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万華鏡作り

総数１００ケ１パック（卸）￥
昔からの手作りおもちゃです。いろんな模様で楽しもう！

小さなお子様でも簡単に作ることができる
昔からの大人気の万華鏡キットです。 製作時間 約30分

150mm

39mm

手作りキットの大定番！上下のキャップをはめるだけ！

セット内容
・筒・・・・・・・・・・・・・100ヶ
・反射板・・・・・・・・・・・300ヶ
・模様紙・・・・・・・・・・・100ヶ
・反射板用シール・・・・・・・100ヶ
・樹脂ガラス・・・・・・・・・100ヶ
・キャップ・・・・・・・・・・200ヶ
・花・・・・・・・・・・・・・100袋
・のり（３入）・・・・・・・・1セット
・のり用へら・・・・・・・・・・３ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・４ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・２枚

36,067
一名様あたり ￥360

パック万華鏡作り
総数１００ケ１パック（卸）￥
製作時間 30分～1時間

180mm

50mm

50mm

内筒をスライドさせ、上からのぞくと４分割された絵がくっついたり、はなれたりします。
また外筒にコンパスの針などで穴をあけると、星のような世界が広がります。

自分で万華鏡の模様を作っちゃおう！！

※外筒に、色紙をはったり、飾りをつけすぎると暗くなってしまうので、ご注意下さい。

39,060

セット内容
・パック万華鏡セット・・・・・  100ヶ
（外筒用台紙1・内筒用台紙1・シール台紙1
　・鏡用台紙1・筒用透明キャップ）

・油性ペン１２色セット・細・・4セット
・のり（３入）・・・・・・・・1セット
・のり用へら・・・・・・・・・・・3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

一名様あたり ￥390

ミニオカリナ作り
総数30ケ１パック（卸）￥17,325

セット内容
・ミニオカリナ(首掛けひも・仕上げ用ニス付）30ヶ
・油性ペン・細・・・・・・・・2セット
・絵の具筆５P・・・・・・・・ 1セット
・ニス用の皿・・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

小さなオカリナですが、ドレミファソラシドの
音階がでます。
首に下げるとかわいいペンダントになります。
防犯笛にもなります。

W  60mm
H  50mm
サイズ

製作時間  1～2時間一名様あたり ￥577
手のひらにおさまる小さな土笛！

プチオカリナ作り
総数60ケ１パック（卸）￥

製作時間  1～2時間

セット内容
・プチオカリナ(首掛けひも・仕上げ用ニス付）60ヶ
・油性ペン・細・・・・・・・・3セット
・絵の具筆５P・・・・・・・・ 1セット
・ニス用の皿・・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

W  55mm
H  45mm

かわゆいプチオカリナセットです。
小さなオカリナですが、ドレミファ
ソラシドの音階が出ます。
首に下げるとかわいいペンダント
にもなります。

サイズ

31,185
一名様あたり ￥519

オカリナ(大)(小)作り

製作時間  1～2時間

セット内容
・オカリナ大・・・・・・・・・  20ヶ
・オカリナ小・・・・・・・・・  20ヶ

大小各（カラーパレット・首掛けひも・つや出し用ニス）付き
・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・・3セット
・筆洗いバケツ・・・・・・・・・3ヶ
・ニス用の皿・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・２枚

総数40ケ１パック（卸）￥

(大） W160mm
サイズ

H  80mm
(小） W120mm

H  65mm

オカリナを吹いて大自然の心を伝えよう！
ペイントするだけでオリジナルオカリナが
完成します。

35,910
一名様あたり ￥897

動物オカリナ作り

製作時間  1～2時間

イルカ・ラッコ・シーホース各（カラーパレット・首掛けひも・つや出し用ニス）付き
・絵の具筆５Ｐ・・・・・・・・3セット

セット内容
・イルカ・・・・・・・・・・・  12ヶ
・ラッコ・・・・・・・・・・・  12ヶ
・シーホース・・・・・・・・・  12ヶ

・筆洗いバケツ・・・・・・・・・3ヶ
・ニス用の皿・・・・・・・・・・5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・2枚

