフィルムを乗せて少しずつ動かすと・・・ 

アラ!!不思議 絵が動き始めるではありませんか!! 誰

もが簡単に絵を動かすことができ、観客の驚く顔が見れる

こと請け合いです。また、絵は 20 数種類もありますから

色々な変化を楽しむことが出来ます。是非アートマジック

の世界を楽しんでください。本(約 15cmＸ10.5cm)とフィ

ルムのセットです。 

 

ミラクルリング          \1,029 
何の仕掛けもないリングとロープ。ところが、はずれる！とびこ

む！脱出する！ それをいとも簡単に貴方ができるとした

ら・・・・。それを可能にする MAGIC がこの『ミラクルリング』。

切れ目も何もないリングとロープを良く改め、リングにロープを

通します。ロープでリングをしっかりと結びます。結び目は観客

にも見えています。しかし・・・術者がおまじないをかけてリン

グを引っ張ると魔法のように、ロープで結ばれたリングが簡単に、

観客の眼の前でスルリと抜けてしまいます。確かしっかりと結ん

だはずなのに？？？ 又、輪にした状態のロープにリングを投げ

ると、リングがロープに通っているというありえない現象も起こ

ります。どうなっているのでしょう!? 観客にロープとリングを

調べてもらう事も可能で、大変ユニークな仕掛けで出来ているた

め、どなたでも簡単にマスターできます。教材向き 

※セット内容・・・用具一式、詳しい説明書 

 

マジックブック（プリンセス orワンピース） \1,260 
魔法の絵本に更に改良を加え、不自然さ

を取り除いた優しいマジックです。 

術者は手に持った絵本をパラパラとめ

くりますが、何も印刷されていない状態

で真っ白です。その絵本に、おまじない

をかけてページをめくるとすべてのペ

ージに可愛い絵柄が現れます。再びおま

じないをかけてページをめくると元の真っ白な本

に戻っています。繰り返し見せられて大変優しく

演じることができます。従来の絵本は片方向しか

ページをめくることが出来ませんでしたが、この

商品は両方向からページをめくっても同じ絵柄に

なっており、観客を充分に納得させることが出来

るお勧めの用具です。教材向き 

■御注文の時にプリンセスかワンピースのご選択

をお願いいたします。 
プリンセス ワンピース 
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ポッキー toプリッツ            \1,575 
大人気の食べ物シリーズ。シュウマイ・ハンバーガーetc. またま

た新しい食べ物シリーズの登場です。 

一瞬でポッキーがプリッツに変化します！！ 観客の驚く顔が・・・ 

ポッキーを取り出し裏表をよく見せます。指を鳴らすと・・・びっ

くり!! プリッツに変化してしまいます。再びプリッツの裏表を良

く改め指を鳴らすと、ポッキーに戻ってしまいます。何度繰り返し

てもポッキーがプリッツに。プリッツがポッキーに・・・ これ一

本で何回でも変化可能な優れもの。完成度の高い用具です。お子様

が間違って食べないよう、保管に注意してください。 

パドルが苦手な方も子供たちの楽しそうな笑顔で、演じる楽しみを

味わっていただけます。教材向き 

※商品内容・・・ギミック一式、説明書 

  

 

アイソレーション(Isolation)       \1,575 
透明な容器にクォーターコインを入れ、フタを

します。容器の中はクォーターコインが密閉さ

れています。両手には何も持っていません。容

器を振ると、クォーターコインが 10 円玉に変

わります。コインを取り出した後、コインも容

器も観客に調べてもらうことができる超不思

議なマジック。 商品は全てがセットになって

おり、とても簡単に扱うことが出来るので、手

にした瞬間から演じることが出来るやさしい

マジック。 

※セット内容…ギミック一式、10 円、透明ケ   

ース、日本語説明書（インターネットで演  

技・解説動画を見ることができます） 

 

 

