
七夕七夕
星に願いを♪星に願いを♪

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

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

トーヨー
七夕セット

商品コード：

Ⓜ価格：￥13,500＋税 ／ 
価格：￥10,000＋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：￥3,500＋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：￥3,500＋税 ／ 
価格：￥2,680＋税

719-607

ササガワ
七夕飾りセット・小

商品コード： Ⓜ価格：￥1,200＋税 ／ 価格：￥1,104＋税738-367

ササガワ
和紙七夕セット

ご注文受付期間：2018年6月30日まで

ご注文受付期間：2018年6月30日までご注文受付期間：2018年6月30日まで

ご注文受付期間：2018年6月30日まで

ご注文受付期間：2018年6月30日まで

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！

七夕飾りがたくさん
入ったセット！

コンパクトに収納できる
3分割タイプの笹！

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。

商品コード：

Ⓜ価格：￥2,500＋税 ／ 
価格：￥2,200＋税

738-368

●外形寸法：1100mm
●材質：ポリエステル繊維他

ササガワ
笹1100mm

※イメージ

※イメージ

七夕のイベントで大活躍！準備と片付けがカンタン。
七夕セットなどで飾りつけ、手軽に七夕が楽しめます。

●セット内容:越前和紙短冊/10枚、リング用もみ和紙短冊/7色×3束、民芸和紙折り紙15cm角/10
枚、民芸和紙折り紙19cm角/2枚、友禅和紙折り紙15cm角/2枚、星形カード/金銀各1枚、こより
/20本※リング用もみ和紙短冊はリング状になっておりません。
※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。

vol.5カタログ P.132掲載 Pick UP版 P.110掲載

vol.5カタログ P.132掲載 Pick UP版 P.110掲載

vol.5カタログ P.132掲載 Pick UP版 P.110掲載

●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。

●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。

越前和紙を使用した七夕セット。

綿100%
1460mmの

大きなタペストリー
900mm

1460
mm

パケージにも
飾れるパーツが

盛りだくさん！ムダのない
セットです。

親子
パンダ付

スマート介護からのオススメ情報！

イベント用品特集

スマート介護セレクション
チラシ有効期間:2018年9月30日まで

夏の
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！夏の定番イベントを楽しもう♪

納涼祭
夏の定番イベントを楽しもう♪
納涼祭

Pick UP版 P.31掲載
vol.5カタログ P.53掲載

vol.4カタログ P.612掲載

作品例

①

①

③

②

④

230mm

② ③

④ ⑤

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

5色の中から
1色100枚で
お届けします

商品コード：

Ⓜ価格：￥110＋税 ／ 価格：￥88＋税
810-875

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●サンプルあり

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●サンプルあり

サンワ
手作りうちわ芯

商品コード：

価格：￥425＋税
859-449

サンワ
抜きうちわ vol.5カタログ P.133掲載

Pick UP版 P.111掲載

vol.5カタログ P.133掲載
Pick UP版 P.111掲載

vol.5カタログ P.53掲載
Pick UP版 P.31掲載

vol.5カタログ P.53掲載
Pick UP版 P.31掲載

vol.5カタログ P.53掲載
Pick UP版 P.31掲載

vol.5カタログ P.133掲載
Pick UP版 P.111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●サンプルあり
※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.5カタログ P.133掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,200＋税 ／ 価格：￥2,229＋税
802-866

鈴木ラテックス
らくらくヨーヨーセット

商品コード：

Ⓜ価格：￥3,500＋税 ／ 価格：￥2,934＋税
809-460

上西産業
のぼり立台 Pick UP版 P.111掲載

vol.5カタログ P.133掲載
Pick UP版 P.111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
●サンプルあり

アイドル
すくい用替え紙（1000枚入）

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.5カタログ P.548掲載

商品コード：

Ⓜ価格：￥2,200＋税 ／ 価格：￥1,650＋税
323-295

リス
タライ

作品例

作品例

デザイン満彩 うちわ 検索

vol.5カタログ P.684掲載

お祭りにかかせない提灯！
5色を取り揃えました。

屋台の演出にこのつるし旗がおすすめ。

使用時には水を入れてご使用ください。

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。

ヨーヨーつりや飲み物を冷やす
万能タライは大活躍まちがいなし。

重ねて
収納可能！

5色の中から
1色100枚で
お届けします

紙の交換がワンタッチで
簡単にできできます！

お祭りにかかせない
ヨーヨーが100個作れます！
お祭りにかかせない
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！

