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スマート介護セレクション

スマート介護からのオススメ情報！ チラシ有効期間： 2017年9月30日まで

vol.4カタログ P.48掲載

vol.4カタログ P.134掲載

vol.4カタログ P.134掲載

vol.4カタログ P.134掲載

vol.4カタログ P.134掲載

vol.4カタログ P.612掲載

作品例

①

250mm

230mm ② ③ ④ ⑤

お祭りにかかせない提灯！5色を取り揃えました。お祭りにかかせない提灯！5色を取り揃えました。

vol.4カタログ P.135掲載

商品コード色種別 価格

① 828-267

タカ印
祭袢天 市松

② 828-268
828-296
828-269

Ⓜ価格：￥5,600＋税 
￥4,191＋税

青
赤

大人
M

③

④

Ⓜ価格：￥5,800＋税 
￥4,343＋税

青
赤

大人
L

●セット内容：袢天、帯、手拭 各1枚●材質：天竺●寸法：①②
大人M／縦690×横600mm、袖幅280×袖丈260mm、帯70
×1600mm、手拭330×900mm③④大人L／縦800×横650
mm、袖幅300×袖丈330mm、帯70×1600mm、手拭330×
900mm●ドライクリーニング不可

①

②

祭袢天を着て
気分をあげよう♪

無地のうちわだから
アレンジ無限大！ 涼しげな

透明素材のうちわ。

タライに水をはって
ヨーヨーや金魚人形など
屋台が楽しめます。

ポリ提灯＜丸＞
商品種別

タカ印

Ⓜ価格：￥900＋税 ／ 価格：￥686＋税

商品コード

372-781① 赤白
372-782② 桃白
372-783③ 黄白

●寸法：高さ250×直径230mm●材質：ポリエステル樹脂
※装飾用ですのでろうそく等は使用しないでください

商品コード商品種別

372-784④ 緑白
372-785⑤ 青白

重ねて
収納可能！

コンパクトに
収納できる
3分割タイプ

こよりを
通す穴あき
短冊。 こよりも

ご一緒にどうぞ

笹などに
簡単に

掛けられます

ワンタッチ
短冊 星

【60枚×3パック】

5色の中から
1色100枚で
お届けします

紙の交換が簡単にでき、
ワンタッチでセットできます！

お祭りでおなじみの
ヨーヨーが100個
作れます！

様々な素材を貼り付けて
オリジナルのうちわが作れます！

ラベルに印刷してうちわに貼るだけで
簡単にオリジナルうちわが完成します♪

すくい遊びの景品を
持ち帰るための袋です。

ワンタッチすくい枠用の
替え紙もご一緒にどうぞ。

商品コード：

Ⓜ価格：￥110＋税 ／ 価格：￥88＋税
810-875

●色：無地●寸法：幅237×全長355mm（持ち手145mm）
●材質：骨：ポリプロピレン、紙
※うちわの紙の種類が変更になる場合がございます。
※芯に紙を糊づけした状態でのお届けとなります。 　

ゴークラ
うちわ

商品コード：

Ⓜ価格：￥110＋税 ／ 価格：￥98＋税
867-848

●寸法：185×265×5mmmm●材質：ポリプロピレン、
ポリ塩化ビニル

キッズ
透明うちわ

商品コード：

Ⓜ価格：￥80＋税 ／ 価格：￥75＋税
818-503

●寸法：全長363×幅240mm（持ち手148mm）●材質：ポリプロピレン

サンワ
手作りうちわ芯

vol.4カタログ P.135掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥60＋税 ／ 価格：￥56＋税
808-467

●寸法：直径90mm、全長160mm
※色のご指定はできません※紙はついていません

アイドル
すくい枠

vol.4カタログ P.135掲載

vol.4カタログ P.135掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,200＋税 ／ 価格：￥2,229＋税
802-866

●セット内容：ヨーヨーふうせん100個、糸ゴム100本、
らくらくポンプ1個、釣り針30個、つりがみ100枚、し
ばらずパッチン（クリップ100個、スタンド1個）
※パッケージ、セット内容は予告無く変更になる場合
があります。 