総数36ケ１パック（卸）￥

楽しい海の仲間もよろしくね♪

40,635
一名様あたり￥1,128

風船作り
キリン風船作り

風船作り
ダルメシアン風船作り

セット内容
・ダルメシアン風船・・・・・・35ヶ(内予備5ヶ)
・模様カッティング・・・・・・30ヶ
・ミニポンプ・・・・・・・・・ 5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

総数３０ケ１パック（卸）￥10,395

制作時間も短く、簡単に作れます！
お目目がとってもかわいい
ダルメシアン風船作りです♪

一名様あたり ￥346

セット内容
・キリンさん風船・・・・・・・35ヶ(内予備5ヶ)
・模様カッティング・・・・・・30ヶ
・ミニポンプ・・・・・・・・・ 5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

総数３０ケ１パック（卸）￥10,395

制作時間も短く、簡単に作れます！
首のなが～～～～～い！
キリンさんの風船作りです♪

一名様あたり ￥346

膨らませた時のサイズ
H 　約45cm
Ｗ　約22cm

膨らませた時のサイズ
H 　約30cm
Ｗ　約25cm

風船作り
雪だるま風船作り

風船作り
ミツバチ風船作り

セット内容
・ミツバチボディー風船・・・・35ヶ(内予備5ヶ)
・ミツバチ羽根風船・・・・・・35ヶ(内予備5ヶ)
・模様カッティング・・・・・・30ヶ
・ミニポンプ・・・・・・・・・ 5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

総数３０ケ１パック（卸）￥9,450

制作時間も短く、簡単に作れます！
羽根の部分で腕輪のようになり、
とってもかわいい
ミツバチ風船作りです♪

一名様あたり ￥315

セット内容
・雪だるま風船・・・・・・70ヶ(内予備5ヶずつ)
・マフラー風船・・・・・・・・35ヶ(内予備5ヶ)
・模様カッティング・・・・・・30ヶ
・ミニポンプ・・・・・・・・・ 5ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

総数３０ケ１パック（卸）￥9,765

制作時間も短く、簡単に作れます！
マフラーがとってもかわいい
雪だるまの風船作りです♪

一名様あたり ￥325

膨らませた時のサイズ
ボディ部　約30cm
羽根部分　約50cm

膨らませた時のサイズ
H 　約20cm
Ｗ　約10cm

おさかなバルーン作り

セット内容
・イルカバルーン（ブルー）・・  12ヶ

持ち帰ってディスプレイできるようにスティックが付いています！

※風船はヘリウム風船ではありません。

・イルカバルーン（ピンク）・・  12ヶ
・クマノミバルーン・・・・・・  12ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・２枚

総数36ケ１パック（卸）￥ 11,655
製作時間  　約5分一名様あたり ￥323

お魚の中に入っている袋を叩いて
割るとお魚が約3分で膨らみます。

膨らました時のサイズ
W約28cm
H約14cm

H約26cm
スティックの長さ

ペンシルバルーン作り
ピエロといっしょに上手に作ろう
初めての方でも、今すぐ遊べます！！

・風船５０本
・目玉シール

・らくらくポンプ
・ビデオ（作り方２０種類）

￥1,039

￥1,559

・作り方説明書

ペンシルバルーン（ビデオ付きセット）

ペンシルバルーン風船セット
・風船１００本
・目玉シール

￥1,874

・風船５０本
・目玉シール1枚

・らくらくポンプ
・DVD（作り方２０種類）

ペンシルバルーン（DVD付きセット）

ハメパチくん 作りキーホルダー
コースター

絵や写真をサークルカッターで切って、
パッチンとはめれば完成で、作るのが
とってもかんたん！！
セット内容

サイズ
・ハメパチくんコースター・・・20ヶ ハメパチくんコースター

内寸　直径7.4cm

内寸　直径5.4cm

直径7.8cm

ハメパチくんキーホルダー
直径6.3cm

・ハメパチくんキーホルダー・・20ヶ

・油性ペン12色入・細・・・・2セット

・サークルカッター・・・・・・  1ヶ
・画紙・・・・・・・・  8枚(40名分)

