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0120-535-071TELお問い合せセンター
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）

■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。 
■このチラシの商品はお貸出しをしています。（※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。
■Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 
■4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。

0120-535-060
https://www.smartkaigo.jpFAXでのご注文は、スマート介護 vol.6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

FAXでのご注文 WEBでのご注文
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レシピ動画で作り方をチェック！
レシピ動画マークがあるものは
作り方を動画で見られます！

レ
シ
ピ動

画のページはこ
ち
ら

実りの秋！心豊かに季節を感じよう！スマート介護からのオススメ情報！

チラシ有効期限

2020年11月30日

敬老会やお誕生日におすすめの
プレゼント集めました！

他にもまだまだあります！
Webで敬老の日特集をチェック！

敬老の日

運動・体力づくりにお役立ちのアイテム！
スポーツ
の秋

作品作りに挑戦しよう！ 秋の装飾・制作グッズもいっぱい！裏面へ芸 秋術 の

スマート介護
https://www.smartkaigo.jp

回想レクリエーション

敬老会の食事に

❶
❷
❸

❹

紙コップにオレンジのおりがみを貼る。
マジックで顔を描く。
黒いおりがみで帽子を作り、
①もあわせてキリで全体に穴をあける。
紙コップの下にGLEDキャンドルを入れて完成！

ムード満点☆ゆらゆらハロウィンキャンドル秋の制作❹

【作り方】

制作例

❶ ❷

❸ ❹

❸

扇の色紙に秋を飾って一句秋の制作❶

❶
❷
❸
❹
❺

Aスポンジペーパーに秋のモチーフ描き、はさみで切り抜く。
①をB扇面色紙に置いてデザインを考える。パーツは重ねてもＯＫ。
水彩絵の具で濃いめにつくった色水にスポンジペーパーを浸け膨らませる。
新聞紙に載せて乾かす。乾いたら扇面色紙に貼っていく。
絵柄に合わせた句を筆ペンで書いて完成！

【作り方】 制作例

❶ ❷ ❹

制作例

ゴムはん押してオリジナルコースター秋の制作❷

❶
❷
❸
❹
❺

ゴム版の図柄を描き、図案の紙の裏に鉛筆で黒く塗って。C立体ゴムに転写する。
図案の紙をペンでなぞり、立体ゴムに写った線の中を色鉛筆で塗っておく。
立体ゴムの②で塗っていない部分をカッターで彫る。
好きな色のバーサクラフトをつけたスタンプをDコースタークロスに押す。
インクが乾いたら完成！

【作り方】

布に押せるインク
バーサクラフトは
vol.7カタログ
P.102掲載

制作例

❶
❷

❸

Eフォトフレームに下書きをうっすら鉛筆で描く。
マスキングテープ（Fいろどりクレヨン）をちぎって貼っていく。
下描きなしでランダムに貼っても手描きのような風合いに。
出来上がったら、写真を入れて完成！