カラフルナイトメアー（ＤＶＤ付）         \3,150 
長(赤)・中(青)・短(黄)の 3 色の長さの違うロープ

を手に持って示した後、3 本のロープの両端を持っ

て引っ張ると・・・アレレ！！同じ長さになってい

ます！！次に、1 本の黄色のロープをぐるぐると巻

いて、手に持った残りの 2 本のロープと一緒に空の

小箱の中に入れ、おまじないをかけると、ナン

ト！！3本のロープは 1本のつながった 3色ロープ

となって出現します！ロープマジックは苦手とい

う方にもわかりやすく DVD にて解説してあります。 

教材向き 

※商品内容・・・ギミックロープ、説明書、    
解説ＤＶＤ 
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カメレオンバッグ                \3,150 
不思議な布袋を使って、観客と楽しくユーモアを

交えてお話をしながら演じる用具です。  

観客に１枚の布袋を示しながら、『先程入り口で

この袋を拾ったのですが誰か落した方はいませ

んか』と、尋ねても誰もいません。 『袋の内側

はこの色です』と言いながら見せても、観客から

は何の反応もありません。 それではと更にもう

一度袋を裏返すと、違った色です。再び、裏返す

と、またまた別の色に変わってしまいます。こう

して次々と５回も色が変わってしまいます。 最

後に袋のファスナーを開けるとその中か

ら？？？？ コミカルな演出で観客から大爆笑が

起こります。カメレオンバッグはタマゴの袋とし

ても使用できます。又、司会の時の小道具にも最

適な用具です。 

※商品内容・・・ギミックバッグ(20cmＸ26cm)・説明書 

 

幻想の花瓶（ＤＶＤ付）              \3,675 
新作の MAGIC を次々と発表し続ける 藤原邦恭氏の最新

作！！花瓶が一瞬にして出現、そして消失！！ 

《花瓶の消失》 

1 輪の花が入った花瓶があります。これを中に何も入ってい

ないことを良く改めた紙袋の中に入れます。紙袋の中から

花だけを取り出し、花で紙袋におまじないをかけます。そ

して、両手で紙袋を思い切りつぶすと、花瓶は一瞬で紙袋

の中から消えてしまっています。 

《花瓶の出現》 

Ａ４サイズの紙を裏表改めます。紙をくるくると丸めて紙

筒を作り、さらにジグザグにたたみます。用意しておいた、

グラスの中の水を少し紙にかけます。すると・・・ 不思

議な事に、紙がニョキニョキと立ち上がるではありません

か。次に、グラスに入っている残りの水を、立ち上がった

紙筒の中にしっかりと注ぎます。しかし、水は紙筒の底か

ら落ちてきません。1 輪の花で紙筒におまじないをかけ、花

を紙筒に差し込みます。紙筒をゆっくり広げると、紙筒の

中から 1 輪の花が入っている花瓶が出現するではありませんか!!あなたのアイディア次第で、

色々な MAGIC に応用することができます。又、簡単なトリックで手にした瞬間から演じること

が可能です。教材向き 

※商品内容・・・ギミック、花一輪、解説ＤＶＤ 

 

■今回ギミックと同じ形のガラス製花瓶を５０組限定販売  

します(紙袋 5 枚付き)・・315 円 
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WOW２（ＤＶＤ付）                 \4,500 
世界中で大ヒットの「WOW」に新バー

ジョンがＤＶＤ付きで加わりました。

簡単・幻想的・強烈・不思議な『ＷＯ

Ｗ２』はまさにＣＧ映像です。これ以

上、強力で幻想的な実用性のあるアン

ビシャスカードの手順はありません。

次のような状況を想像して下さい。観

客が自由に選んだ 1 枚のカードにサ

インして貰い、残りの裏向きのデック

の上に透明なプラ板を載せます。観客

のサインしたカードを表向きでデッ

クの中程に差し込み、デックとプラ板

を輪ゴムで巻いて固定します。こうす

ると、マジシャンは何も怪しいことは

出来ません。この状態で観客の手の上にデックを乗せます。これから起こることは、奇跡と呼

ぶにふさわしいでしょう。観客のサインしたカードが、ゆっくりとそしてはっきりとデックを

貫通してトップに出現するのです。デックとカードに仕掛けはありませんし、難しい技法も必

要ありません。まさに本物の魔法です。観客は驚きのあまり絶叫することでしょう。ＤＶＤに

はこの他に、ＷＯＷ２を使ったカラーチェンジングデックの手順も解説。 

※商品内容･･･ギミック・日本語説明書・解説 DVD（英語） 

※演技にはバイシクルレギュラーカード(赤)\630 が 1 組必要です。 

■ＷＯＷすり替え用(説明書無し)\1,050 も別売しています。 

 