・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

総数4０ケ１パック（卸）￥24,412
一名様あたり ￥610

（卸）￥

箱入りの一番人気のセットです！

※販売にはハート型・楕円形・角形・長方形
　大型(  85mm/   100mm/   150mm)等もあります。
　お問い合わせ下さい。

31,185

ポラロイド、デジカメプリンタ、ＰＣプリンタ等で
印刷した物を原稿としてバッジ製作ができます！！
バッジマシーン本体の販売についてはお問い合わせ下さい。

バッジ２５０名様用１パック

※PCプリンタ、デジカメ等はお客様で御用意下さい。
¥15,435バッジ材料　55mm ＋バッジマシーンレンタル

￥15,750
上記
価格は

の価格と
なります。250ヶ１セット

たけうま作り

製作時間  約30分¥1,559一名様あたり
総数２０ケ１パック（卸） ¥31,185

セット内容
たけうま制作キット・・・・20セット

組み立て式で作るのがとても簡単です！

輪ゴム・・・・・・・・・・約100本
ビニールテープ（3入）・・・7セット
ポスター・・・・・・・・・・・2枚

※部材には十分の強度がありますが、
　体重が70kg以上の方は乗れません。

約150cm

約25cm

セット内容
くねくねヘビセット・・・・・・・30セット

色鉛筆１２色入・・・・・・・・・  1セット
きり・・・・・・・・・・・・・・・・  3ヶ

へら・・・・・・・・・・・・・・・・  5ヶ

ホッチキス・・・・・・・・・・・・・  1ヶ
ペンチ・・・・・・・・・・・・・・・  5ヶ
セロテープ・・・・・・・・・・・・・  3ヶ
木工用ボンド・・・・・・・・・・・・  3ヶ
木工用受け皿・・・・・・・・・・・・  5ヶ

ハサミ・・・・・・・・・・・・・・・  5ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・・・・  2枚

はばたく飛行機作り

セット内容
・パタパタ飛行機・・・・・・・・・・ 30ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・・・   3ヶ
・ペンチ・・・・・・・・・・・・・・   3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚 ※材質/PP・ABS・ゴム・鉄・銅

サイズ　全長　約350mm
　　　　幅　　約450mm

ゴム動力で羽をパタパタ
動かしながら飛んでゆく！
はばたく姿はまるで鳥のよう！

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

セット内容
・リアル昆虫カブトムシ・・・・・18セット
・リアル昆虫クワガタ・・・・・・18セット
・ミニハンマー・・・・・・・・・・・10ヶ
・木工用ボンド・・・・・・・・・・・3ヶ
・ポスター・・・・・・・・・・・・・  2枚

創意工夫する力を育てる！
製作時間  約30分～1時間¥1,093一名様あたり

総数３６ケ１パック（卸） ¥39,375

なつかしく動きのある作品が作れます！
¥672一名様あたり

総数３０ケ１パック（卸）¥20,160

ペン立て作り
総数１００ケ１パック（卸）￥　　　　 　　

製作時間 　　約30分
作るのがとってもカンタンなので、製作時間がほとんど
かかりません。
小規模イベントに最適です！！

サイズ 80mmH100mm

セット内容
上下プラスチック枠・・・・・100ヶ
側面画紙・・・・・・・・・・200枚
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ヶ
筆洗いバケツ・・・・・・・・・4ヶ
ポスター・・・・・・・・・・・2枚

（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

23,310
一名様あたり ￥233

水笛作り

小鳥のさえずり　森の中に
いるような　音色がキレイ！ セット内容

・水笛・・・・・・・・・・・・32ヶ水笛は陶器で出来ています。
油性マジックでお好みの
色つけができます。
水を入れて吹くと
森の中の小鳥のさえずりの様な
音色が鳴ります。
水の量によって、音色が変わります。

(陶製水笛、専用ニス)
・油性ペン・細・・・・・・   3セット
・ポスター・・・・・・・・・・ ２枚

総数３２ケ１パック（卸）￥ 18,900
製作時間 約20分一名様あたり ￥590

クリアソープ作り
10,237

製作時間 20分
総数100ケ１パック（卸）￥

溶かして型で固めるだけ！グリセリン石けん
なので、お肌に優しく、お子様にも安心です！

セット内容
クリアソープセット・・・・ 5セット

※写真にある大きな楕円の石けんを作る場合10ヶ程度しか作れません。

※電子レンジ、クーラーボックス（屋外の場合）冷蔵庫(屋内の場合)は
　お客様でご用意下さい。

付属の型の星型、ハート型、魚型、貝殻型だと合計100ヶ以上作れます。

マグカップ・・・・・・・・・・ 5ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・ 2枚
完成時サイズ約4cm