【作り方】
❶

マスキングテープでオリジナル写真立て秋の制作❸

作品例 名札付

裏面

商品コード M価格 価格
859-707 ￥500＋税 к￥450＋税

●セット内容：パズル7ピース・問題集1枚
●材質：紙●vol.7カタログP.118掲載

ビバリー 脳トレパズル スクエア

① ②
①

③

②

※ゴールは別売

※ピンは別売

特別養護老人ホームスマート苑 裏面

ポイント
軽く当てるだけで動く
ので、椅子に座ったまま
楽しめます。

●入数：１セット（みどり・あお・きいろ・あか・ちゃいろ）●寸法：
幅15mm×長さ7m●材質：和紙●vol.7カタログP.108掲載

種別 商品コード M価格 価格
5色 741-267 ￥800＋税 ￥640＋税

リンレイ いろどりクレヨン

●入数：1枚●寸法：使用時／約幅140×奥行55×高さ100ｍｍ●材質：上質
紙貼りボード紙、片面金色塗り●質量：75ｇ●vol.7カタログP.41掲載

品番 商品コード M価格 価格
01-1708 872-128￥400＋税 ￥330＋税

BSS 扇面色紙　立台付

点灯時

●寸法：126×28×0.6（厚）mm●質量：5g
●付属品：名前シール●vol.7カタログP.129掲載

種別 商品コード M価格 価格
① 赤 762-239

￥400＋税 н￥360＋税
② 緑 762-238

清和産業 傘杖ぴたっシュ TONE

●寸法：約30×30cm●材質：レーヨン100％
●vol.7カタログP.129掲載

種別 商品コード M価格 価格
① 富士山 761-513

￥400＋税 о￥360＋税② ふくろう761-514
③ かめ 761-515

ヤマコー かや生地ふきん

商品コード 価格
761-509 н￥490＋税

●寸法：63×88×1mm●質量：7g（ケース含む）●材質：レンズ
／プラスチック（フレネルレンズ）●vol.7カタログP.130掲載

ケンコー・トキナー

極薄カード型ルーペ ストッパー付き

商品コード 価格
761-488 н￥980＋税

●本体寸法：直径180×高さ65mm●電源：単3形乾電池×
4本（別売）※電池蓋を開閉する際はドライバーが必要で
す。●vol.7カタログP.123掲載

池田工業社 ホバーサッカー

商品コード M価格 価格
M14-419 ￥4,000＋税 к ￥2,800＋税

●入数：10色×3個●サイズ：直径300mm●無地
●vol.7カタログP.206掲載

DLM ゴム風船

商品コード M価格 価格
761-522 ￥600＋税 о￥540＋税

●寸法：約縦500×横500mm●材質：綿100％
●vol.7カタログP.130掲載

ヤマコー 花景色 小風呂敷 秋
商品コード M価格 価格
761-711 ￥450＋税 к￥391＋税

●１０枚入●寸法:255×385mm●材質:紙
●vol.7カタログP.266掲載

ヤマコー 四季の花ごよみ おぼろ 秋

1,400円+税／1枚
●サイズ：A3（297×420mm）厚紙●仕様：〈表〉ご希望日の朝刊1面、

〈裏〉5種のデザインからお選びいただけます。下部に施設名の印字が
できます。●セット物：専用フォルダ、透明PP袋付き

①童謡 「春が来た」 ①童謡 「春が来た」 歌:歌:タンポポ児童合唱団 約1分30秒タンポポ児童合唱団 約1分30秒

②演歌 「お富さん」②演歌 「お富さん」  歌:水城なつみ 約3分歌:水城なつみ 約3分

③民謡 「炭坑節」 ③民謡 「炭坑節」 歌:三橋美智也 約3分歌:三橋美智也 約3分

④童謡 「富士の山④童謡 「富士の山(パタカラ体操)(パタカラ体操)」」  歌:坂入姉妹 約1分40秒歌:坂入姉妹 約1分40秒

⑤演歌 「北国の春」 ⑤演歌 「北国の春」 歌:水城なつみ 約4分歌:水城なつみ 約4分

⑥童謡 「鯉のぼり」 ⑥童謡 「鯉のぼり」 歌:タンポポ児童合唱団 約3分歌:タンポポ児童合唱団 約3分  

⑦演歌 「納豆音頭」⑦演歌 「納豆音頭」  歌:水城なつみ 約4分歌:水城なつみ 約4分

⑧民謡 「ソーラン節」 ⑧民謡 「ソーラン節」 歌:大塚文雄 約3分歌:大塚文雄 約3分

⑨民謡 「花笠音頭」 ⑨民謡 「花笠音頭」 歌:大塚文雄 約3分30秒歌:大塚文雄 約3分30秒

⑩ 「しわしわブギウギ」  ⑩ 「しわしわブギウギ」  歌:ごぼう先生 with 水城なつみ 約4分歌:ごぼう先生 with 水城なつみ 約4分

商品コード M価格 価格
749-204 ￥3,300＋税 о ￥2,970＋税

●品番：KIBE-171●収録時間：56分●vol.7カタログP.136掲載

キングレコード

ごぼう先生といっしょ ！ 
民謡・童謡・演歌口ずさんでイス体操

●入数：1個●寸法：30×30×60mm●材質：TPR
●vol.7カタログP.102掲載

商品コード M価格 価格
755-389 ￥220＋税 ￥198＋税

道刃物工業 立体ゴム

●入数：1枚●寸法：約435×270×1mm●コースター1枚
のサイズ：100×100×1mm●vol.7カタログP.46掲載

商品コード M価格 価格
719-677 ￥550＋税 ￥550＋税

桂屋ファイングッズ コースタークロス

●入数：１セット●セット内容：外枠3枚、裏板紙1枚、中芯3枚、作り方1
枚●完成寸法：190×150×7mm●材質：紙●vol.7カタログP.111掲載

商品コード M価格 価格
747-115 ￥260＋税 ￥230＋税

BSS ミルパック トリプルポケットフォトフレーム

●入数：1枚●紙厚：約1.3mm（乾燥時）・約10mm（膨張
時）●材質：パルプ100％●vol.7カタログP.76掲載

サイズ(mm) 商品コード M価格 価格
270×190 741-646￥880＋税 ￥786＋税

BSS スポンジペーパー

●入数：1個●寸法：直径36×高さ35mm●電源：ボタン電池
CR2032×1個（お試し用付属）●vol.7カタログP.41掲載

商品コード M価格 価格
746-561 ￥260＋税 ￥234＋税

パジコ LEDキャンドル

あの日あの時しんぶん

特別な日を彩る
ランチョンマット！

No.2034
レク
企画書
難易度

No.2033
レク
企画書
難易度

No.2032
レク
企画書
難易度

No.2006
レク
企画書
難易度

水につけると一瞬でふくらみます！ 金地・白地両面の色紙。 切ると6枚のコースターに。おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