おり紙を貼ったり、絵を書いたり。
デザインは作り手のアイデア次第。

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紙。

吊旗
商品種別 Ⓜ価格 価格

ササガワ

商品コード

738-358 ￥1,152＋税￥1,280＋税 

738-359 ￥1,548＋税￥1,720＋税 

738-360 ￥1,260＋税￥1,400＋税 

738-361 ￥1,080＋税￥1,200＋税 

① 焼そば
② フランクフルト

●寸法：①～③450×300mm④400×300mm●もめん布●片面印刷●上部パイプ、紐付き

③ ラムネ
④ 氷

のぼり
商品種別 Ⓜ価格 価格

ササガワ

商品コード

738-362 ￥2,970＋税￥3,000＋税 

738-363 ￥2,520＋税￥2,800＋税 

738-364 ￥2,520＋税￥2,800＋税 

①抽選会場
②ヨーヨーつり

●寸法：①1800×600mm②③1800×450mm●ポリエステル繊維●片面印刷

③ スーパーボール
すくい

①

① ②

②

③

制作例

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

商品コード：

Ⓜ価格：￥800＋税 ／ 価格：￥660＋税
867-498

上西産業
のぼり竿

2段伸縮式のポールです。
のぼり立て台にセットすると安定します。

●寸法：400×400×高さ300mm●質量：空の
時1kg、満水時18kg●材質：ポリエチレン●色：
ありぼリー●対応竿寸法：直径16～60㎜×長さ
4m以内●型番01-1295

●寸法：400×400×高さ300mm●質量：空
の時1kg、満水時18kg●材質：ポリエチレン●
色：ありぼリー●対応竿寸法：直径16～60㎜×
長さ4m以内●型番01-1295

●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。 

250
mm
250
mm

お祭りにかかせない
のぼりはこれで！

●入数：10枚●材質：ボール紙●寸法：直200×厚
さ0.6mm（持ち手の穴／約直径30mm）●サンプ
ルあり●レク企画書No.1741

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

vol.5カタログ P.132掲載
Pick UP版 P.110掲載

●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●サンプルあり●レク
企画書No.1618、1888
※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。 　

タペストリー
商品種別

藤久

商品コード

738-365
738-366

① 笹タペストリー
② 笹タペストリーパンダ付
Ⓜ価格：￥1,400＋税／価格：￥1,260＋税 
●外形寸法:約1460×900mm●材質:綿100%（オック
ス）●質量:270g 

作品例

拡大図



販売店記入欄

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

https://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「●サンプルあり」と記載のある商品はサンプルをご用意しています。スマート介護お問い合せセンターまでご用命ください。
レク企画書の使い方はP.35-36をご覧ください。

WEB24時間受付 FAX
FAXでのご注文は、スマート介護 vol.5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

商品コード：  ／ 価格：￥11,250＋税894-955

池田工業社 タカ印
②射的あそび用品セット

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♪

手触りが優しい
かみふうせん

①

①

②

②

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。

商品コード：  ／ 価格：￥22,500＋税894-954

池田工業社
①スーパーボールすくい大会

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！

商品コード：

Ⓜ価格：￥230＋税 ／ 価格：￥218＋税
709-378

●1袋180g●サンプルあり

やおきん

商品コード：

Ⓜ価格：￥330＋税 ／ 価格：￥313＋税
709-380

●内容量：220g●サンプルあり

②①おもいっきりパック びっくりパック

vol.5カタログ P.126掲載vol.5カタログ P.148掲載

vol.5カタログ P.52掲載
Pick UP版 P.30掲載

vol.5カタログ P.133掲載
Pick UP版 P.111掲載

vol.5カタログ P.125掲載
Pick UP版 P.103掲載

vol.5カタログ P.126掲載
Pick UP版 P.104掲載

vol.5カタログ P.244掲載 vol.5カタログ P.244掲載

やおきん

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：894-993

トモダ
袋入しゃぼん玉

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

Ⓜ価格：￥150＋税 
価格：￥120＋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
●サンプルあり

