2010 年 12 月

笑劇！教室で出来る 10 秒マジック \2,940
（DVD 付き＆特別ギミック 3 点セット）

限定 100 セット

藤原邦恭氏の最新刊。一般向けの本として作られましたが、内容がとても濃いので、
マジックをされている方にも大変オススメです。しかも今回は演技 DVD とギミック 3
点まで付属！！ この特別ギミック 3 点セットはマジックショップのみでしか購入
できません！ 超オススメ！！ 10 秒で相手を惹きつける！ そんなことが出来た
ら・・・挨拶・授業・スピーチ・司会・幹事など・・・大勢の人を前に一瞬で場を
和ませたい、集中させたい、心を通わせたい。それがわずか 10 秒でできるとしたら、
まさに“魔法のつかみ”。それが『10 秒マジック』です。
※商品内容
本・DVD（全 28 演技）
・ギミック 3 点
即使える 2 点
○雨降って
○リ・ティッシュ
切って貼って折る 1 点
○伸びる封筒

シルク TO サンタ帽子
クリスマスシーズンにもってこいで超オスス
メです。シルクがサンタハットに！！ 楽し
くて、簡単なマジック。手に広げた赤いシル
クの中に白いシルクを入れます。このシルク
を軽く振ると、アラ 不思議！！ 一瞬で
サンタハットに変わってしまいました！！
可愛いサンタ帽子の出現に子供たちは大喜び!
簡単にでき、客受け抜群のマジックです。
練習不要
※商品内容・・・サンタハットギミック
一式セット（シルク 2 枚付き）
解説書

\2,000
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イカ焼き

\1,050

忘年会の必需品と言ったら言い過ぎかも。しか
し、話のネタになる超イカしたマジックがこ
れ!! 手のひらに七輪の写真をのせよく示しま
す。この上にイカをのせて念じると・・・ゆっ
くりとイカが丸くなって、なんとも美味しそう
に焼けてしまうのです。どうなっているのでし
ょう？？ 七輪は写真なはずなのに・・・観客
も 不思議で仕方ない顔をしています。手のひ
らにのせるだけで、誰でも簡単に出来てしまう
優れもの！！ 大人も子供も様々な観客の手の
上でも焼くことが出来ます。名刺サイズのためポケットや、財布などに入れておけばいつでも
どこでも演技が可能です。手にした瞬間から演じることが可能です。爆笑か嘲笑かはあなたの
演技次第です。

小龍包バーガー

\1,260

おいしそうな小龍包が、一瞬にしてミニバーガ
ーに変化する、小粋なマジックです。
マジシャンはポケットから美味しそうな小龍
包を取り出してきます。その小龍包におまじな
いをかけてやると一瞬にして小さなハンバー
ガーに変化してしまうのです。観客の目の前で
一瞬にして変化させることが出来るので、観客
がびっくりすること間違いなし！！ 商品は一
つ一つ手作りしてあります。
※ミニバーガーの大きさ・・約 5cm 径 X2.5cm 高

DPG スリーカードモンテ（メガサイズ）

\1,260

『スリーカードモンテ』のトリックを大勢の観客の
前で演じることができる、マンモスカード
（25.5cm×18cm）仕様にバージョンアップして発売
です。元来はトランプ（カード）３枚のうち、特定
のカードを当てると賭け金がもらえるギャンブル
でしたが、その後マジックとして演じられるように
なりました。
まず、３枚のカード（ダイヤの A とクラブの 2・3）
を見せて、裏向きにテーブル上に立てて並べます。
そして、お客様にダイヤの A の行方を当ててもらう
のですが、どうしても当たりません。よく見せたカ
ードをゆっくりと裏向きにして並べるだけなのに
…。そこで、クラブの２を取り除き、２枚（ダイヤ
の A とクラブの３）だけで、どちらがダイヤの A
か当ててもらいます。ところが、エースだと思った
カードはクラブの２になっています。さてダイヤのエースは…？ 大きなカードですからよー
ーく見えるはずですが・・・ 外れた時の驚きと客席の爆笑は保証付きです。わかりやすい現
象で、教材にも最適です。
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ウォーターギミック