乾燥後表面に
絵具で着色
できます

キャンドルの
あかりのような
LEDライト

おためし
サンプル

立体の
ゴムハン作りに

ちぎって貼れるマスキングテープ。

7m巻

おためし
サンプル

おためし
サンプル

昔懐かしい優しい肌触りと
使い心地のふきん。

傘や杖などを簡単に固定
できるネームタグ。

懐かしいあの頃がよみがえる！お祝いやプレゼントにぴったり！

お申し込みはWebから！

サッカーだけではなく、いろいろな
遊びをお楽しみ頂けます。

風船バレーなどに使える
大型のゴム風船セット。

懐かしく親しんでもらえる
民謡や童謡・演歌を多く収録！

倍率
３倍

お好みの音楽で！ 準備体操

お好みの音楽で！ 日替わり体操

ノリノリ新曲！ イスダンス

DVD

ゴールに
シュート！

ピンを
倒そう！

No.2018
レク
企画書
難易度

人気
商品

問題集
50問入

風情ある秋の花景色を
描いた小風呂敷。

パズルピースを
組み合わせて脳トレ！

ルーペとケースが一体型に
なったカード型のルーペ。

おためし
サンプル

記念日などご希望の日の読売新聞の第1面をお届けします！

専用
フォルダ入りで
贈り物に！裏面には

メッセージを
書いたり写真を
貼ったりも
できます！

施設名の
名入れも
できます。

クレヨンや
水彩絵具で塗った

ような繊細な表現で
彩ります！

両面
使えます
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LINEのお友だちに
定期的な抽選でローソンの
ロールケーキがもらえます！

※スマート介護LINEの
お友だち登録とLINE
メニューからの会員登録を
して頂いた方が対象です。

秋の装飾

おりがみ・マスキングテープ・貼り絵

塗り絵・水彩鉛筆・水彩色鉛筆

お絵かき貯金箱

手編み

色紙・写真台紙

画用紙 手作りマスクキット

マグネット作り

和紙のちぎり絵

ハンコ作り・版画秋の
制作 　紅葉とぼんぼりが

 　ゆ　ゆ　揺れます！

　　 ら   ら

リーフの
色合いが美しい

紅葉の枝！

●外形寸法：
幅450×高さ450×
長さ1800mm
●材質：塩化ビニル、PET他
●紐付き

色見本※印刷色のため実際の色とは多少異なります。

あか

だいだい

きだいだい

はい

きいろ

ちゃ

商品コード M価格 価格
761-478 ￥1,200＋税 к￥960＋税

●缶ケース入り●セット内容：8B・6B水彩鉛筆×各2本、4B水彩鉛
筆×1本、8号筆×1本、なぞり絵×6枚●vol.7カタログP.89掲載

ステッドラー

ルモグラフ水彩鉛筆
筆付セット〈なぞり絵付〉

やまぶき

こげちゃ

①

商品コード M価格 価格
761-464 ￥1,650＋税 к ￥1,485＋税

●セット内容：六角枠（1辺65mm）1個、四角枠（大
1辺80mm、小1辺40mm）各1個、丸枠（大直径
80mm、中直径55mm、小直径40mm）各1個、
中心ピン1個、台1個、蓋1個、ジャンボとじ針1
本●vol.7カタログP.57掲載

クロバー 花あみルーム

セット内容

セット内容

セット内容

①

②

①

① ②

① ②

①

②

③

① ②

そのまま

水に溶かせる

商品コード M価格 価格
756-476 ￥780＋税 к￥510＋税

●１セット３個分●完成サイズ：約縦 95× 横 135mm
（大人サイズ）●セット内容：カット済みダブルガーゼ、
マスク用ゴム、作り方説明書
※数量限定のためご注文時に在庫をご確認ください

