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フライングカイト作り

豆電球ちょうちん作り

ちょうちんを組み立てて豆電球を付け絵を描くだけで
完成です！オリジナルのちょうちんを作ろう！

一名様あたり ¥777 製作時間 30分

セット内容
・豆電球ちょうちん(電池付)・・ 30セット

・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚
・水性ペン・・・・・・・・・・・10セット

豆電球ちょうちんサイズ
直径19.5cm×H22cm

総数3０ケ１パック（卸）￥ 23,310

お絵かきエコスポンジ作り

セット内容
・油性ペン12色入・細・・・・・  2セット
・お絵かきスポンジ・・・・・・・・ 30ヶ

・ポスター・・・・・・・・・・・・  2枚

製作時間 　約15分¥409一名様あたり

※一度水に浸すと元の紙には戻りません。
※水に浸す用のバケツはお客様ご用意となります。

●植物繊維100％なので、一般ゴミとして廃棄でき、
　燃やしても有毒ガスがでません。土に埋めると土に
　還り、自然と人に優しいスポンジです！

圧縮された紙に絵を描いて水に浸すとスポンジに大変身！

基本サイズ

膨らむと厚さ15mm
105×70mm

総数3０ケ１パック（卸）￥ 12,285

うちわ作り

製作時間  30分～1時間

うちわは組立済みで、着色するだけでできる
お手軽手作りキット！

暑い暑い夏の必需品！

竹製 Ｈ380×W240mm

セット内容
・うちわ・・・・・・・・・・・  100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
※絵の具の分量は片面のみの分量となります。

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

総数100ケ１パック（卸）￥ 29,767
一名様あたり ￥297

光のうちわ作り

透き通る透明うちわ！！何度もはり直しできる
カラードタックを使ってオリジナルうちわを作ろう！

●太陽の光にあて、白い机などに近づけると
　机にきれいな模様がうつります♪
●はったりはがしたり自由自在！
●カラードタックなので、作るの簡単！

製作時間 約30分

色鉛筆(12入)・・・・・・・2セット

27,562総数5０ケ１パック（卸）￥

ポスター・・・・・・・・・・ ２枚
ハサミ・・・・・・・・・・・  3ヶ

セット内容
光のうちわ・・・・・・・・・ 50ヶ
（●うちわ型透明板<0.5×200×200mm>●うちわ用持ち手
　●カラードタック5色セット50×100mm<赤・黄・空・緑・橙>)

一名様あたり ￥551

Tシャツ作り

製作時間　約1時間

総数３０ケ１パック（卸）￥20,475

Tシャツ　30枚（卸）￥23,625

油性ペンで描いた絵が、アイロンで熱を加えて
Tシャツに付けられます！

一名様あたり ￥682

アイロンシートサイズ

Tシャツサイズ

※サイズは他にもあります。
　お問い合わせ下さい。

1、お好みの絵柄を下に敷いて、油性ペンでお好みの絵をかきます。
2、アイロンで熱を加えて付けるだけ！

※Tシャツは別売りです。
※アイロンはお客様でご用意下さい。

20×28cmセット内容
・アイロンシート(5枚入)・・・・  6セット
・油性ペン12色入・細・・・・・  2セット
・油性ペン12色入・太・・・・・  2セット
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・  3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・  2枚

身丈60cm 身巾43cm 袖丈17cm
(8歳～10歳用)

オリジナルハッピ作り

軽くて丈夫な不織布製！
オリジナルハッピ作りに最適！

♪不織布に特殊な加工を施し、ぼかしやにじみも表現できます♪
セット内容

・白不織布ハッピ・・・・・・・・・  30着

・ポスター・・・・・・・・・・・・  2枚

製作時間　約45分一名様あたり ￥777

・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550cc ・・・1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

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

商品サイズ
89×62cm
帯130×3cm
(小学校低学年用)

総数3０ケ１パック（卸）￥ 23,310

はた作り

製作時間　約20分

総数５０ケ１パック（卸）￥15,435

絵の具で着色して、万国旗や応援旗を作ろう！
一名様あたり ￥308

サイズ

不織布に特殊な加工をし、絵の具でぼかしや
にじみも表現できます。端は棒が通せるように
加工してあります。

37×26cm
材質/不織布

セット内容
・旗作り(5枚入)・・・・・・・・ 10セット
・丸棒5本組・・・・・・・・・ 10セット

・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
・万能ボンド・・・・・・・・・・・・   3ヶ

・イベントカラー６色各550cc ・・・1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

フォトフレーム作り
総数５２ケ１パック（卸）￥ 41,737
製作時間 約1時間

思い出の一枚をかざろう！
フォトフレームを丸棒や土台に固定し、粘土を使ってかざりを
つけて、好きなように着色すれば完成です。

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

セット内容
・フォトフレームセット・・・52セット
(●土台板【225×180×12mm】、●丸棒
●粘土フォトフレーム●軽量紙ねんど●名前札)

