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キラキラどろだんご作り

のぼり旗・ポスター

下じき作りモコモコすな絵作り

ちぎり絵作り 風船ヘリコプター作り

宝石画作り

ほたるストラップ作り

フラワーストラップ作り

動くドラえもん作り

ペットボトル掃除機作り ペットボトルでふうりん作り 風力発電工作キット作り

デコトートバッグ作り

風船作り
クリスマスツリー作り

宣伝部長

みんなでワイワイ
楽しく作ろう♪ VOL.2010

ポール
※材質＝スチール製、樹脂コーティング
　　　サイズ＝全長３m伸縮式

（卸）１本＝￥622　カラー＝青

注水台
※材質＝ポリエチレン製
　サイズ＝４０×４０cm 満水時＝20kg

（卸）1台＝￥3,622　カラー＝白

のぼり旗
※材質＝テトロンポンジ
　サイズ＝45×180cm

（卸）１枚＝￥2,992

（卸）１枚＝￥78

ホワイトボード(中)サイズ/W61.7×H44.3cm (卸)¥1,571
(卸)¥981ホワイトボード(小)サイズ/W44.3×H32cm

ホワイトボード(大)サイズ/W130×D55.6×H180cm　(卸)¥60,007

イベント会場の雰囲気作りに最適です。

手作りモーターで動くドラえもんを作ろう！

自然が生んだ美しい石「天然宝石」
を使ってあなただけのステキな宝石画
を作ってみよう！

タケコプターが回り、手を振り、足を上下させます！ご注文は1枚、1ヶ、1本よりOK！
ただし、梱包荷造り費、送料は
お問い合わせ下さい。

↓

ポスター

※セット内容は一部変更になる場合があります。
お絵かきブーメラン作り

製作時間  約10分¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

投げた場所に戻ってくる！
好きな絵を描いて飛ばそう！

シートサイズ/269×248×2mm
材質/発砲スチロール
※揚力の向きが一定方向に制限されて進路が曲がり、
　投げた場所に戻ってきます。

セット内容
お絵かきブーメラン・・・・・・30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

恐竜発掘キット作り

製作時間  約30分¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥23,310
恐竜は全部で6種類！
カナヅチやノミなどの道具を使って何回か打つと中から恐竜が現れます。
さぁ、もう君は本物の古生物学者です！

発掘時サイズ(プラキオサウルス)
H約7cm

石膏サイズ
約10×8cm

セット内容
ペロキラプトル・・・・・・・・5ヶ
パラサウロロフス・・・・・・・5ヶ
プラキオサウルス・・・・・・・5ヶ
ステゴサウルス・・・・・・・・5ヶ
トリケラトプス・・・・・・・・5ヶ
ティラノサウルス・・・・・・・5ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・2枚
発掘セット・・・・・・・・5セット

フラワーアレンジ作り

製作時間  約30分¥672一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥20,160

製作時間  約1時間

製作時間  約1時間

¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

はなのうつわを作ってみよう！
絵を描いてから花を組み立てる
だけで簡単に制作できます！

大きなリースがかんたんに作れるよ♪
ふわふわのともだちが優しくむかえてくれるよ！

完成時サイズ
H12×W13×D13cm

セット内容
フラワーアレンジイエロー・15セット
フラワーアレンジレッド・・15セット
油性ペン・細・・・・・・・  1セット
ポスター・・・・・・・・・・・2枚

セット内容
ふわふわさんのドア飾り・・15セット
水彩絵の具12色入・・・・・ 5セット
木工用ボンド・・・・・・・・・ 3ヶ
ハサミ・・・・・・・・・・・・ 3ヶ

へら・・・・・・・・・・・・  10ヶ
絵の具筆５P・・・・・・・・3セット

絵の具・ボンド受皿・・・・・  15ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

はずむポンポンボール作り

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

製作時間  約1時間

製作時間  約1時間

¥1,312一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥39,375

カンタンにキレイなボールが出来た！

ゴムボールって、はずんで、はね返っておもしろいよね！
夢と一緒に飛び跳ねるかわいいボール。
そんなボールを自分でつくってみよう！
カラフルなオリジナルボールを作って遊んでみよう！

粉を水につけると、なぜかたまるの？

完成サイズ
直径45mm前後

セット内容
はずむポンポンボールセット・30セット
マグカップ・・・・・・・・・・10ヶ
スプーン・・・・・・・・・・・10ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・2枚

プラスチックキーホルダー作り

製作時間  約30分¥567一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥17,010

粘土みたいに、いろいろな物を作ってみよう★
プラスチックの秘密がわかる！

お湯につけると柔らかくなる！

セット内容
プラスチックキーホルダーセット・15セット
割ばし・・・・・・・・・・・・・約60本
　　　セット
ポスター・・・・・・・・・・・・・2枚

製作時間  30分～1時間

あかりたちの夢作り

¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥23,310

広がる色と光の世界！
五角形のキラキラ光るランプシェードができます！

完成時サイズ/H約210×W約200×D約200mm 完成時サイズ/H約140mm

セット内容
あかりたちのゆめ・・・・・30セット
LEDチェンジングライト・・・・30ヶ
のり（３入）・・・・・・・・3セット
ハサミ・・・・・・・・・・・・・6ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・・5ヶ
カッター・・・・・・・・・・・・5ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