鈴木ラテックス
らくらくヨーヨーセット

vol.4カタログ P.135掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥1,200＋税 ／ 価格：￥1,100＋税
808-468

●寸法：直径97mm●入数：1000枚入●強度：5号

アイドル
すくい用替え紙（1000枚入）

vol.4カタログ P.135掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,000＋税 ／ 価格：￥2,267＋税
385-318

●寸法：縦210×横165×厚0.03mm●紐カラー：レッド・
ピンク・イエロー・グリーン・ブルー5色の中から1色100
枚でお届けします●材質：PE ※色のご指定はできません

池田工業社
持ち帰り袋金魚用（100枚入）vol.4カタログ P.48掲載

vol.4カタログ P.48掲載

vol.4カタログ P.55掲載

vol.4カタログ P.492掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥2,200＋税 ／ 価格：￥1,650＋税
323-295

●容量：26L●外形寸法：幅525×奥行525×高さ170
mm●質量：945g●材質：ポリエチレン

リス
タライ

作品例

作品例

制作例

納涼祭納涼祭七夕七夕 特集特集
次ページもまだまだ続きます！
納涼祭で使えるあれこれがたくさん！

七夕のお得なセットや笹も！
詳しくは4ページをチェック！

1625

1744

1618

デザイン満彩 うちわ 検索

うちわの制作におすすめの用紙はこちら

うちわのテンプレートがダウンロードできます！

いつものラベルノーカット

用品特集

の夏 イベント

①

②

③

商品コード：

Ⓜ価格：￥100＋税 ／ 価格：￥80＋税
888-635

●セット内容：たんざく30枚、金たんざく1枚●寸法
：縦250×横50mm●材質：上質紙

トーヨー
かんたんたんざく（31枚入）①

商品コード：

Ⓜ価格：￥200＋税 ／ 価格：￥160＋税
888-651

●セット内容：ピンク・水・黄・黄緑 各6枚●寸法：縦120×
横50mm●材質：画紙

トーヨー
おてがるミニたんざく（24枚入）③

商品コード：

Ⓜ価格：￥100＋税 ／ 価格：￥80＋税
888-634

●寸法：長さ約21.5cm●材質：上質紙

トーヨー
こより（80本入）②

商品コード：

Ⓜ価格：￥400＋税 ／ 価格：￥300＋税
833-893

●セット内容：おりがみ（15.0cm）10色各1枚、ちよがみ（ぼかし）6枚、
ちよがみ（鶴柄）1枚、プリズムおりがみ1枚、たんざく（15.0×5.0cm）
10枚、リング用（15.0×2.0cm、15.0×1.0cm）各10枚、キラキラかざ
り1本、こより（44.0cm）5本、うすがみ（白・桃）各1枚、ぬりえ台紙1
枚、おかざりテキスト1枚、かざり（ひこぼし、おりひめたんざく、星な
ど）●パッケージ寸法：330×200mm●材質：おりがみ・ちよがみ・短
冊・リング・おかざりテキスト＝上質紙、プリズムおりがみ・キラキラ
かざり＝PVC、こより＝上質紙うすがみ・うす葉紙、ぬりえ・かざり・
パッケージ＝コートボール、袋＝ポリプロピレン
※部材の色は変更になる場合があります。