商品コード：888-090

銀鳥産業
パンチボールふうせん

商品コード：

価格：￥92＋税
867-558

池田工業社
紙風船（巻鳥入）商品コード：810-895

トーヨー
かみふうせんセット

商品コード：

価格：￥170＋税
867-835

池田工業社
時代めんこセット

※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。

①セット内容（一例） ②セット内容（一例）

①

②

商品コード 価格Ⓜ価格種別

①小槌
￥300＋税 ￥237＋税837-372

のり付きくじ（30枚入）

タカ印
手作り抽選箱キット　

②ピエロ 837-373

http://www.taka.co.jp

無料テンプレートは「タカ印」の
ホームページからダウンロードできます！作成例

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！

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。

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！

オリジナルデザインの抽選箱が作れるキット。

●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＝900×1700mm

●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※的となる景品は同梱されていません。

●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/㎡）●サンプルあり●レク企画書No.1624

商品コード：

価格：￥17,550＋税
894-957

池田工業社
③ヨーヨー釣り大会

●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

①②③※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。

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95mm●付属品：テスト印
刷用紙＝側面用・天面用各1枚（257×182mm、0.09mm）

納涼祭イベントやゲームの景品に！

●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●サンプルあり●レク企画書No.1730 
※巻鳥の色は選べませんのでご注意ください

●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
120mm、小／直径100mm●サンプルあり

●入数：2個●膨らまし最大寸法：直径
約40cm●サンプルあり

商品コード： 385-864

銀鳥産業
竹とんぼ2本組

●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

商品コード：724-400

サンワ
デザインかざぐるまPET

●セット内容：軸パーツ、PETシート1枚
●完成品寸法：全長415×幅260㎜●寸
法：本体／200×200㎜、軸／直径8×長さ
285㎜※本体寸法は完成図の寸法です。
●材質：PET、PP●サンプルあり

●入数：しゃぼん液（22mL）×1個、吹き棒
×1本●寸法：吹き棒／110mm、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●サン
プルあり

●セット内容：角めんこ／10枚、丸
めんこ／6枚●材質：紙●厚み：
1mm●サンプルあり

JK0054-201805

ポスト・イット® 強粘着ノート
ネオンカラー 50×50mm
商品種別

スリーエム ジャパン

232-516①

①

ウルトライエロー

Ⓜ価格：￥280＋税 ／ 価格：￥175＋税

●オレンジ・ウルトライエロー・ローズ・エレクトリックブルー・ライム各色90枚×5

商品コード

297-709
235-235
297-710

②ローズ
③エレクトリックブルー
④ライム

Ⓜ価格：￥1,200＋税 ／ 価格：￥694＋税
297-717⑤混色

ステンドグラス風ぬり絵

商品種別

千趣会

商品コード

730-211①金魚
730-210②花火

●10人分
　＋スタッフ試作用シート１枚
●所要時間：約30～60分
●難易度：２
●必要スタッフ目安：２～３人

①

１人あたり
463円＋税

●セット内容／材料セット（10人分／ペットシート・10
枚、スタッフ試作用ペットシート・1枚、絵の具・18本）、
作り方説明書●ペットシートサイズ／約15×14.2cm●
主材／飽和ポリエステル樹脂、ポリアクリルエマルジョ
ン※ご用意いただくもの:白い紙または布、タオルまた
はティッシュペーパー●レク企画書No.1756

Ⓜ価格：￥4,630＋税 ／ 価格：￥4,630＋税730-488
735-016

Ⓜ価格：￥480＋税 ／ 価格：￥432＋税

布用マーカーを使って手軽にオリジナルのバッグなどが
作れます。同じ柄を4面付にしてありますので、
ミシン線で切り離せば4人でシェアして使えます。
布書きマーカーVol.5カタログP.94掲載