（DVD＆紙コップ 3 個付き）by 藤原邦恭

\1,575

普通の紙コップで液体を消したり、液体をキ
ャンディーに変えたり出来る超不思議な現象
が客の眼前で演じられる素晴らしいアイデァ
のマジックが誕生しました。紙コップに液体
を注ぎ、ティッシュでフタをします。おまじ
ないをかけた後、ティッシュを取り除くと紙
コップからは…液体が消えていて代わりに、
紙ふぶきや、キャンディー・シルク・万国旗
等に変化しています。あの液体はいったい何
所へ？今まで誰も思いつかなかった斬新なギ
ミックを新しく製作し、誰でもやさしく簡単
に出来るよう DVD にて 8 種類もの解説を収め
て、お求め安いセット価格になっています。テープカップを使用すれば更に効果も盛り上がり
ます。真面目なマジックからお祝いの席、はたまたギャグまで使用できる、このギミックの可
能性は無限といってよいでしょう。
※テープカップ(DVD とカップのサンプル 1 個付き\1,260 別売)
※教材に最適

神秘な水

\3,675

（DVD 付き）

2 個のステンレス製の空の容器を観客に良
く示し、1 個の容器の上に残りの 1 個を重
ねて左手に持ちます。術者は容器に向かっ
ておまじないをかけた後、上の容器を取り
除くと下の容器に水が湧き出ています。空
の容器に水を移し替えて出現した水を観客
に良く示した後、その水を飲み干します。
容器の中は完全に空になったことを示し、
再び容器を重ねておまじないをかけると、
不思議なことに空の容器の中に水が出現しているではありま
せんか？いったい何所から水は出現したのでしょうか？空中
の水分を一瞬に集めるのは不可能です。しかし、術者は続け
て同じ現象を起こします。更にもう一回と・・・・・。容器
から限りなく湧き出る水がまき起こす神秘・超不思議な現象
に観客もうっとり。驚きの歓声がわきおこります。用具一式
と DVD によるわかり易い説明付きでこの価格、お勧めです。
※容器の大きさ・・・11cm 径Ｘ5.4cm 高

バニシングシャンパンボトル

\3,780

豪華でリアルな作りのゴム製シャンパンボトルのご紹介です。
基本的な使用法は皆さんご存知のとおり、紙袋などにシャンパン
ボトルを入れ、紙袋を勢いよく押しつぶして丸めて、シャンパン
ボトルが消えたという方法です。このシャンパンボトルのラベル
は布製で出来ているため、押しつぶした時などにしわが出来ます
が、簡単に元に戻るようになっています。また、今回ご紹介した
DPG ブラックアート等の取り出し用としても使用することが出来
る万能商品です。※ワインクーラーは付いていません。

限定販売 50 個
SEOMAGIC 2010.12-3

【テンヨー2011 年 新製品】
クラウドマネー（DVD 付き）

\1,260

目の前でお札が浮かぶ！！ 新しい構造による巧妙な仕掛けで、ポ
ケットから出したお札をすぐに浮かび上がらせることができます。
やさしくできる『お札の浮遊』です。千円札が手から離れて空中に
浮き、両手の間をゆっくりと上下します。左右に移動したり、手で
作った輪の中を通ったりと、まるで生きているよう。最後は頭上高
く浮いたお札をつかまえて終わります。あなたも超常現象を起こし
て見ませんか？！ 観客の目の前や色々な場所で楽しめる空中浮遊
マジックの決定版です！