パナミ 手作りエコマスクキット②

裏面

セット内容

セット内容

完成例

☆型を描きます。 ☆の山の 1つ1つに
赤でギザギザの葉を
描いていきます。

葉の先端を赤で濃く
塗り☆の中を黄色で
塗ります。

5 枚の葉のうち 3 枚は
オレンジで、残りの 2 枚
は黄緑で間を埋めます。

水筆で、よく溶かしな
がら薄い方から濃い
方へ溶かします。

乾いたら茶色で葉の
葉脈を描き、茎を描いた
ら完成です！

②

種別 色 品番 商品コード M価格 価格
①

L判
■■クリーム MRCDO-LY2CR 755-756

￥280＋税 о￥252＋税
② ■■ブルー MRCDO-LY2BL 755-757
③

ポストカード
■■クリーム MRCDO-PCY2CR 755-758

￥320＋税 о￥288＋税④ ■■ピンク MRCDO-PCY2PK 755-759
⑤ ■■ブルー MRCDO-PCY2BL 755-760
●仕様：2ツ折、だ円・横、メッセージカード付 ●材質：紙●出荷／包装単位：1●vol.7カタログP.111掲載

ハクバ写真産業 お手軽写真台紙ランス　２面

●材質：①上質紙張り②画仙紙張り●寸法：①272×242mm②135
×120mm●1枚ごとポリ袋入り●vol.7カタログP.109掲載

種別 商品コード M価格 価格
① サイン1枚入 179-304 ￥90＋税 о￥72＋税

② 1/4画仙1枚入179-308 ￥80＋税 о￥64＋税

ながとや 色紙＜個包装タイプ＞

●紙厚：0.074mm●坪量：56g／㎡、四六判換算／48kg●
水性顔料インク●品番：B260J-□●vol.7カタログP.77掲載

色 品番 商品コード 価格
■■あか 1 365-254

и￥188＋税

■■きいろ 3 365-255
■■だいだい 9 365-261
■■ちゃ 10 365-263
■■きだいだい 8 365-274
■■やまぶき 30 365-276
■■はい 13 365-278
■■こげちゃ 11 365-280

スマートバリュー 単色おりがみ（100枚入）

●手本１冊●vol.7カタログP.82掲載

品番 商品コード M価格 価格
414401867-380 ￥300＋税 и￥239＋税

トーヨー ハロウィンおりがみ

●手本１冊●vol.7カタログP.82掲載

品番 商品コード M価格 価格
414458724-435 ￥300＋税 и￥239＋税

トーヨー ハロウィンリースおりがみ

●材質：ケース／紙●vol.7カタログP.89掲載

種別 商品コード M価格 価格
24色 372-166￥1,800＋税 к￥1,440＋税

ステッドラー ノリスクラブ水彩色鉛筆

●寸法：幅30mm×長さ5m●材質：和紙
●vol.7カタログP.108掲載

種別 商品コード 価格
① ■■華 755-405

р￥380＋税② ■■山吹 755-407
③ ■■浅葱 755-408

エヒメ紙工 友禅マスキングテープ

●vol.7カタログP.106掲載

種別 商品コード M価格 価格
①もみじ 804-775 ￥300＋税

и￥275＋税
② 扇子 805-837

hanaoka 貼り絵

種別 商品コード M価格 価格
① カボチャ×ヒマワリ 761-435

￥580＋税 к￥522＋税
② 鉄カブト×スイカ 761-436
●セット内容：タネ一式（①カボチャ・ヒマワリ②鉄カブト・スイカ）、
マグネット、台紙、説明書●完成寸法：約50×50mm※作り方により
大きさが若干変わります。●vol.7カタログP.33掲載

タキイ種苗 花モチーフマグネット

●セット内容：Kボード（145×95×3mm）1枚、トレーシングペー
パー1枚、カーボン紙1枚●材質：発泡樹脂板、紙
●vol.7カタログP.101掲載

商品コード M価格 価格
761-482 ￥230＋税 к￥180＋税

サンワ スタペン

●セット内容：本体（素焼き陶製貯金箱）、底用シール●本体寸法：
約縦75×横70×高さ80mm●シール寸法：直径40mm
●質量：64g●材質：素焼き陶器、紙

商品コード M価格 価格
741-858 ￥4００＋税 к￥360＋税

BSS お絵かき貯金箱 ハロウィン

種別 商品コード M価格 価格
① 美味しい果実編 761-450

￥880＋税 й￥880＋税
② 花と小さな生きものたち編761-451
●カラー原画16枚、塗り絵ポストカード16枚●vol.7カタログP.43掲載

河出書房新社

大人の塗り絵　POSTCARD BOOK

種別 商品コード M価格 価格
①秋　コスモス 716-992

￥700＋税 к￥630＋税
②秋　もみじ 716-993
●サイズ：縦136×横121mm●質量：30ｇ●材質：和紙、ミニ色紙・
卓上スタンド＝紙●vol.7カタログP.34掲載