スプーンセット・・・・・・・2セット

一名様あたり ¥102

型抜き菓子作り

♦四角い板菓子状のかわいい絵柄からうまく抜いて下さい。
♢砂糖ともち粉を混ぜたものなので安全です。

縁日で誰もが熱中した。。。

みんなでチャレンジ！
完成の早さや板数で競ったり、うまく
できたら景品プレゼントもどうですか？

参加者に景品をつけるなら
おもちゃ、お菓子の
取り扱いがありますので、
お問い合わせ下さい。

（型抜き準備セット）
【別売】

作業板　　→５枚
安全ピン・ようじ→相当分
ポスター　→２枚

総数１００枚１パック（卸）￥　　　　 　　1,575
（別売）型抜き準備セット（卸）￥ 1,575

一名様あたり ￥15

不思議なコースター作り
総数１００ケ１パック（卸）￥

セット内容
・丸型５枚セット・・・・・10セット
・角型５枚セット・・・・・10セット
・油性ペン・細・・・・・・  4セット
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約30分コップのしずくがたれない不思議なコースター！
こんなの見たこと無い！

●丸型５枚セット　 88×5mm
■角型５枚セット 90×90×5mm

冷たい飲み物を入れたコップなどに
付く雫がコップより垂れません。
ペンで自由にデザインして
楽しめます♪

24,885
一名様あたり ￥248

パックンマグ作り
総数5０ケ１パック（卸）￥ 23,310

マグカップサイズ 85×95mm

製作時間 約15分
付属の画紙にペンで絵を描いて画紙をマグカップ
の中に入れるだけ！簡単に作れます！
セット内容

パックンマグ・・・・・・・・・50ヶ

水性カラーペン12色・・・・・7セット
ポスター・・・・・・・・・・・・2枚

画紙・・・・・・・・・60枚 (内10枚予備)

¥466一名様あたり

ペンデミカップ作り
総数3０ケ１パック（卸）￥ 11,340

セット内容
ペンデミカップ・・・・30ヶ

ポスター・・・・・・・・2枚

※オーブントースター、洗剤、
　スポンジはお客様でご用意
　下さい。

油性ペン・細・・・・2セット

製作時間 約30分¥378一名様あたり

H約5cm　直径約4cm
サイズ

とっても小さくてかわいい♪
ペンデミカップです！

①カップに絵を描きます。
②オーブントースターで２分やきます。
③カップがさめてから洗剤をつけスポンジで
　軽く洗います。
④すてきなプチカップの出来上がり♪

お茶碗作り ゆのみ作り
総数30ケ1パック（卸）￥

セット内容

お茶碗サイズ

・お茶碗セット・・・・・・30セット
(お茶碗、専用マーカー緑・黄・桃・青・赤・黒)
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間　約15分

絵を描いてお湯をそそぐだけで
ステキなお茶碗ができます！

28,350

110×45mm

一名様あたり ¥945

総数30ケ1パック（卸）￥

セット内容
・ゆのみセット・・・・・・30セット
(ゆのみ、専用マーカー緑・黄・桃・青・赤・黒)
・ポスター・・・・・・・・・・2枚

製作時間 約15分

絵を描いてお湯をそそぐだけで
ステキなゆのみができます！

29,767

ゆのみサイズ
64×80mm

¥992一名様あたり

ノブサイン作り

オリジナルノブサインを作ってドアに飾ろう♪
製作時間 約30分
26,460総数5０ケ１パック（卸）￥

セット内容

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

イベントカラー６色各550cc・1セット
（赤・黄・緑・コバルト・黒・白）

ノブサイン(2入)・・・・・・・・25ヶ
（●ノブサイン2●紙やすり1)