トラップボックス

\1,260

消える！！ 移る！！ 入れたはずのお金や指輪が消えてしまう魔
法の箱！！ 手渡し可能の新機構！！指輪をボックスに入れて、しっ
かりと輪ゴムをかけます。ボックスを振ってカラカラと音がするのを
確認し、確かに指輪が中に入っていることを確かめ、ボックスを相手
にしっかりと握っていてもらいます。そして、あなたがボックスに手
をかざすと、ナント！！ 突然、ボックスの中にあるはずの指輪が、
マジシャンの指にはまって現れます！！ 確かに箱に入れたはずな
のに・・・・しかも、輪ゴムもしっかりとかかったまま。何故? 超
不思議！？ マジシャンの間ではラトルボックスと呼ばれる、古くか
ら愛されてきた道具が、最新の仕掛けで生まれ変わりました。ぜひ手
に取ってその素晴らしさを確かめて下さい。演技の前にも後にも、観
客に箱を手渡して確認して貰うことが出来る巧妙な機構が、箱の中に
隠されています。

４－Ｄサプライズ

\1,890

何もない空間にゆっくりと物体が現れる！ 夢のマジックが実現！
しかも、手のひらサイズ！！ 1 枚のプレートと半透明の箱を使って、
何も入っていない空間を作ります。正面から箱の中は完全に透けて
見え、中にないも入っていない事がはっきりとわかります。しかし、
箱をゆっくりと持ち上げていくと、ナント！！ 徐々に自由の女神
のフィギュアが現れます！ 未だ誰も見たことのなかった超常現象
スーパーマジックです。観客の驚愕の表情と拍手はあなたのも
の！！ 他のフィギュアの出現も可能です。練習不要。

ゴースト・ランプ

\2,520

心を見通す不思議な電球！！ 1 組のデックから、観客に 1 枚のカ
ードを選んでもらいます。デックに戻して切り混ぜたのち、4 つの
山に分けます。電球を透明な袋に入れ観客に持ってもらい、それぞ
れの山に近づけると、不思議なことにそのうちの 1 つで電球が光り
ます。その山の一番上のカードを見ると、ずばり相手の選んだカー
ドです。電球には何の仕掛けもないはずなのに・・・ 最後にハサ
ミで見えないコードを切るマネをすると、明かりが消える超不思議
な魔法の電球。このゴースト・ランプは、長年に渡って多くの観客
を楽しませてきた傑作マジックです。あなたも超魔術を演じて見ま
せんか？
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シルクファンテンボックス２

(DVD 付き) by 岸本道明

\3,990

薄いプラスチック製の板を組み立ててボッ
クス状にすると、あれよという間に、シルク
が数枚わきだすように出現します。さらに、
小さいシルクが次々と大量にわきでるよう
に出現するではありませんか？？（演技 1）
どこに入っていたのでしょう？？ 他にも、
シルクが数枚わきだすように出現した後、さ
らに、ラメのバネ花が次々と大量にわきでる
ように出現します。（演技 2）本当に薄いプ
ラスチックの板だったはずなのにいったい
ど こ か ら ！ ！ ど う な っ て い る の でし ょ
う？？？？
豪華で華麗な現象を演出し、シルクマジックのクライマックスに最適です。ファンテンシルク
など大量にシルクを出現させるマジックは、セットに非常に時間のかかるものが多いのですが、
この『シルクファンテンボックス 2』は大量にシルクを出現させるわりには、セットの時間が
短くて済みます。
■商品内容・・・シルクファンテンボックス２、解説 DVD
※演技 1 では 45 センチ角シルク 5 枚 、30 センチ角シルク 20 枚が別途必要です。
※演技 2 では 45 センチ角シルク 5 枚 ラメくす玉 2 個が別途必要です。

※お得なシルクセット \9,950(販売中)・・・シルクファンテンボックス２、
解説 DVD、45cm 角シルク 5 枚 、30cm 角シルク 20 枚

スーパーチェンジ

（DVD 付き）

ハトが瞬間的にスカーフに！！！ このハトにエサ
も水も必要なし。(笑) 観客に喜ばれるマジックと
言えば間違いなく『ハト』を使用したマジック。そ
のハトをいとも簡単に消失させ、スカーフに変化さ
せる事ができるのが、この『スーパーチェンジ』で
す。マジシャンはハトを手に持ち登場してきます。
そしてそのハトを観客に示したあと、空中に放り投
げます。すると・・・どうしたことでしょう？？ ハ
トが一瞬にして消え、白いロングスカーフに変化し
てしまうのです！！ 本当に一瞬の変化！！ ハト
はどこに消えてしまったのでしょう？？
単純なアイディアですが、よく考えられています。
実際に演技で使用している所を見ましたが、本物の
ハトだと勘違いしてしまった程です。華麗に演じる
事も、コメディタッチに演じる事も可能です。あな
たのアイディア次第で、演出効果抜群になること請
け合いのマジックです。
※セット内容・・・ギミック、スカーフ、解説 DVD
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\5,040

