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和紙作り

製作時間 約2時間¥337一名様あたり
手作り感覚抜群！作って楽しい和紙作り！

※写真にはイメージで絵を描くセットは入っておりません。
　絵を描く場合はお客様でご用意下さい。

※制作時間短縮の為アイロン、ドライヤー、ミキサーが必要となります。
　お客様でご用意下さい。

①ミキサーに紙原料と水を入れ、
　かくはんします。
②ねり材を入れかきまぜます。
③すきます。水がぬけたら形を
　くずさないように取り出します。
④アイロン、ドライヤー等を使って
　乾かします。
※制作マニュアルに作り方詳細が
　あります。

セット内容
手すき枠(ハガキ判)・・・3ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚
紙原料（こうぞ）ねり材付・  1ヶ
舟容器（バケツ）・・・  3ヶ

総数約3５ケ１パック（卸）￥ 11,812

組立花瓶作り
分解して一面ずつペイントしていきます！

●分解した状態で一面ずつに絵が描けます。
●水をゲル化するグリンジェルがセットされています。
　グリンジェルを入れることにより土を入れなくても花が育ちます。
●不要の時はたたむと小さくなってかさばりません。
●植木鉢としても使用できます。ちびっ子たちの思い出作りの必需品！

製作時間 約30分

油性ペン・細・・・・・・   3セット
マグカップ・・・・・・・・・  ２ヶ
ポスター・・・・・・・・・・ ２枚

26,460総数3０ケ１パック（卸）￥

セット内容
組立式花瓶・・・・・・・・・ 30ヶ
（●側面4枚＋底面1枚●グリンジェル(水ゲル化剤)2セット)

95mm

70mm

95mm

一名様あたり ￥882

恐竜作り
エコ工作シリーズ

製作時間  約30分

総数3６ケ１パック（卸） ¥15,435
¥428一名様あたり

大人でも子供でも楽しめるエコ工作シリーズ！
親子で楽しむのに最適です！

作り方は簡単！

型紙サイズ
A4サイズ（H295×W210mm)

①最初に出来たときのイメージをして、
　型紙に色を塗ります。
②色を塗ったら型からはずして、
　はめ込んでいきます。
③はめ込んだらボンドで固定します。
④乾いたら完成です。

セット内容
ティラノザウルス・・・・9ヶ
ブラキオサウルス・・・・9ヶ
トリケラトプス・・・・・9ヶ
ステゴサウルス・・・・・9ヶ

ティラノザウルス完成時(約180×250mm)
ブラキオサウルス完成時(約210×260mm)
トリケラトプス完成時(約90×220mm)
ステゴサウルス完成時(約110×230mm)

木工用ボンド・・・・・・2ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚

ボンド用へら・・・・・10ヶ
ボンド受け皿・・・・・・5ヶ
油性ペン・太・・・・1セット
油性ペン・細・・・・1セット

昆虫＆小動物作り
エコ工作シリーズ

製作時間  約30分

総数3６ケ１パック（卸） ¥15,435
¥428一名様あたり

大人でも子供でも楽しめるエコ工作シリーズ！
親子で楽しむのに最適です！

作り方は簡単！

型紙サイズ
A4サイズ（H295×W210mm)

①最初に出来たときのイメージをして、
　型紙に色を塗ります。
②色を塗ったら型からはずして、
　はめ込んでいきます。
③はめ込んだらボンドで固定します。
④乾いたら完成です。

セット内容
カブトムシ・・・・・・12ヶ
クワガタ・・・・・・・12ヶ
ハムスター・・・・・・12ヶ

カブトムシ完成時(約120×200mm)
クワガタ完成時(約130×210mm)
ハムスター完成時(約120×90mm)

木工用ボンド・・・・・・2ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚

ボンド用へら・・・・・10ヶ
ボンド受け皿・・・・・・5ヶ
油性ペン・太・・・・1セット
油性ペン・細・・・・1セット

ペーパーアニマルパーク作り
エコ工作シリーズ

製作時間 約1時間

総数3２ケ１パック（卸） ¥12,285
¥383一名様あたり

セット内容
ペンギン&シロクマ・・・・8ヶ
キリン&トラ・・・・・・・8ヶ
ライオン&シマウマ・・・・8ヶ
ゾウ&パンダ・・・・・・・8ヶ
木工用ボンド・・・・・・・2ヶ

ハサミ・・・・・・・・・16ヶ
ペーパーカッター・・・・・4ヶ
ポスター・・・・・・・・2枚

竹くし（のりへら用）・・40本
ボンド受け皿・・・・・・・5ヶ

型紙サイズ
A4サイズ（H295×W210mm)
ペンギン完成時(H約75×W約35mm)