・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）

一名様あたり ￥802

七夕短冊作り

一名様あたり ¥598 製作時間 約10分

総数50ケ１パック（卸）￥29,925

セット内容
七夕個人セット・・・・・50セット
(●七夕用笹小<枝笹550mm>1●色紙6色組1
 ●カラーモール8色組<直径6×240mm>
 ●ホログラムシート<150×200mm>
 ●ポリ袋●名前札)

低学年児童が持つのにちょうどいいサイズです！

穴あけパンチ・・・ ・・・・・ 5ヶ
油性ペン・細・・・ ・・・ 2セット
ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚

ふうりん作り

 自由に描いて風を楽しむ！プレゼントにも最適！
 風鈴に絵を描くだけで完成！
●この風鈴は陶器でできています。表面は吸水性があるので、
　彩色し易く、形もデザインがしやすいように工夫されています。
●金属製の風鈴と違い、大変柔らかい響きのある素朴な音がします。
●面倒な吊り下げ用糸などの組立はすべて出来ていますので、
　絵を描くだけで完成です。

製作時間 約30分

セット内容
・ふうりん・・・・・・・・・・50ヶ
・色鉛筆(12入)・・・・・・・2セット
・油性ペン・細・・・・・・   2セット
・ポスター・・・・・・・・・・ ２枚

総数5０ケ１パック（卸）￥ 29,610

本体サイズ

短冊サイズ
49mm×H194mm

65mm×H80mm

一名様あたり ￥592

こいのぼり作り

製作時間 　約30分¥477一名様あたり
組立簡単！季節行事に最適です！風を楽しもう♪

・ハサミ・・・・・・・・・・・・   3ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・   5ヶ

・油性ペン・細・・・・・・・・2セット

・ポスター・・・・・・・・・・・  2枚

セット内容
・こいのぼり やぐるま・・・・・30セット
（矢車2、矢車受け1、支柱1、モール3)

組立時サイズ/
直径約12cmH約68cmW約56.4cm
材質/PP、PE

総数3０ケ１パック（卸）￥　　　　 　　14,332

お手玉作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間 約1時間

上手にできるようになったら
お友達が作ったお手玉をかりて、
３つ、４つにチャレンジ
してみよう！
サーカス団にスカウトされちゃう
かもよ？

もちろん男の子だって面白いよ♪

女の子向け手作りキット！

セット内容
・手作りお手玉（各５ヶ入）・・・・  40セット
・針（18本入）・・・・・・・・1セット

・ピンクッション（２ヶ入）・・ 1セット
・糸（３束入）・・・・・・ ・・3セット

・ポスター・・・・・・・・ ・・・・2枚
※1人お手玉2つで100人分のセットです。

23,310
一名様あたり ￥233

ガラス風鈴作り

夏の風物詩！ガラスにも描けるようになって登場！
組立済みなので、着色するだけで完成です！

一名様あたり ¥619 製作時間 30分

セット内容
ガラス風鈴・・・・・・30ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚
※ガラスですので取扱には十分ご注意下さい。

油性ペン・細・・・・2セット
色鉛筆12本入・・・・2セット

サイズ
ガラス部分
直径8×6.7cm
ひも部分
約31cm
たんざく部分
13×4.4cm

総数3０ケ１パック（卸）￥ 18,585

ぐにゃぐにゃ凧作り

製作時間 　約30分～1時間¥598一名様あたり
油性ペンで塗るだけ！よくあがります！！！

完全組立済み！！

・セロテープ・・・・・・・・・・   3ヶ
・油性ペン・太・・・・・・・・3セット

・ポスター・・・・・・・・・・・  2枚
サイズ/本体82.8×55cm

材質/不織布(生地)・竹
・ナイロン(たこ糸)

尾　110×10cm
たけぼね　0.5×55×0.25cm

セット内容
・ぐにゃぐにゃ凧・・・・・・・30セット
(本体1、たこ糸(50m)1)