セット内容
フワフワフラワー・・・・・6セット
(1セットで5個作れます。)

目打ち用ニードル・・・・・・・・5ヶ
ペンチ・・・・・・・・・・・・・5ヶ

木工用ボンド・・・・・・・・・・5ヶ
20Ｐピンチ・・・・・・・・・3セット
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

ずっとさわっていたくなるような、ふわふわの
素材が気持ちいい！ストラップも付いています★

¥945一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥28,350

プロペラの回転で空気を後ろに送り出し、
ペットボトル内の気圧を下げてゴミを
吸い込むサイクロン掃除機です！

地球に優しい
ペットボトルの
リサイクルで
簡単！嬉しい！
楽しい手作り！
涼しげな音色を
お楽しみ下さい。

※ペットボトルはお客様でご用意下さい。

セット内容
サイクロン式クリーナー・・・30セット
ペットボトル用ハサミ・・・・・・3ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・・5ヶ

油性ペン・細・・・・・・・・・・2セット
単三乾電池（４本入）・・・・・15セット

ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

セット内容
エコふうりんパステルフラワー・・12セット
エコふうりんゴシックワールド・・12セット
エコふうりんかいじゅう王国・・・12セット
油性ペン・細・・・・・・・・・・  2セット
定規・・・・・・・・・・・・・・・・  5ヶ
木工用ボンド・・・・・・・・・・・・  5ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・・・・  5ヶ
目打ち用ニードル・・・・・・・・・・  5ヶ
ペットボトル用ハサミ・・・・・・・・  3ヶ
ハサミ・・・・・・・・・・・・・・・  5ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・・・  2枚

かわゆいリボン作り

製作時間  約30分製作時間  約30分

製作時間  約30分

¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

ケータイに！シューズに！かばんに！ドレスに！
組み合わせは自由自在！

完成時サイズ
※グルーガンを使う際火傷の恐れがある為、大人の方がやって下さい。

W約6cm

セット内容

グルーガン・・・・・・・・・・2ヶ
ハサミ・・・・・・・・・・・・5ヶ

リボン製作キット・・・・・3セット
(1セットで10個作れます。)

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥23,310

あまµいフルーツやチョコの香りがする、字や絵が
浮き出るとっても楽しいバック作りです。

トートバッグサイズ

※製作時間は絵を描いて、表面が固まるまでの時間です。
　短縮したい場合は、ドライヤー等をお使い下さい。

W約200×H約310mm
(持ち手も含める)

セット内容

ホイップペン・・・・・・・・・3ヶ
(バニラ・チョコレート・ストロベリーの香り各1ヶ)

デコペン6本セット・・・・10セット
トートバッグ・・・・・・・・ 30ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

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

ペットボトルを利用して風力発電機を
作る工作キットです。

※ペットボトルはお客様でご用意下さい。一人２個必要となります。

セット内容
ペットボトル用ハサミ・・・・・3ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・3ヶ
定規・・・・・・・・・・・・・3ヶ
油性ペン・細・・・・・・・2セット

風力発電工作キット・・・・30セット

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

お絵かきハウス・電車・自動車作り

製作時間  約30分～1時間¥1,039一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥31,185 ¥23,310

組み立ててクレヨンで絵を描こう！

完成時サイズ
おえかきハウス/H約795×W約880×D約715mm
おえかきでんしゃ/H約830×W約500×D約720mm
おえかきじどうしゃ/H約645×W約500×D約1100mm

セット内容
おえかきハウス・・・・・・・3セット
おえかきでんしゃ・・・・・・3セット
おえかきじどうしゃ・・・・・3セット
クレヨン12色入り・・・・・・9セット
ポスター・・・・・・・・・・・2枚
※3～4人で1セットとなります。

¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

のりをつけずに、そのまま貼れる！
セット内容

ちぎり絵5色セットA・・・・・5セット
(山吹・桜・薄紫・空・若緑/ポストカード3枚)
ちぎり絵5色セットB・・・・・5セット
(ローズ・チョコレート・メロン・ライムライト・ピーチ/ポストカード3枚)
色鉛筆12色入り・・・・・・・3セット
ポスター・・・・・・・・・・・2枚

パックンタンブラー作りオリジナル手作りキット

製作時間  約15分¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥23,310

絵を描いて容器に入れるだけ！保温保冷可能！
アイデア次第で画像や押し花を入れる事も出来ます！

サイズ
(H約13×直径約7.5cm)

セット内容
マイタンブラー・・・・・・・・30ヶ

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

セット内容
モーターで動くドラえもん・30セット

※いろいろな表情が楽しめるシール付！
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚
単一電池２本組・・・・・・30セット