DPG ブラックアート

\5,229

プロダクション用具の決定版！！ 2 本の筒を
改め、中から大量の品物が取り出せる『ブラッ
クアート』
2 本の筒を改め、中に何も入っていないことを
示します。その筒の中に手を入れると、シルク
やダイス・ガーラント、果てはぬいぐるみのウ
サギ ま で出 現 しま す。 そ んな 大 きな もの ま
で・・・・！！
こんな魅力的な用具にもかかわらず、（１）デ
ザインが魅力的でない （２）価格が高い （３）
保管に場所をとる、といった欠点がなければ…
です。今回発売の『DPG ブラックアート』は、
そんな常識を打ち破りました。プラスチック製
のタガに、プレスコートで仕上げた 3 層構造の
硬質ボールを組み込む製法による軽くて強固な造りになりました。更に、鳳凰をモチーフにし
た、外筒の窓を通して見るときも、2 本の筒を並べて見るときも息を呑むほどの美しいデザイ
ン。又、タネ筒は光を吸収する特殊印刷（マットニス）でその存在を消すことに成功しました。
この卓越した用具が、従来の製品のなんと数分の 1 以下の価格なのです。なお、驚くことに製
品はとても大きな用具（外径 22cm・高さ 26cm）にもかかわらず、組み立て式になっています
ので、46cmｘ27cmｘ3.5cm 位の箱に入れてお届けすることが出来ます。早速、手に入れて華麗
な演技を演じて見てください。（取り出し用品別売）

スリーカラーチェンジングケーン

（シルク 4 枚、DVD 付き）

\7,560

ステッキマジックは数々ありますが、3 回も色が変わ
るステッキはこれだけ！！
マジシャンはピンクのステッキを持って登場します。
そして、緑色のシルクを出現させ、ステッキの上に被
せると、一瞬にしてステッキが緑色に変化してしまい
ます。緑色のシルクをポケットにしまい、次に緑色の
ステッキを少し振ると一瞬で、黄色のステッキに変化
してしまいます。更に続けて、黄色のステッキを少し
振ると、ステッキは消えて、黄色のシルク 2 枚に変化
1
してしまっています！！ どうなっているのか？？？
勿論、このステッキで 2 色のカラーチェンジも出来ます。1 本のみでの使用も可能です。用途
に合わせて使い分けが出来る優れもの！！ 演出効果も抜群です。是非一度、演じてみてくだ
さい。用具は全てセットになっており、大変お買い得です。
※セット内容・・・ステッキ一式、シルク 4 枚（ピンク・緑各１枚、黄 2 枚）、解説 DVD

2

3

4
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超念力釘

\7,875

スプーン曲げ等で有名なベンデ
ィングマジックがここまで進化
しました。簡単で、すり替え不
要！！ 使うのは釘 1 本だ
け！！！
マジシャンは長さ約 9 センチの
曲がっている釘を観客に示しま
す。そして、テーブル等に軽く叩
きつけ硬いことを示します。マジ
シャンは手の平に釘を置き念力
をかけます。すると・・・どうし
たことでしょう！！曲がっていた釘は次第に真っ直ぐになってきます。今度はその釘を観客の
手の平に置き、念力を送ってもらいます。釘はみるみるうちに観客の手の中で真っ直ぐになり、
釘本来の形に戻ってしまうのです。そのまま釘はすり替えることなく、観客に調べてもらうこ
とができます。これが本当の超魔術だ！貴方も是非この感動を体験してみてください。
この驚異のマジックが誰でも、超簡単に出来てしまうのです。
※商品内容・・・釘、説明書