トーヨー
七夕セット

商品コード：

Ⓜ価格：￥13,500＋税 ／ 
価格：￥12,420＋税

719-608

●外形寸法（組立時）：2100mm
●根元：φ15mm●材質：ポリエ
ステル繊維他●組立式●3分割

ササガワ
笹 2100mm

商品コード：

Ⓜ価格：￥4,500＋税 ／ 
価格：￥4,140＋税

719-609

●外形寸法：縦270×横270×厚12mm、差し込み筒＝
φ16×高250mm●材質：木他
※設置の際は安定した場所に必ず固定してご使用ください。

ササガワ
笹スタンド

商品コード：

Ⓜ価格：￥23,500＋税 ／ 価格：￥21,620＋税
719-606

●セット内容：笹2100mm×1本（3分割タイプ）、笹スタンド×1台、短冊（穴アキ）×330
枚、こより×332本、人形ヌキ×2枚、スター短冊×3枚、ホイル飾り×6個、でんぐり×5個、
ミニでんぐり×3個、天の川×2個、ワンタッチ短冊 星×180枚
※商品の色や柄は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ササガワ
七夕イベントセット・小

ご注文受付期間：2017年5月22日～2017年6月30日

ご注文受付期間：2017年5月22日～2017年6月30日

ご注文受付期間：2017年5月22日～2017年6月30日

ご注文受付期間：
2017年5月22日～2017年6月30日

ご注文受付期間：
2017年5月22日～2017年6月30日

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,500＋税 ／ 価格：￥3,220＋税
719-607

●セット内容：短冊（穴アキ）×30枚、こより×32本、人形ヌキ×2枚、スター短
冊×3枚、ホイル飾り×6個、でんぐり×5個、ミニでんぐり×3個、天の川×2個
※商品の色や柄は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

ササガワ
七夕飾りセット

笹に飾ったり、付属の台紙に貼って
壁掛けタイプにもなります！

手芸・クラフト・ラッピングに！
柔らかい不織布テープ状の糸。

すぐに始められる
ボリューム満点の
七夕イベントセット！

七夕飾りがたくさん入ったセット！

オマケ付き！

コンパクトに収納できる
3分割タイプの笹！

笹を支えます！
笹ツリー用の
固定スタンド。

室内に飾るのに
ちょうど良いサイズの笹。
室内に飾るのに
ちょうど良いサイズの笹。

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,500＋税 ／ 価格：￥3,220＋税
719-610

●外形寸法：1350mm●材質：ポリエステル繊維他

ササガワ
笹＜特大＞1350mm

http://harawool.com/
asobiyarn.html

七夕飾り 吹流しが
作れます！

あそびヤーンで

レシピはこちらから
ダウンロードできます♪

① ② ③ ④

⑤

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Ⓜ価格：￥350＋税 ／ 価格：￥295＋税

商品コード商品種別

702-888白①

原ウール
あそびヤーン ビッガー

702-889ベージュ②

702-890うすピンク③

702-891ピンク④

702-892黄色⑤

702-893ミントグリーン⑥

702-894紫⑦
702-895黒⑧

●寸法：直径約10mm×28m●材質：ナイロン100％●質量：6g

糸の可能性は
無限大！

編む・織る・結ぶなど
楽しみ方は様々。

笹・飾り・
でんぐり・短冊など

七夕イベントの
材料が一式
揃っています！

※イメージ

※イメージ ※イメージ

納涼祭で使えるあれこれがたくさん！
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プラス株式会社 ジョインテックスカンパニー

TEL：
ご不明な点・カタログの請求に関してはスマート介護お問い合せセンターまでご連絡ください。

午前９時～午後６時
（日・祝祭日を除く）

0120-535-060

0120-535-071

http://www.smartkaigo.jp

■
■
■
■

日・祝祭日のお届け（配送）をご希望の際はスマート介護お問い合せセンター（0120-535-071）までご相談ください。 
Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 
　  はお取り寄せ商品です。キャンセル・返品はお受けできません。
このチラシの商品はサンプルをご用意しています。（※一部商品を除く）スマート介護お問い合せセンターまでご用
命ください。