玄関や自分の部屋のドアに、楽しいメッセージ付きのノブサインを
個性豊かに作ってみよう♪

85mm

100mm

250mm

一名様あたり ￥529

籐カゴ小物入れ作り

製作時間 約2時間¥603一名様あたり
はじめての籐工芸に最適！
素敵な小物入れが作れます！

・木工用ボンド・・・・・・・・・   2ヶ

・カッター・・・・・・・・・・・   3ヶ
・ハサミ・・・・・・・・・・・・   5ヶ
・セロテープ・・・・・・・・・・   3ヶ

・色鉛筆12本入・・・・・・・・1セット

・ポスター・・・・・・・・・・・  2枚

セット内容
・籐かご作り・・・・・・・・・30セット

・絵の具皿・・・・・・・・・・・ 10ヶ
・へら・・・・・・・・・・・・・ 10ヶ 組立時サイズ/

H約17cmW約15cmD約13cm

総数3０ケ１パック（卸）￥ 18,112

クリアキャンドル作り

湯せん容器が大変あつくなるので、ご注意下さい。

総数3０ケ１パック（卸）￥
製作時間 1～2時間

セット内容
・クリアキャンドルセット・・・15セット

(1セットで２人分となります。)
・グラス・・・・・・・・・・・30ヶ
・接着剤・・・・・・・・・・・ 1ヶ
・はし・・・・・・・・・・・・ 1袋
・湯せん用容器・・・・・・・・・ 1ヶ
・湯せん用容器ポット(フタ付)・・  1ヶ
※ポット、お湯はお客様で御用意下さい。

(●ジェル200g●台座付き芯２●装飾用砂
 ●貝殻セット●ガラス製魚２●カラーパレット４色)

透明感いっぱいのすてきなオリジナルキャンドルが簡単に作れます！！
テーブルの上のちっちゃなアクアワールド。ジェルの中にお気に入りの小物や
思い出をちりばめてポッと灯をともせば、心安らぐゆったりとした時間があなたを
包んでくれるでしょう！！50～70時間点灯可能！！

イベント会場に明るい灯をともそう！！

22,837
一名様あたり ￥761

※グラスは写真と異なる場合があります。

楽しいキャンドル作り

シートキャンドル、モザイクキャンドル、
雪だるまなどが作れます。
それぞれお客様ご用意の物がありますので、
詳しくは制作マニュアルを
ご確認下さい。

総数約３５ケ１パック（卸）￥16,537

オリジナルのキャンドルが作れます！！
一名様あたり ￥472 製作時間 1～2時間

※1つのキャンドルキットで3～4個のオリジナルキャンドルが作れます。

セット内容
・手作りキャンドルキット・・・・10セット

(パウダーキャンドル230g、座金付き芯糸4、
色つけ用スティック青、ピンク、黄、赤)

・ポスター・・・・・・・・・・・・・2枚

・プラカップ・・・・・・・・・・・・3ヶ
・竹くし・・・・・・・・・・・・・・3ヶ
・バット・・・・・・・・・・・・・・1ヶ
・ミニカッターナイフ・・・・・・・・1ヶ

・湯せん用容器・・・・・・・・・・・ 1ヶ
・湯せん用容器ポット(フタ付)・・・・  1ヶ

※ポット、お湯はお客様で御用意下さい。
湯せん容器が大変あつくなるので、ご注意下さい。

・はし・・・・・・・・・・・・・・・ 1袋
・ハサミ・・・・・・・・・・・・・・ 2ヶ

製作時間  1～2時間¥945一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸） ¥28,350

水てっぽうを組み立てよう！
竹芯に布を巻いて、たこ糸でしばって作ります！
セット内容

水鉄砲セット・・・・・・・30セット
きり・・・・・・・・・・・・・5ヶ

ハサミ・・・・・・・・・・・・5ヶ
きり用作業台・・・・・・・・・3ヶ

ポスター・・・・・・・・・・・2枚

製作時間  約10分 ¥945一名様あたり
総数３０ケ１パック（卸）¥28,350

16枚のカードからパーツを切り取り、組み立てて
望遠鏡を作る手作りキットです。倍率約4.5倍！

セット内容
望遠鏡セット・・・・・・・30セット

ハサミ・・・・・・・・・・・ 10ヶ
カッター・・・・・・・・・・ 10ヶ
のり（３入）・・・・・・・3セット

ポスター・・・・・・・・・・・2枚
完成最大サイズ/295×56mm

工作マット・・・・・・・・・・5枚

製作時間  約2～3時間

約 14×約 14cm
カブトムシ・クワガタ完成サイズ