フラッシュカードシルク           \2,730 
サロン、ステージ、クロースアップ、どこでも OK！！一瞬にしてシルクが変化！！ 

マジシャンは、観客に１枚のカードを選んで、覚えて貰います。そして、「今日は予め選んだ

カードを予言してあります。」と言って、１枚のシルクを取り出します。するとそこには、い

ろいろなマークのトランプがたくさんプリントしてあります。マジシャンは「この中にあるで

しょう？」と言いますが、これでは予言が当たったことにはなりません。お客様は苦笑いする

だけです。そこで、術者はシルクの裏と表をはっきりと見せて一振りすると…、ナント！シル

クは一瞬にして観客の選んだカードに変化してしまいます。もちろんシルクの裏表とも改めら

れます。簡単に演技が出来ますが、カードをフォースさせる事が必要です。説明書に簡単なフ

ォースの仕方が書いてありますので初心者の方にもお勧めします。教材向き 

※商品内容・・・ 

ギミックシルク(32cmＸ   

42cm)、説明書 

※レギュラートランプ 1 組  

は各自ご用意ください 
※輸入品のため多少の色むら等 

がありますが、演技に一切問 

題はありません。ご安心くだ 

さい。 
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Mojoe(モジョー)（ＤＶＤ付）              \6,770 
驚異の MAGIC、ありえない現象を起こすこと

が出来るギミックがこの『Mojoe』 

貴方はコーヒーショップで自分の好きなコー

ヒーを飲みながら友達と寛いでいます。 

「見て！」貴方は手と手の間にコーヒーカッ

プを挟み、それを上下逆さにしてぐしゃっと

潰してしまいます。この瞬間、周りに居る人

達が驚いて後ずさりしている間に、中に入っ

ていたコーヒーは消え去ってしまっています。

一体どうなっているのか？？ 周りの人達は

唖然とするばかり・・・・この『Mojoe』を使

用すれば、コーヒーを消失させてしまうだけ

でなく、他の物、例えばコーヒー豆に変えて

しまう事も可能です！ そして、ペーパーカ

ップ（スターバックスや紙のコーヒーカップ

等）だけではなく、陶器のカップでも演じる

ことが可能です。また、コーラや牛乳など他の飲み物でも演技が可能です。『Mojoe』のセット

アップは数秒で行うことが出来、ギミック自体とても丈夫で長持ちします。この革命的な

『Mojoe』には「ジョン・ケネディー」師の消失とチェンジの演技ＤＶＤが付属していますか

ら、『Mojoe』の演技を素早く習得することが出来ます。 

 ※セット内容・・ギミック、解説 DVD（英語）、紙コップ４個（サービス） 

 

フラフープ（ＤＶＤ付）                 \12,600 
大きくて華麗な演技のフラフープ(直径約 80 ㎝)

を販売します！！ 

4 本のフラフープを良く改め、最初は 3 本を使っ

て、自在に操りながら繋げたり離したりします。

何度か繰り返した後、4 本目も加えてつないだり

離したりします。リンキングリングの手順などを、

ダイナミックにフラフープで演じます。華やかな

演技を行うことが出来ますから、発表会などのス

テージで華麗な演技が出来、演出効果は抜群です。

人と違った演技を行いたい方に是非おススメい

たします。 

※商品内容・・・特製フラフープ 4 本（白色）、  

解説 DVD 付き 

 

 

 

 