WEB24時間受付 FAX
FAXでのご注文は、スマート介護 vol.4カタログ裏面の専用オーダーシートをご利用ください。

スマート介護 検索ご注文

vol.4カタログ P.231掲載
コカ・コーラ
①

●1L用（1袋につき）

商品コード 価格内容量

873-9942.0Ｌ
入数

1箱（6本入）×2 ￥2,548＋税

業パ お得なまとめ買い！＜2箱入＞

②

アクエリアス

アクエリアス＜パウダー＞

商品コード 価格

873-999
入数

1箱（5袋入）×5 ￥2,020＋税

業パ お得なまとめ買い！＜5箱入＞

②5箱（25袋入）1袋あたり￥212.4＋税 ￥80.8＋税

①2箱（12本入）1本あたり

￥480＋税

②10箱（220本入）1箱あたり

商品コード：  ／ 価格：￥11,250＋税894-955
●セット内容：ショットガンライフル×2丁、コルク弾（ショットガンライフル
用）×50発、弾置き皿×5個、射的台（看板付き）×1台●寸法：幅605×奥行400×
高さ695mm●質量：1kg※商品のセット内容・部品は、画像や記載事項から変
更されることがあります。また、カラー・形状の指定はできませんので、あらか
じめご了承ください。※的となる景品は同梱されておりません。

池田工業社
射的あそび用品セット

商品コード：  ／ 価格：￥15,000＋税864-459
●200人分●セット内容：ミルクせんべい200枚入り×10、ミルク
せんべい95枚入り×10、ソース500mL×1、チョコソース600g×
1、梅ジャム300g×1、くるくる回転くじボード×1、ソース用刷毛×
3、ソース入れ用容器×3、舟皿×50、タイトル入りイベントシール×
1、ポスター×1●賞味期限：約6ヶ月●製作マニュアル付き

アキザト
ソースせんべい屋さん

紙風船と
巻鳥（吹き戻し）の

セット

昔ながらの
駄菓子中心の
詰め合わせ

おなじみの
射的あそび♪

両面使用
できます♪

パッケージから
紙ラケットを
切り抜けます

茶（筋入）5枚と
白5枚のセット

手触りが優しい
かみふうせん

http://www.taka.co.jp

テンプレートが無料ダウンロードできます！

ラッピング用品は他にもまだまだあります！
詳しくはスマート介護vol.4カタログP.110をご覧ください

①①

①

①

①

①

②

②

②

②

②

オリジナルデザインの
抽選箱が作れるキット。

はがして書いて貼るだけ！糊いらずのふせんタイプのくじ。

商品コード：

Ⓜ価格：￥680＋税 ／ 価格：￥544＋税
867-089

●組立て式●底板ボール紙付き●寸法（組立時）：高さ
＝167×幅167×奥行167mm、出し入れ口＝直径95
mm●付属品：テスト印刷用紙＝側面用・天面用各1枚
（257×182mm、0.09mm）

タカ印
手作り抽選箱キット　

ボリュームたっぷり100個入！
つややかでやわらかい風船。

昔なつかしいお祭り気分を味わえる、
ソースせんべい屋さんセット。

水分補給もしっかりと！

いろいろなお菓子の詰め合わせ！
イベントなどにおすすめです。

ちょっとした贈り物に！
雑貨など小物入れに使えます。

商品コード：

Ⓜ価格：￥950＋税 ／ 価格：￥788＋税
369-744

●入数：100個●色数：8色●本体寸法：膨らまし最大サイズ＝
丸型約22cm●材質：天然ラテックス
※風船の色・パッケージが変更になる場合がございます。

宝興産
風船パックパーティー（100個入）

お菓子やおもちゃなど、イベントに合わせて
お好みの景品を用意するだけ！

イベントの案内板などに活躍します！

砂糖脂質 保存料・着色料ゼロ！

片面方眼入りの模造紙50枚巻！
イベントのプログラムなどに。

鮮やかな発色！紙に書いてもにじまず
裏うつりしないポスカ。ブラックボード用マーカーで書き消しOK！

マグネットで貼り付けOK！
※チョークはご使用になれません

商品コード：  ／ 価格：￥22,500＋税894-954
●セット内容：スーパーボール（22mm×250個、27mm×100個、32mm×20個
、38mm×25個、45mm×5個）、すくい枠×30個、替え紙×500枚、ボール容器×20
個、持ち帰り用袋×100枚、角形プール×1個、ステップポンプ×1個、シート×2枚
●寸法：角型プール＝幅1050×奥行700×高さ300mm、シート＝900×1700
mm※商品のセット内容・部品は、画像や記載事項から変更されることがあり
ます。また、カラー・形状の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。