シマウマ完成時(H約107×W約103mm)

キリン完成時(H約153×W約103mm)
トラ完成時(約140mm)

ゾウ完成時(約120mm)
パンダ完成時(約65mm)

シロクマ完成時(約95mm)

ライオン完成時(約130mm)

ペーパーアクアリウム作り
エコ工作シリーズ

くっつけるとアクアリウムの完成！
ジオラマは塗り絵になっています♪

総数3２ケ１パック（卸） ¥12,285
¥383一名様あたり

セット内容
カクレクマノミ&ナンヨウハギ・・・16ヶ
オウサマペンギン&カマイルカ・・・16ヶ

木工用ボンド・・・・・・・・・・2ヶ

ハサミ・・・・・・・・・・・・16ヶ
ペーパーカッター・・・・・・・・4ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

竹くし（のりへら用）・・・・・40本
ボンド受け皿・・・・・・・・・・5ヶ

クレヨン32本・・・・・・・・3セット

型紙サイズ
A4サイズ（H295×W210mm)
カクレクマノミ完成時
(約120mm)

オウサマペンギン完成時
(H約75×W約32mm)
カマイルカ完成時
(約150mm)

ナンヨウハギ完成時
(約143mm)

製作時間 1～2時間

車の小物入れ作り
エコ工作シリーズ

フォトスタンド作り
エコ工作シリーズ

製作時間  約30分

色を塗って組み立てるだけ！

¥514一名様あたり 製作時間  約1時間¥514一名様あたり
大人でも子供でも楽しめる
エコ工作シリーズ！
ボンネット部分が
小物入れになっています♪

完成時サイズ(約170×78×100mm)

セット内容
車の小物入れ・・・・・30ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚

油性ペン・太・・・・1セット
油性ペン・細・・・・1セット

総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435 総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435
大人でも子供でも楽しめる
エコ工作シリーズ！
思い出の写真を飾ろう♪

完成時サイズ(約55×158×120mm)

セット内容
フォトスタンド・・・・30ヶ

木工用ボンド・・・・・・2ヶ
ペーパーカッター・・・・4ヶ
ハサミ・・・・・・・・ 15ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚

ボンド用へら・・・・・10ヶ
ボンド受け皿・・・・・・5ヶ
油性ペン・太・・・・1セット
油性ペン・細・・・・1セット

木製おもちゃ作り
総数１００ケ１パック（卸）￥

製作時間    約30分
伝統のおもちゃキットです。
あらかじめ完成している物に着色するだけで
完成！1セットで４種類のおもちゃが楽しめて、
誰でも簡単に作れるキットです。おじいちゃん、
おばあちゃんのセンスの見せ所！！
孫へのアピール度抜群！！！
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イベント例
完成した各おもちゃでゲームをし、うまくできた人に
景品などを付けるのはいかがでしょう？

だるま落とし・・・・・・・・25ヶ

イベントカラー６色各550cc・1セット

絵の具皿・・・・・・・・・・12ヶ
筆洗いバケツ・・・・・・・・  4ヶ
ポスター・・・・・・・・・・  2枚

絵の具筆５P・・・・・・・ 3セット

けん玉・・・・・・・・・・・25ヶ

木ごま・・・・・・・・・・・25ヶ
ヨーヨー・・・・・・・・・・25ヶ

セット内容

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

47,250
一名様あたり ￥472

びっくりピョーン作り

透明容器でびっくりピョーンして、パラシュートになってゆらゆら
落ちてくるよ！

できあがったらみんなで飛ばして遊んでみよう♪

セット内容
びっくりピョーン・・・・・50セット
油性ペン・細・・・・・・・  2セット
ハサミ・・・・・・・・・・・・・5ヶ

セロテープ・・・・・・・・・・・5ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

のり(3入)・・・・・・・・・・2セット

総数50ケ１パック（卸）￥
製作時間 約30分
23,310

一名様あたり ￥466

プラ板作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間 約30分

セット内容
プラ板・・・・・・・・・100枚

ハサミ・・・・・・・・・・・3ヶ
万能ボンド・・・・・・・・・1ヶ
一穴パンチ・・・・・・・・・1ヶ

ポスター・・・・・・・・・・2枚

キーホルダー10ヶ入・・・5セット
回転ピン小10ヶ入・・・・5セット

油性ペン12色入細・・・・4セット

※オーブン（温度調整のできるもの）
　はお客様で御用意下さい。

透明板サイズ
180×130×0.3mm

自分の好きな絵をキーホルダーにしよう！絵を描いて、オーブンにいれるだけなので、
誰でも簡単に作ることが出来ます。

お父さんお母さんやお世話になってる人に贈り物として
プレゼントするのはいかがでしょう？

31,185
一名様あたり ￥311

粘土のマスコットキーホルダー作り
総数100ケ１パック（卸）￥

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

セット内容
・軽量粘土セット・・・・・・・・50セット
(キーホルダー２ヶ、ゼムクリップ２ヶ）
※１セットで２人分になります。

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色550cc ・・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・   2枚