藤久 和紙でつくるちぎり絵ミニ

①

143mm

104
mm

161mm

114
mm

① ④

⑤使用例

商品コード M価格 価格
762-252 ￥3,900＋税 н ￥3,280＋税

ササガワ 紅葉ぼんぼりハンガー 商品コード M価格 価格
767-111 ￥1,300＋税 к ￥1,090＋税

●外形寸法：幅330×長さ680mm、紅葉（1枚）：幅70
～85×高さ75～85mm●材質：ポリエステル繊維他

ササガワ 紅葉枝・小（3本セット）
商品コード M価格 価格
767-112 ￥920＋税 н ￥769＋税

●外形寸法：幅500×長さ740mm、紅葉（1枚）：
幅70×高さ70mm●材質：PETフィルム他

ササガワ 紅葉枝・中

●１セット２個分●完成サイズ：大人サイズ／縦10×横
16cm、子供サイズ／8×12cm●セット内容：柄布（表用）
20×17cm2枚分、ダブルガーゼ（裏用）15×17cm2枚分、
マスクゴム 30cm×4 本分、作り方説明書
※下準備：布は一度手洗いし、乾かして使用します。布が
乾いたらアイロンを掛け、 2 枚分にカットしておきます
※数量限定のためご注文時に在庫をご確認ください

種別 商品コード  M価格 価格
① ●●ピンク762-267

￥６５０＋税к￥650＋税② ●●グリーン762-268
③ ●●イエロー762-269

藤久 手作りマスクキットチェック柄
①

③

③

②
●寸法：248×350mm●坪量：60g／㎡、四六判換算
／51.5kg●天のり製本※表紙デザインは変更する場
合がございます。●vol.7カタログP.74掲載

品番 商品コード M価格 価格
ラ-004 804-594 ￥120＋税 й￥85＋税

協和紙工 スケッチブックB4（40枚）

人気
商品

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

15cm

5m巻

100枚入

きれいな発色のおりがみ。
秋らしい色をピックアップ！

友禅柄のマスキングテープ。

美しいカラー原画と塗り絵のポストカードを
各16枚計32枚収録。

手軽に水墨画風の
イラストが描けます！

水で溶かして描ける
水彩色鉛筆です。

和紙風合いのパンチカットペーパーです。

ハロウィン仕様の5種類の
飾りがおりがみで作れます。

秋の花・紅葉を
ちぎり絵で作って
飾りましょう ！

リボンや毛糸を使って、
簡単にかわいい
花のモチーフが作れます。

個装袋は再はく離テープなので、保存に便利です。

見開きで左右のポケットに写真を入れられます。

飾れて、仮装ができる！
7種類の作品が作れます！

29枚入 ３０枚入

シール入 シール入

片面 片面

No.1929
レク
企画書
難易度

No.1734
レク
企画書
難易度

No.2003
レク
企画書
難易度

①

和紙のちぎり線に合わせて
ちぎり、色紙に貼っていきます。

制作例

←使い方・作り方
　はこちら！

タネの形を活かしたマグネット作り！手のひらサイズの
素焼きの貯金箱です。

ボールペンでなぞるだけで簡単に
ハンコや版画が作れます！

使い方
①トレーシングペーパーで絵柄をうつす。
②Kボードの上にカーボン紙をのせ、裏返し
　たトレーシングペーパーの上から
　ボールペンでなぞる。
③Kボードの線のとおりにボールペンで
　なぞったら完成！  好きな色でスタンプして
　みましょう。

制作例制作例

No.1961
レク
企画書
難易度

No.1933
レク
企画書
難易度

15×
14mm

16×
23mm約140枚 約40枚

ミシン目で切れます。 見本を見ながら塗れます。

水彩色鉛筆でかんたんに紅葉が描けます！

絵具で
着色も
できます！

セット内容

水彩表現用
筆付き

ＰＰ袋入

おためし
サンプル

おためし
サンプルシールなどを貼って

アレンジもできます！

 紅葉の
  装飾で
秋を演出！

3本入

数量限定

生地をたたんで３ヶ所縫うだけ。
やわらかゴムで耳が痛くなりません。

かわいい３色のチェック柄！

制作時間（1個）
約10分～ 大人用

大人・子供
両用

1セット
３個分

1セット
２個分

顔にフィットする
プリーツタイプの
マスクが作れます

裏面も
きれいに
仕上がる

※在庫限りとなりますのでお早めにご注文ください。

たっぷり使える４０枚入り！

40枚
B4

白色度
81％

おためし
サンプル

筆付き

なぞり絵
6枚入