池田工業社
スーパーボールすくい大会

商品コード：  ／ 価格：￥1,550＋税365-318
●寸法（1枚あたり）：788×1091mm●坪量：81.4g/㎡（四六判換算70kg）
●方眼：点線サイズ＝25mm、実線サイズ＝50mm●生産国：日本●片面方
眼、片面無地
※スマートバリューの模造紙はそれぞれ原紙が違うため、発色が異なります。

スマートバリュー
方眼模造紙 ＜白＞ 50枚巻×1箱

このセットで
すぐにイベントが
できます！

必要なものが全て揃った
スーパーボールすくいのセット！

卵 乳 小麦 そば かに ごま カシューナッツえび落花生
アレルゲン情報（2016年9月15日現在の製造情報） ※ピンクは、原材料として使用しているものを表します。

※アレルゲン情報は本体パッケージに記載しております。

商品コード：

Ⓜ価格：￥230＋税 ／ 価格：￥218＋税
709-378

●1袋180g●1袋あたり383.5kcal

やおきん
①

商品コード：

Ⓜ価格：￥330＋税 ／ 価格：￥313＋税
709-379

●1袋235g●1袋あたり498.5kcal

やおきん
②おもいっきりパック 駄菓子屋さんパック

vol.4カタログ P.128掲載

vol.4カタログ P.128掲載

vol.4カタログ P.135掲載

vol.4カタログ P.128掲載

vol.4カタログ P.127掲載

vol.4カタログ P.229掲載
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作成例

①使用例

商品コード：

Ⓜ価格：￥180＋税 
855-161

デビカ
スーパーボール

価格：￥150＋税
●入数：8個

商品コード：

Ⓜ価格：￥40＋税 
894-993

トモダ
袋入しゃぼん玉

価格：￥32＋税
●入数：しゃぼん液（22mL）×1個、
吹き棒×1本●寸法：吹き棒＝110
mm、しゃぼん液＝80mm●材質
：容器・キャップ＝ポリエチレン、
吹き棒＝ポリプロピレン

商品コード：

Ⓜ価格：￥120＋税 
800-872

銀鳥産業
あやとりひも

価格：￥100＋税
●セット内容：ひも＝3本●ひもの長
さ：各色約1.3m●材質：アクリル

商品コード：

Ⓜ価格：￥150＋税 
873-112

デビカ
ゴムふうせんセット

価格：￥128＋税
●入数：大1個、中3個、小4個の計8個
●本体寸法：膨らまし最大サイズ＝（大）
約縦33×横25cm、（中）約縦31×横20
cm、（小）約縦24×横15cm●材質：天
然ゴム※風船の色・パッケージは予告
なく変更される場合がございます。

商品コード：

価格：￥92＋税
867-558

●セット内容：紙風船×1、巻鳥×1●膨らまし最大寸
法：紙風船＝直径約150ｍｍ●材質：風船＝紙、巻鳥＝
PP・紙 ※巻鳥の色は選べませんのでご注意ください

池田工業社
紙風船（巻鳥入） 商品コード：

Ⓜ価格：￥250＋税 ／ 価格：￥197＋税
810-895

●セット内容：大1枚、中2枚、小1枚、紙製ラケッ
ト付●寸法：大＝直径140mm、中＝直径120
mm、小＝直径100mm

トーヨー
かみふうせんセット

vol.4カタログ P.110掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥200＋税 ／ 価格：￥170＋税
888-286