製作時間  30分～1時間
簡単に粘土のキーホルダーが完成します。アイデア
次第でいろんなキーホルダーができます！

31,500
一名様あたり ￥315

粘土でマグネット作り

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

セット内容
・楽しく使えるマグネット作り・・100セット
(粘土のクリップ芯材1、軽量ねんど35g）

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色550cc ・・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・   2枚

粘土で形を作って色を塗ったら出来上がり！

一名様あたり ¥469 製作時間 約30分～1時間
総数100ケ１パック（卸）￥46,935

楽しくつかえるマグネット！
冷蔵庫などにくっつけて使えるよ♪

すな絵作り
 色鮮やかなすな絵を作ろう♪

●手作りキットの大定番がついに登場！作った砂絵を額に掛けられます！
製作時間 約1時間 

セット内容

・カッターナイフ・・・・・・・・5ヶ

・強力接着剤120ml・・・・・・・1ヶ

・すな絵セット・・・・・・・50セット
(●砂12色セット●タック付台紙<210×297mm>
 ●砂おとし用紙<210×297mm>●額台紙●カラーひも<30cm>)

※子供が使っても安全です。
・色鉛筆(12入)・・・・・・・  4セット

・ポスター・・・・・・・・・・   ２枚

27,562総数5０ケ１パック（卸）￥
一名様あたり ￥551

でんでん太鼓作り
総数５０ケ１パック（卸）￥

製作時間 　約1時間
よく響く大きなでんでん太鼓が作れます！！
「なるこ」とセッションしたりしても楽しいよ♪
太鼓の部分は仙貨紙を使っているので、大きく響くでんでん太鼓です。

学芸会、運動会などのイベントでも盛り上がります。

サイズ

セット内容
・でんでん太鼓・・・・・・・・  50ヶ
(●仙貨紙2、色がみ６色組1、丸棒1、
　たこ糸1、紙管1、木製ビーズ2)
・油性ペン12色セット・細・・ 3セット
・のり（３入）・・・・・・・   3セット
・のり用へら・・・・・・・・・・5ヶ

・セロテープ・・・・・・・・・・2ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・2枚

・ハサミ・・・・・・・・・・・  10ヶ

140mm叩く部分の大きさ

36,225
一名様あたり ￥724

クリアパズル作り

36ピースで、小さくて制作時間もかからないお手軽キットです。
白い台紙にジグソーパズルの型抜きがしてあります。
完成品は付属のクリアケースに収納して鑑賞できます。

一名様あたり ¥813 製作時間 約15分
総数30ケ１パック（卸）￥24,412

※ピクチャーパズル
　12.8×12.8cm

※クリアケースサイズ
　13.6×13.1×0.7cm

※材質/紙・PS

セット内容
・パズルクリアケース入り・・・・・・ 30ヶ

・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・・・  ３セット
・絵の具皿・・・・・・・・・・・ ・・12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・・・   4ヶ

・イベントカラー６色各170cc ・・・1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

ジグソーパズル作り

無地のパズル紙に好きな絵を描いて、オリジナルパズルを作ろう！
60ピースと少な目なので、小さいお子様にもカンタンに作る事ができます。

サイズ
375×260mm(60ピース）

セット内容
・ジグソーパズル・・・・・・・・50ヶ

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色各550cc ・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・   2枚

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

製作時間 30分～1時間
40,635
一名様あたり ￥812

総数50ケ１パック（卸）￥

クラフト
クワガタ・チョウ作り

クラフトお絵描き
クワガタ・チョウ作り

セット内容
・クワガタセット黒・・・・15セット
・ちょうセット黒・・・・・15セット
・ラジオペンチ・・・・・・・・3ヶ

・筆洗いバケツ・・・・・・・・4ヶ
・竹串・・・・・・・・・・・ 10本

・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約30分～1時間

総数３０ケ１パック（卸）￥16,065
一名様あたり ￥535
水で濡らすと柔らかくなり、
乾燥すると元の固さに戻る
特殊な紙で出来ています。
型紙はカット済みで作るが
とても簡単です！