ジャンボ・スーパードリームバッグ

(オリジナル)

\9,450

マジックを演ずる方にはおなじ
値下げになりました。
みのドリームバックです。しばら
く品切れのため、ご迷惑をおかけ
しましたが今回、限定で再入荷し
ました。
大型の空の紙袋の中を観客に何
もないことをよく示し、おまじな
いをかけると空の袋の中からシ
ルクやフラワーボックス・万国旗
等が次から次へと出現する簡単
で豪華・華麗なマジックです。今
まで、同じパターンのマジックが
多数発表されてきましたが、品質、
堅牢、華やかさ等でオリジナルに
勝るものは出てきませんでした。
前回よりも価格もお求め安くなり、自信を持ってお勧めできる用具です。
フラワーボックス 3 個、紙袋 1 枚付き 予備の紙袋も別売 1 枚\945 で販売しています。
※フラワーボックスの大きさ・・・26cmX11.5cmX11.5cm

セオマジック新製品情報ＤＶＤ2010 年 12 月号
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。カタログの説明だけでは演技内容がわからないという方にお勧め
します。
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\525

気まぐれボール

\12,600

(DVD 付き)

術者は赤・黄・緑の 3 個のボールを観客に示し、
よく改めた透明な筒に金属の外筒を被せて外筒の
特価販売
デザインどおりに、3 個のボールを緑・黄・赤の
順で入れていき、おまじないをかけると赤いボー
ルは、他の２個のボールを貫通して、一番下に移
動しています。再び同じことを繰り返しますが、
何故か赤いボールは一番下に移動しています。術
者が何度繰り返し行っても、結果は同じ・・・。
“この赤いボールは、きまぐれで、思った通りの
場所にあったことがないのです。それでは・・・”
といいながら、今度は赤いボールを木製の箱の中
に入れ、残りの２個のボールは、透明の筒の中に
入れて、外筒をかぶせ木箱を開くと、アラ 不思
議！！ 赤いボールは、箱から消失しています。
はてさて、赤いボールは・・・ なんと！！ 透明の筒の中から現れたではありませんか。い
ったいどうなっているのでしょう。本当に気まぐれな赤いボールのマジックです。
カラフルでファンタジックな、用具・トリックで、観客の注目度は、満点！！ 付属の木箱は、
他のマジックにも応用出来る（消失・出現）すぐれもの！！ 超うれしい逸品！！ 練習不要で、
初心者の方も、今すぐマジックの達人になれます！！！ 用具一式、DVD 付き
※外筒の大きさ・・・9cm 径Ｘ30cm 高

ジャンボ・ペネトレーションミラー

by みかめくらふと

ガラスや鏡の貫通現象は幻想的な雰囲気を醸
し出し、視覚効果満点で観客を引き込むマジ
ックといえるでしょう。
裏表を良く改めた鏡を付属のスタンドに立て
て、シルクで鏡面を拭きます。そのシルクを鏡
の前に置き離れたところからおまじないをす
ると、ナント！！ シルクが自動的に徐々に鏡
の中に引き込まれていき、最後には消え去って
しまいます！！ 鏡には穴も割れ目もないは
ずなのに・・・もう一度、鏡の裏表を改めても、
何の変化もありません。シルクはどこへ・・・
90cm 角シルクが使用でき、大きなステージで
も大変存在感のあるマジックです。従来の製品
は日常使用に耐えられるような出来栄えの物
はありませんでした。あまりにも安っぽいか、
あまりにも重く、大きく使い勝手の良くないも
のでした。この『ミラークル』はデザイン、重
量、使用感にこだわって製作しました。また、
日常壁掛けとして利用いただけるようになっ
ています。シルクは各自ご用意願います。
※鏡の大きさ 約 55cm×46cm（スタンド含む）
※商品内容・・・鏡、スタンド、ギミック、
説明書
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