●入数：白５枚・茶（筋入）5枚●寸法：縦170×横
116mm●材質：純白=35g/㎡、筋入=32g/㎡

フロンティア
ちょこっと袋（10枚入）
ありがとう

商品コード：

価格：￥170＋税
867-835

●セット内容：角めんこ＝10枚、丸め
んこ＝6枚●材質：紙●厚み：1mm

池田工業社
時代めんこセット

商品コード 価格Ⓜ価格種別

①小槌
￥300＋税￥253＋税837-372

●寸法（1枚あたり）：縦79×横79mm●裏面：白無地（貼りなし・
糊付）●材質：上質紙（81g/㎡）

タカ印
のり付きくじ（30枚入）

②ピエロ 837-373

商品コード 価格Ⓜ価格種別

①8色 ￥1,600＋税￥1,011＋税152-991

●内容：①青・緑・水色・黄・赤・桃・白・黒②紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑
・黄・うす橙・青・茶・白・灰・黒●ケース寸法：①149×159×22②146×93×
60mm●インク：水性顔料●本体寸法：軸径18.2×厚さ18.7×全長142.0
mm●描線幅：1.8～2.5mm●中字丸芯

三菱鉛筆
ポスカ中字丸芯

￥3,000＋税￥1,890＋税②15色 152-999

※メーカー都合により内容が変更になる場合がございます※食品のため、ご返品はご遠慮願います。
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1624
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①
セ
ッ
ト
内
容（
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例
）

②
セ
ッ
ト
内
容（
一
例
）

無料テンプレートをダウンロードして
オリジナルデザインを作り、
専用用紙にプリントする

①

ミシン目に沿って用紙をカット②
透明抽選箱の中に白抽選箱をセット③
透明抽選箱と白抽選箱のすき間に
用紙を差し込んでできあがり！

④

4ステップで簡単に抽選箱が作れる！

商品コード：  ／ 価格：￥17,550＋税894-957
●セット内容：水チカ用ヨーヨー×500個、水チカ用釣り針×200本、水チカ用
釣り紙×1000枚、水チカ用ポンプ×1個、角型プール×1個、ステップポンプ×1
個、シート×2枚●寸法：角形プール＝幅1050×奥行700×高さ300mm、シート
＝900×1700mm※商品のセット内容・部品は、画像や記載事項から変更され
ることがあります。また、カラー・形状の指定はできませんので、あらかじめご
了承ください。

池田工業社
ヨーヨー釣り大会

たっぷり500個の
ヨーヨーセット

お祭りやバザーなど各種イベントに
ピッタリのヨーヨー釣りセット！

商品コード 価格種別

①小 ￥5,218＋税381-280

●奥行き：折りたたみ時＝45mm、使用時＝①～600②～700mm●質量：①
4.0②4.65kg●材質：枠＝天然木、ボード面＝スチール、裏＝ベニヤ、チェーン
＝スチール●広がりすぎ防止チェーン付

スマートバリュー
A型黒板＜マーカータイプ＞

外形寸法：縦850×横480ｍｍ
板面寸法：縦620×横430ｍｍ

②大 ￥6,040＋税830-096外形寸法：縦1120×横480ｍｍ
板面寸法：縦810×横430ｍｍ

vol.4カタログ P.231掲載

業パ お得なまとめ買い！＜10箱入＞

商品コード 価格内容量

①3.2g×22本 ￥500＋税719-596

ファイン
イオンドリンク（スポーツドリンク味）

719-5971箱（22本入）×10 ￥4,800＋税②

方眼入
（片面のみ）

ヘリウム
ガス対応

坪量
81.4g/㎡

円10等分割目盛付
（最大直径50cm）

※実際の罫線は
薄いグレー色です

黄色と赤の風船は
イラスト付♪

商品コード：

Ⓜ価格：￥150＋税 
385-864

銀鳥産業
竹とんぼ2本組

価格：￥120＋税
●寸法：羽サイズ＝長さ136×
幅15mm、軸サイズ＝直径約
4×長さ152mm●材質：竹

ブラックボードポスカをご利用ください。
太字8色（835-962／￥1,600＋税）
中字8色（835-953／￥1,280＋税）※単品もございます

Web掲載