組立時クワガタサイズ
W約10cm　H約12cm

W約11cm　H約12cm
組立時ちょうサイズ

製作時間　約30分～1時間

総数３０ケ１パック（卸）￥18,585
一名様あたり ￥619
こちらの商品は無地のクワガタ、
チョウに先に絵を描いてから
作ります。模様を描いてオリジナル
作品ができます。
セット内容

・クワガタセット白・・・・15セット
・ちょうセット白・・・・・15セット
・油性ペン・細・・・・・・  2セット
・ラジオペンチ・・・・・・・・3ヶ

・筆洗いバケツ・・・・・・・・4ヶ
・竹串・・・・・・・・・・・ 10本

・ポスター・・・・・・・・・・2枚
組立時クワガタサイズ
W約10cm　H約12cm

W約11cm　H約12cm
組立時ちょうサイズ

おり紙工作ブック作り

いろんな折り紙が簡単に！作れます♪
種類は10種類！！遊べる折り紙が一杯！
●飛行機2種●こうま●猫●怪獣●ぴょんぴょんカエル
●きつね●風車●亀●インコが作れます！
楽しいイラスト、折り線が付いていてそれぞれに折り方
が付いています。楽しみながら基本の折り方も学べちゃう！

セット内容
・折り紙工作ブック・・・・・・30冊
・ハサミ・・・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約30分～1時間

総数3０ケ１パック（卸）￥11,812
一名様あたり ￥393

タップドール作り

製作時間  30分～1時間
ひもをひっぱると手足が動く楽しい人形です。
タップドール（本体）に着色するだけで
簡単にできあがります。
おもしろおかしく着色して、誰にも真似できない
人形を作ろう！

木製　全長220mm

セット内容
・タップドール・・・・・・・・  54ヶ

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色各550cc ・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・   2枚

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

総数５４ケ１パック（卸）￥ 36,225
一名様あたり ￥670

パタパタ作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間  1～2時間
まるで魔法をかけたみたいに絵がつぎつぎとひっくり返る！
不思議なベニヤのカード！

サイズ　W約250mm×H約450mm

55,125

セット内容
・パタパタセット・・・・・・100セット

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色各550cc ・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・のり（３入）・・・・・・・   5セット
・のり用へら・・・・・・・・・   10ヶ

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

・木工用ボンド・・・・・・・・・ 1ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・ 3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚

一名様あたり ￥551

あれれ？
絵がかわる？

250mm

450
mm

ジャンボ糸引きコマ作り

コマに絵を描いて、糸を巻いてからひっぱると
クルクル回っていろいろな変化が楽しめます♪

製作時間 約20分
総数5０ケ１パック（卸）￥35,595
一名様あたり ￥711

セット内容

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色各550cc ・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

・ジャンボ糸引きコマ・・・・・・50ヶ

・ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚

商品サイズ/直径20×H6cm
●デザイン台紙＆図案集付

絵をかける面が大きいので
遊び方が広がります！！

ひも/143cm
材質/木

風やゴムの働き実験カー作り

一名様あたり ¥619 製作時間 約45分
総数30ケ１パック（卸）￥18,585

ゴムロケット、ウィンドカー、バルーンカー、
プロペラカー！４つの遊び方が出来ます！
セット内容

・風の働き実験カー・・・・・・・・・ 30ヶ
・のり（3入）・・・・・・・・・・2セット
・セロテープ・・・・・・・・・・・・ 5ヶ

・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・ 3ヶ
・色鉛筆(12入)・・・・・・・・・・1セット

・定規・・・・・・・・・・・・・・・ 5ヶ

・油性ペン・細・・・・・・・・・   1セット
・油性ペン・太・・・・・・・・・   1セット
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚

組立時商品サイズ
W約12cmH約15cmD約25cm(プロペラ部含)

動力カー作りいろいろ作れる！

一名様あたり ¥1,018 製作時間 約30分～1時間
総数30ケ１パック（卸）￥30,555

モーターカー、プロペラカー、ソーラーカーと
３種類作れて、各お子様はその中から選んで
作れるセットです。
セット内容

・ソーラーカー基本セット・・・・ 30セット
(オリジナルモーター1、2.2V0.11A豆電球・ソケット1組、直径9mmプロペラ1、
車体1、タイヤ3、プーリー付きタイヤ1、その他材料一式)

・光電池（太陽電池）・・・・・・・・ 5ヶ

・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・ 3ヶ
・単三乾電池(4本入)・・・・・・・15セット