総数3０ケ１パック（卸）￥ 17,955
絵馬作り
総数１００ケ１パック（卸）￥

絵馬に願いを込めて作ろう！きっと願いは叶います！
ありきたりな絵馬じゃ叶う物も叶わない！
神様への大アピール！
自分で絵馬を作ってみよう！
恋愛祈願、合格祈願、必勝祈願など、
すべての願いが
叶うかも・・・

※紫ひもは60cm280
160

105205 絵馬(大) 絵馬(小)

□：mm
サイズ

セット内容
・絵馬（大）ひも付き・・・・・ 50ヶ
・絵馬（小）ひも付き・・・・・ 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）

42,210
製作時間  約30分一名様あたり ￥422

ゆら鈴作り

窓辺に吊り下げて風の音色を楽しもう♪陶器で出来ているので
陶器どうしが触れる音が夏の雰囲気を演出してくれます！

一名様あたり ¥1,039 製作時間 45分

セット内容
ゆら鈴・・・・・・・・30ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚
※陶器ですので取扱には十分ご注意下さい。

油性ペン・細・・・・1セット
油性ペン・太・・・・1セット

組立済みですので、
着色するだけで完成！
サイズ
上部笠　直径105×H30mm
ベル部
53×44mm

総数3０ケ１パック（卸）￥ 31,185

デザイン凧作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間 　約30分

角だこサイズ(和紙製）
　300×430mm
やっこだこサイズ(和紙製）
　595×600mm

組立済みですので、すぐにデザインに取り掛かれます。
オリジナルデザインの凧を大空高く揚げよう～！！

46,935

セット内容
・やっこだこ・・・・・・・・・・50ヶ
・角だこ・・・・・・・・・・・・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）
・イベントカラー６色各170cc ・1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

※糸はお客様で御用意下さい。

一名様あたり ￥469

はごいた作り

製作時間 約30分
総数１００ケ１パック（卸）￥　　　　 　　

お正月の定番アイテム！既成の商品より自分で作って
遊んだ方が100倍おもしろい！遊ぶ喜びと作る喜びを味わおう！

90mm

320mm

セット内容
はごいた ・ ・・・・・・・ 100ヶ
羽根  ・・・・・・・・・・・100ヶ
イベントカラー６色各550cc・1セット

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

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

44,100
一名様あたり ￥441

 厚さ
10mm

かざぐるま(大)作り

一名様あたり ¥403 製作時間 約30分

総数50ケ１パック（卸）￥20,160

セット内容
風車（大）・・・・ ・・・・・50ヶ
ハサミ・・・・・・ ・・・・・ 5ヶ
のり（3入）・・・・・・・・2セット
木工用ボンド・・・・・・・・  1ヶ
色鉛筆12本入・・・・・・・ 2セット
ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚

よく回る仕組みで、回ると綺麗に
見える模様をつけて回そう★

総数50ケ１パック（卸）￥
製作時間  30分～1時間

1000mm

660mm

サイズ
セット内容

・フライングカイト(ビニール製)・・50ヶ

・セロテープ・・・・・・・・・・・2ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

【シート(カイト加工済)1、丸棒(竹)小・中各1、
　大2、シッポシート1、十字ジョイント1、
　プラスチック糸巻50M1】
・油性マーカー12色太・・・・・3セット

とてもあげやすい洋風だこです。 着色して組み立てるだけでOK!
シートに棒をはめるだけで簡単に組み立てる事が可能！

35,910
一名様あたり ￥718

セット内容

・木工用ボンド・・・・・・・・1ヶ

・クリスマスツリーセット・30セット
(ツリー台1,丸棒1,もみの木モール2,カラーモール2,
綿1,ベル1,名前札1)

・ポスター・・・・・・・・・・2枚

誰でも簡単に作れるよ♪

16,695総数30ケ1パック（卸）￥
製作時間　約15分

約32
　cm

¥556一名様あたり

カラーぞうり作り

製作時間 2～3時間

セット内容
・手作りぞうりブルー・・・・・・  40ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・ 2ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・ 2枚

オリジナルのぞうりを作ってみよう！
昔ながらのぞうりを現代風にカラーに
してみました！
作ったぞうりをおじいちゃんおばあちゃんにプレゼント
してポイントをかせごう！
小さなわらじをつくってインテリアとして飾ることもできます。

総数4０ケ１パック（卸）￥ 56,385
一名様あたり ￥1,409

かざぐるま(小)作り

一名様あたり ¥245 製作時間 約15分

総数50ケ１パック（卸）￥12,285

セット内容
風車（小）・・・・ ・・・・・50ヶ

ハサミ・・・・・・ ・・・・・ 5ヶ

※赤・青・黄の取り混ぜです。色の指定はできません。

上手に作って自然を感じよう！！

セロテープ・・・・ ・・・・・ 5ヶ
ハンドドリル・・・ ・・・・・ 2ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚

(●色プラスチック<130×130×0.1mm>1
 ●カラージャバラストロー(直径8mm>●針金<300mm>）

クリスマスリース作り

セット内容

・糸(3ヶ入)・・・・・・・・1セット

・クリスマスリースセット・30セット
(もみの木モール2,わた1,ベル1,カラーモール1セット)

・ポスター・・・・・・・・・・2枚

形はハート型にもできるよ♪

14,175総数30ケ1パック（卸）￥
製作時間　約15分

※身近にある色紙や木の実、リボンなどをご用意いただき、
　使って飾り付けをするとさらにきれいです。

組立時サイズ
約20cm

約20cm

¥472一名様あたり

ペーパークリスマスツリー作り
エコ工作シリーズ

製作時間 1～2時間

とってもリアルで綺麗なクリスマスツリーが出来ます！！

総数3２ケ１パック（卸） ¥13,860
¥433一名様あたり

セット内容
クリスマスツリー(グリーン)・・16ヶ
クリスマスツリー(ホワイト)・・16ヶ
木工用ボンド・・・・・・・・・2ヶ

ハサミ・・・・・・・・・・・32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)
クリスマスツリー(グリーン)完成時
(H約300×W約170mm)
クリスマスツリー(ホワイト)完成時
(H約300×W約160mm)

ペットボトルの粘土作り

製作時間 約1時間

セット内容
ペットボトル用粘土・・・・・・30ヶ 商品サイズ/約18×10×3cm

重量/150g(紙ねんど600g相当です。)

木工用ボンド・・・・・・・・・1ヶ

絵の具筆５P・・・・・・・3セット

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

筆洗いバケツ・・・・・・・・・4ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

粘土べら・・・・・・・・・・30ヶ

絵の具皿、ボンド皿・・・・・15ヶ

軽量で使いやすい超軽量粘土登場！

総数3０ケ１パック（卸） ¥28,035
¥934一名様あたり

※ペットボトルはお客様ご用意となります。

エコなるこ作りメガホン作り
エコ工作シリーズ

タンバリン作り
エコ工作シリーズ エコ工作シリーズ

製作時間  約30分
総数3０ケ１パック（卸） ¥15,435

スポーツの応援に！
¥514一名様あたり 製作時間  約30分

総数3０ケ１パック（卸） ¥15,435
¥514一名様あたり 製作時間  約30分

総数3０ケ１パック（卸） ¥15,435
¥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！
色を塗って組み立てるだけ！

完成時サイズ
(約300×135×135mm)

セット内容
メガホン作り・・・・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

大きな音で応援盛り上がり！
大人でも子供でも楽しめる
エコ工作シリーズ！
色を塗って組み立てるだけ！

大人でも子供でも楽しめる
エコ工作シリーズ！
色を塗って組み立てるだけ！

完成時サイズ
(約260×260×35mm)

セット内容
タンバリン作り・・・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

完成時サイズ
(約70×210×50mm)

セット内容
エコ鳴子作り・・・・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

なるこ作り

製作時間 約30分
総数１００ケ１パック（卸）￥

170mm 70mm

※木製です。

古くから伝わる日本の民芸楽器です。音楽や踊りに合わせて
みんなでカチカチとかなでると、よりイベントが盛り上がるよ！！

組立済みなので、
絵を描くだけで完成！

裏表3連バチ付き！
セット内容

なるこづくり・・・・・・・  100ヶ
イベントカラー６色各550cc・1セット

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

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

37,800
一名様あたり ￥378

ニョキニョキコロコロ作り

セット内容
ニョキニョキコロコロ・・・50セット

青いふくろ、手袋、なが～いふくろ、
形の違う袋を楽しめます！

油性ペン・太・・・・・・・  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)・・・・・・・・・・5セット

総数50ケ１パック（卸）￥ 23,310
製作時間 約30分一名様あたり ￥466

ふわふわゴーゴー作り

袋をそのまま使ったり、開いてパラシュートにするなど５種類のビニール素材で
自由自在に楽しめます。

一名様あたり ¥466 製作時間 約1時間

総数50ケ１パック（卸）￥

セット内容
・ふわふわゴーゴー・・・・・・・・・ 50ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・ 5ヶ
・ボンド・・・・・・・・・・・・・・ 2ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・・・ 8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

23,310