手軽で簡単 ！ 
ボンドで貼るだけ。

貼るだけで作品が完成

うちわは1ページ目に掲載されています。

下絵は印刷済み！下絵の間を専用の絵の具で塗るだけで、
ステンドグラス風壁飾りができあがります。

商品コード：

Ⓜ価格：￥1,100＋税 ／ 価格：￥748＋税
809-461

三菱製紙
パネルシアター用 パネル布 白   

●寸法：1150×2000mm●材質：ポリプロピレン不織布●厚さ：約
1mm●型番05-0820●レク企画書No.1887

商品コード：

Ⓜ価格：￥1,900＋税 ／ 価格：￥1,348＋税
809-462

三菱製紙
パネルペーパー 白 10枚組   

●寸法：545×394mm●材質：レーヨン製不織布●厚さ：約0.25mm
●型番：05-0821●レク企画書No.1887

商品コード：

Ⓜ価格：￥400＋税 ／ 価格：￥340＋税
894-644

BSS
お絵描き風鈴

●風鈴寸法：Φ72×85mm●短冊寸法：
50×195mm●材質：素焼き陶器、紙●サンプル
あり●レク企画書No.1886

貼るステンシル

商品種別 商品コード

●布用ステンシルシール1枚入り●サイズ:A4
(210×298mm)●材質:紙タック●サンプルあ
り●レク企画書No.1882

① ハイビスカス
② あさがお

②

夏の制作

804-793
808-011

Ⓜ価格：￥300＋税 ／
価格：￥275＋税

hanaoka
貼り絵

商品種別 商品コード

●寸法：①18×25mm②20×19mm●
入数①約30枚②花10枚、葉大10枚、葉
小20枚、星10枚（できあがり数10組）●
サンプルあり●レク企画書No.1886

①きんぎょ
②あさがお

ポスト・イット®強粘着ノートでアートに挑戦！

風鈴に貼り絵をしよう風鈴に貼り絵をしよう 不織布パネルに七夕飾りをしよう不織布パネルに七夕飾りをしよう

うちわに水墨画を描こううちわに水墨画を描こう

テンプレートは〈スマート介護Web〉
夏のイベント特集ページをご覧ください。

イーゼルパッドを使用すると方眼が入っていて
使いやすい。

ミニサイズが
登場!

50mm

50
mm

●各色90枚×1

Pick UP版 P.18掲載
vol.5カタログ P.40掲載

vol.5カタログ P.95掲載
Pick UP版 P.73掲載

vol.5カタログ P.103掲載
Pick UP版 P.81掲載

vol.5カタログ P.46掲載
Pick UP版 P.24掲載

vol.5カタログ P.138掲載
Pick UP版 P.116掲載

vol.5カタログ P.138掲載
Pick UP版 P.116掲載

vol.5カタログ P.134掲載
Pick UP版 P.112掲載

vol.5カタログ P.134掲載
Pick UP版 P.112掲載

vol.5カタログ P.134掲載
Pick UP版 P.112掲載

vol.5カタログ P.126掲載
Pick UP版 P.104掲載

Pick UP版 P.104掲載Pick UP版 P.126掲載

Ⓜ価格：￥250＋税 ／ 価格：￥197＋税Ⓜ価格：￥120＋税 ／ 価格：￥104＋税

Ⓜ価格：￥167＋税 ／ 価格：￥135＋税

Ⓜ価格：￥40＋税 ／ 価格：￥32＋税

オススメ

⑤

●レク企画書No.1888

パネル布はのりなしで
くっつきます！

2000mm

1150
mm

拡大図

【作り方】
①パネル布を壁面
に貼る
②パネルペーパー
を短冊サイズに
切ったり、竹、七夕
飾りなど好きな形
に切り抜く
③着色したりお願い
事を書く
④③をパネル布に
貼る

作品例
拡大図

拡大図

ポスカや
クレヨンで着色

水墨画の金魚が
涼しげです。

ポスト・イット®強粘着ノートでアートに挑戦！

作品例

南国 ひまわり 船 あさがお

イーゼルパッドVol.5カタログP.900掲載

作品例

作品例