・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚
※ソーラーカーとして作れるのは
　５名様分です。

組立時商品サイズ
W約8.6cmH約14.3cmD約15.2cm
(プロペラカー)
材質/プラスチック、紙(プロペラ)

デラックスカー作り

一名様あたり ¥530 製作時間 約1時間
総数30ケ１パック（卸）￥15,907

タイヤをつけて出発進行！
ゴムと発車棒の力で勢いよく走ります！
セット内容

・デラックスカー作り・・・・・・ 30セット
・のり（3入）・・・・・・・・・・2セット
・セロテープ・・・・・・・・・・・・ 2ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・ 3ヶ
・色鉛筆(12本入)・・・・・・・・・2セット
・油性ペン・細・・・・・・・・・   1セット
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚 組立時商品サイズ

W約9cmH約12cmD約19cm

スチロールグライダー作り

大きくて軽い！
組み立てるのが簡単で、
絵の具で好きな色を塗ろう！
シールも付いています！

一名様あたり ¥656 製作時間 約15分
総数30ケ１パック（卸）￥19,687

※サイズ
　46.5×61×11.7cm
※材質
　発砲スチロール

セット内容
・スチロールグライダー・・・・・・・ 30ヶ

・木工用ボンド・・・・・・・・・・・   2ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・・・・３セット
・絵の具皿・・・・・・・・・・・ ・・  12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・・・・ 4ヶ

・イベントカラー６色各170cc ・・・ 1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

ソフトプレーン作り

詳しいつくり方付きの初心者
向け飛行機工作キットです。

一名様あたり ¥777 製作時間 約20分
総数30ケ１パック（卸）￥23,310

※材質(翼)/スチレンペーパー

セット内容
・ソフトプレーン・・・・・・・・・・ 30ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・・・   4ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・   2ヶ

・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚
・水性カラーペン・・・・・・・・・  5セット サイズ　翼長　245mm

　　　　全長　300mm

作った作品を飛ばしてみよう！
誰が一番遠くまで飛ばせるかな？

スカイスクリュー作り

空に向かってまっすぐ上昇する、
今までにない動きに子供達は夢中になります！！

一名様あたり ¥598 製作時間 約15分
総数50ケ１パック（卸）￥29,925

※サイズ200×180mm(全長)

セット内容
・スカイスクリュー・・・ ・・・・50セット
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・   3ヶ
・木工用ボンド・・・・・・・・・・・   2ヶ
・色鉛筆12本入り・・・・・・・・   3セット
・ペンチ・・・・・・・・・・・・・・   3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚

ふわふわロケット作り

好きな絵を描いて大空にむけてはっしゃしよう！
製作時間 約30分

15,435総数5０ケ１パック（卸）￥

誰が一番遠くへ飛ぶか競争しても
楽しいよ♪

風にのってふわふわ浮かぶビニール
ロケットが作れるセットです。

油性ペン・太・・・・・・   2セット
ポスター・・・・・・・・・・ ２枚

セット内容

サイズ
W1500×H145mm

ふわふわロケット(2入)・・・・ 25ヶ

一名様あたり ￥308

竹とんぼ作り
総数１００ケ１パック（卸）￥

製作時間  約30分
昔ながらの手作りキットです。誰でも時間をかけずに作る
ことができるので、イベントの回転もはやいです！！

セット内容
・竹とんぼ・・・・・・・・・・・ ・50ヶ
・民芸竹とんぼ(15×140×170mm)・ 50ヶ

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・  ３セット

・イベントカラー６色各170cc ・1セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・   4ヶ
・木工用ボンド・・・・・・・・・   1ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・   2枚
※民芸竹とんぼは組立済みで、
　竹とんぼは未組立です。
※竹とんぼ（未組立）につかうナイフ（カッター、小刀等）
　はお客様で御用意下さい。

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

18,427
一名様あたり ￥184

フライングディスク作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間  約30分

サイズ
プラスチック製、　240mm
シール画紙、　145mm

作ったディスクを誰が一番遠くまで飛ばせるかな？

セット内容
・フライングディスク・・・・・100ヶ

(色の指定はできません。)
・イベントカラー６色550cc・・1セット

・絵の具筆5P・・・・・・・・・3セット
・絵の具皿・・・・・・・・・・  12ヶ
・筆洗いバケツ・・・・・・・・　4ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・　2枚

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

51,660
一名様あたり ￥516

シール画紙に絵を描いて、
フライングディスクに
貼るだけで完成です。

作 り 方