スペースグライダー作り

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

とてもよく飛ぶスペースグライダーを作って
宇宙について考えてみよう！

完成時サイズ
(H約95×長さ約215mm)

セット内容
スペースグライダー作り・・・・30ヶ
竹くし・・・・・・・・・・・1セット
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

コロコロっとしてピカピカに輝くどろだんごを
作ろう！みがけばみがくほどピカピカに！

セット内容
キラキラどろだんご・・・・30セット
ハサミ・・・・・・・・・・・・・5ヶ
トレイ・・・・・・・・・・・・・3ヶ
下敷き・・・・・・・・・・・・・5枚
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

写真の様に絵を描く場合は別途油性ペン・絵の具等をご用意下さい。

タックジュエリー作り

製作時間  約30分～1時間¥672一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥20,160

ねんどで形を作って色を塗り、タックジュエリーを
貼ってオリジナルのキーホルダーを作ろう！

セット内容
タックジュエリーセット・・15セット
(1セットで2個作れます。)

油性ペン・細・・・・・・・・2セット
油性ペン・太・・・・・・・・1セット
粘土用へら・・・・・・・・・・10ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚
粘土内容量/計量粘土35g

¥672一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥20,160

紙に絵を描いて貼るだけで完成します！
サイズはB5サイズ！

セット内容
下じきセット・・・・・・・30セット
油性ペン・細・・・・・・・・2セット

ポスター・・・・・・・・・・・・2枚
ハサミ・・・・・・・・・・・・・3ヶ

※絵が描けるのは片面のみです。

¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥23,310

¥777一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥23,310

水を入れて混ぜるだけ！モコモコっとお皿に描けば
オリジナルアートが楽しめる！
乾燥すると落ちません。

セット内容
モコモコ砂絵・・・・・・・30セット
ハサミ・・・・・・・・・・・・・3ヶ
油性ペン・・・・・・・・・・・・1本
定規・・・・・・・・・・・・・・1ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・・3ヶ
サランラップ・・・・・・・・・・1ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

セット内容
宝石画セット・・・・・・・15セット
ミニ色紙・・・・・・・・・・・15枚
色鉛筆12色入・・・・・・・・5セット
油性ペン・細・・・・・・・・3セット
木工用ボンド・・・・・・・・・・5ヶ
ボンド受け皿・・・・・・・・・・5ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

ふわふわさんのドア飾り作り

染め紙ミニサークル作り

・筆洗いバケツ・・・・・・・・・・4ヶ
・ベニヤ板・・・・・・・・・・・10枚
・のり（3入）・・・・・・・・2セット

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

どんな模様が
出来るかは
キミ次第！

製作時間  1～2時間

・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・・3セット

セット内容
・染め紙ミニサークル・・・・30セット

完成サイズ

※ドライヤー等をつかい
　そめ紙を乾かせば
　制作時間が短縮
　できます。

直径82×高さ120mm

・絵の具皿・・・・・・・・・・・12ヶ

・カッター・・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・2枚

総数30ケ１パック（卸）
一名様あたり ￥777

製作時間  約30分 製作時間  約30分

製作時間  約15分 ¥514一名様あたり

プロペラに絵を描こう！

セット内容
風船ヘリコプター・・・30セット
油性ペン・細・・・・・  2セット
ポスター・・・・・・・・・  2枚

製作時間  約10分

製作時間  1～2時間

数多くの商品を取り揃えて
おりますが、万が一既存の商品の
中でお目当ての商品がない場合、
オリジナルの手作り商品を
お作りし、イベントに合わせて
ご提案させていただきます。
既存の商品でもイベント人数に
合わせて総数の変更も対応
いたしますので、お気軽に
お申し付け・お問い合わせ下さい。

セット内容
・風船セット・・・・・・・30セット
・ミニポンプ・・・・・・・・・ 5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約30分

総数３０ケ１パック（卸）￥15,435

風船作りに
クリスマスツリー作り
が加わりました！
是非お試し下さい！

一名様あたり ￥514

総数３０ケ１パック（卸）￥15,435

膨らませた時のサイズ
H 　約55cm

製作時間  1～2時間 ¥514一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥15,435

あなただけのオリジナルストラップを
作ろう！

完成サイズ/約6.5cm

セット内容
ほたるストラップ（２入）・・・15セット
ペンチ・・・・・・・・・・・・・10ヶ
ニッパー・・・・・・・・・・・・3ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・・・2枚

¥1,093一名様あたり
総数３６ケ１パック（卸） ¥39,375

※ペットボトルは
　お客様でご用意下さい。

製作時間  1～2時間

レンタル価格 ￥14,962

※ (大 )は両面書けて、(中 ) (小 )は片面のみです。

・詳しい内容は別紙カラーチラシをご覧下さい。
※表示価格は消費税が含まれております。

Ｂ５用紙・・・・・・・・・・・35枚　