セオマジック新製品情報ＤＶＤ2010年 9月号 \525 
今回のカタログ商品の内容をＤＶＤにしました。演技参考用ビデオです。 
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サバイバルエッグ２  by溝口直隆       \13,650 
卵で行うロシアンルーレット！！観客に全てを手渡し出来る最高傑作！！ 

小さな紙コップ 1 個と、5 個の大きな紙コップ、生卵を観客によく見せます。そして小さな紙

コップの中に何もないことを示し、生卵を入れます。大きな紙コップも同様に、1 個ずつ中に

何も入っていないことを示して、その中の 1 個のコップを生卵の入ったコップにかぶせます。

マジシャンが後ろを向いている間に、観客に生卵入りコップの位置を好きなように入れ変えて

もらいます（完全なフリーチョイスです）。これでマジシャンには、全くどこに生卵が入って

いるかは分からない状況になりました。マジシャンは前を向き、紙コップを見つめ手をかざし

て手先に神経を集中させた後、一つずつ思い切り紙コップを叩き潰していくではありませんか。

そして、最後に残った紙コップを持ち上げると、ナント！！生卵の入った紙コップではありま

せんか!! もし、間違っていたらテーブルの上は大混乱。その卵をコップに割り、本物の卵で

あることを示して演技を終わります。生卵ではなく、お菓子や果物でも演じることができます。 

新たなアイディアで演技前後

に、観客にあらためが出来る

スグレモノ。また、刃物等を

使わない為、観客を選ばず演

技が出来、フォースもテクニ

ックも必要ありません!! 

※セット・ギミック一式、  

小紙コップ 7 個  

大紙コップ 10 個  

説明書 

※生卵は各自ご用意ください。 

 

アタッシュテーブル                \15,750 
大変実用性のあるマジックテーブル＆キャリングケ

ースです。以前販売されていたものは大変高価な物で

したが、今回、大変お求め安い価格で販売いたします。

フタを開けたまま使っても良し、閉じて上にデザイン

シルクをかけてマジックテーブルに使って良し、クロ

ーズアップマジックで脚をつけずに上にトランプマ

ットを敷いて使うなど、様々な場面で大活躍!! 更に

移動時にはアタッシュケースの中に三脚や演技に使

用するマジック用具も収納できる便利なトランクで

す。ステージ、サロン、クロースアップ等に最適です。

又、ケースの内側にはポケットがあり、細かい物も収

容可能です。組み立てもわずか 1 分。お勧めのテーブ

ルです。色は黒のみです。 

※セット内容・・・アタッシュケース、脚 

※アタッシュケースのサイズ・・・46 ㎝×35 ㎝×12.5  

㎝ 
輸入品のため輸送時に多少の傷や汚れがある場合がございま

す。そのため今回この価格での特別提供になります。ご了承く

ださい。ご使用には問題はありません。 
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フローティングテーブル byロザンダー      \79,300 
テーブルが浮く！！ 空中でゆらゆら揺れてさもダンスをしているよう・・・・・正真正銘の

Losander 氏のフローティングテーブル！！ 

ステージ中央に置かれたテーブルがマジシャンの手によって、音もなくフワリと空中に浮かび

ます!! 更に自由自在に空中をゆらゆらと動き回ります。どう見ても、持ち上げているわけで

はないようです。どうなっているのでしょう？？ 今まで Losander 氏のフローティングテー

ブルは、非常に高価でなかなか手にしにくいものでした。それがなんと、今回この価格で新登

場です。価格は安くなりましたが、品質にはまったく問題はありません。本物にしかない、ク

オリティを楽しめます。テーブルが浮いている状態で、観客にテーブルクロスを持ち上げ覗い

てもらう事も可能です。ステージ、サロン、クロースアップ、周りを観客に囲まれた場所でも、

演技ができます。フローティングしている時にクロスから手を離せる Anti-GravityBox、解説

DVD、ギミック一式、そして、全てがきれいに収まるハードタイプのアタッシュケースのセッ

トになっております。多くのプロマジシャンが、フローティングテーブルを演じて、拍手喝采

を受けています。本当にオススメの逸品です。是非、このチャンスにお買い求めください。 
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