
スマート介護からのオススメ情報！

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

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。 

0120-535-060
https://www.smartkaigo.jpFAXでのご注文は、スマート介護 vol.7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

景品・プレゼントにも！

ミニツリー・メッキモール オーナメント作り（ふわふわビーズ）

透かしおり紙

光を透かしやすいおり紙！光を透かしやすいおり紙！

●入数：3本●寸法：幅約10×長さ180cm
●vol.7カタログP.145掲載

種別 商品コード 価格
② ■■ブルー 805-925

и￥830＋税

③ ■■ピンク 805-926
④ ■■グリーン805-927
⑤ ■■ゴールド805-928
⑥ ■■シルバー805-929
⑦ ■■レッド 805-930

キッズ
メッキモール
4インチダブル（3本入）

②作品例

②

①作品例

●vol.7カタログP.146掲載

種別 商品コード M価格 価格
①クリスマスツリー＆リース 867-691 ￥580＋税 к￥522＋税②クリスマスサンタがやってくる 867-692

創＆遊 ふわふわビーズキット

※オーナメント、モールは
　付属しません。

●寸法：幅150×奥行150×高さ280mm
●質量：80g●材質：ポリ塩化ビニル、針金、プ
ラスティック●付属品：クリスマスツリースタン
ド●vol.7カタログP.145掲載

商品コード M価格 価格
  867-847 ￥600＋税 л￥540＋税

キッズ ミニツリー 30cm

作品例

12色60枚

おためし
サンプル

ミニツリーを
飾ろう！

ふわふわな
クリスマス飾りが

作れます！

有効期限
2021年 1月31日

※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。

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！

タペストリーコンテストの
対象は①③のみです。

★クリスマスタペストリーコンテスト★

オリジナル作品募集中！
2021年1月10日まで

作品例詳しくはスマート介護Webで

！すまし催開も年今

型紙は
スマート介護Web
からダウンロード
出来ます！

❶

❷
❸

❹
❺

Bスポンジペーパーにクリスマスのモチーフを
下書きします。
下描きしたスポンジペーパーをはさみで切り取ります。
水を入れた容器にスポンジペーパーを入れて
膨らませ、新聞紙の上で乾かします。
乾いたスポンジペーパーを糊で貼り合わせます。
出来上がったオーナメントをAグリッターツリー
のタペストリーに糊で貼って出来上がり！

【作り方】

❶

❷
❸

C書籍「介護の現場で使えるブロックおりがみ」を見ながら、
作りたいモチーフを選びます。
出来上がった部品を両面テープやセロテープでつなぎ形にします。
出来上がった形を貼ってはがせる両面テープで窓に貼り飾りましょう！

【作り方】

●入数：30枚●寸法（1枚あたり）：縦79×横79mm●裏面：
白無地（貼りなし・糊付）●vol.7カタログP.146掲載

種別 商品コード M価格 価格
② 小槌 837-372

￥300＋税 и￥253＋税
③ ピエロ 837-373

ササガワ のり付きくじ

おためし
サンプル

商品コード M価格 価格
283-481 ￥160＋税 и ￥96＋税

●入数：20枚●本体寸法：333×242mm
●紙厚：0.07mm●vol.7カタログP.100掲載

菅公工業 書道半紙 吉野（20枚入）

約10.3mm

約49
mm

約26
mm

約6.0mm

75
mm

53mm

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

JK0091-202010

種別 商品コード M価格 価格
①  スター 741-285 ￥480＋税 к￥432＋税
②  スター 741-286
●入数：①ライトピンク・ライトブルー・シルバー各1個②ゴー
ルド1個、シルバー2個●膨らまし最大寸法：215×100×
200mm※ヘリウムガスは使用しないでください。
●vol.7カタログP.127掲載

パール金属 デコスタ　バルーン

①

②

作品例
③

１６７mm

１６７
mm

●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 ■■藍 755-406
③ ■■浅葱 755-408

エヒメ紙工 友禅マスキングテープ
①

②

③

商品コード M価格 価格
742-115 ￥200＋税 о￥180＋税

● 対 応 サイズ：切 込 みφ100mm・出し入 れ口 の サイズφ90～
110mmまでの抽選箱に使用できます。●vol.7カタログP.146掲載

ササガワ 抽選箱用 目隠しーと

※箱は付属しません。

使用例

②

①

③

②

① ②

商品コード M価格 価格
802-004￥1,400＋税 к ￥1,105＋税

●札サイズ：75×53mm●vol.7カタログP.115掲載

銀鳥産業 百人一首

① ②
173mm

6
8
0
m
m

243mm

1
0
0
0
m
m

① ②

②のみ

●入数：20枚入●紙厚：0.07mm
●vol.7カタログP.100掲載

種別 商品コード M価格 価格
①小 810-859 ￥240＋税 и￥169＋税

②大 810-858 ￥410＋税 и￥290＋税

菅公工業 書初用紙（20枚入）

②①

商品コード M価格 価格
①815-847￥500＋税 л ￥390＋税

広島筆産業 太筆3号 春風

●vol.7カタログP.100掲載

商品コード M価格 価格
②181-100￥300＋税 л￥234＋税

広島筆産業 細筆 六朝逸品

●札サイズ：76×85mm●vol.7カタログP.115掲載

種別 商品コード M価格 価格
① 上 761-485

￥1,700＋税 и ￥1,530＋税
② 下 761-484

奥野かるた店

にほんごであそぼ 絵あわせ百人一首

●組立式、底板ボール紙付き●出し入れ口／直
径95mm●vol.7カタログP.146掲載

商品コード M価格 価格
①867-089 ￥750＋税 н ￥600＋税

ササガワ 手作り抽選箱キット

●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

①

●外形寸法（縦×横）:①②約1460×約900ｍｍ③約14５０×約900ｍｍ●材
質:綿100%●質量:270g●入数:1枚●vol.7カタログP.34掲載※①②のみ

種別 商品コード M価格 価格
①ウッド柄 730-252

￥1,400＋税
о
￥1,260＋税

②グリッターツリー 757-400
③ 絵本風ツリー 104-265 ￥1,300＋税 ￥1,170＋税

タペストリーA 藤久

① ② ③

サイズ（mm）商品コード M価格 価格
④ 135×95 741-644￥220＋税 о￥196＋税

⑤ 190×135 741-645￥440＋税 о￥390＋税

⑥ 270×190 741-646￥880＋税 о￥786＋税

BSS スポンジペーパー

●vol.7カタログP.76掲載

B

水で膨らむ

④のみ

拡大
作品例

作品例作品例▲▶

商品コード M価格 価格
761-476 ￥1,800＋税 й ￥1,800＋税

●B5判●通所介護プチ・トマト堤監修　大原まゆみ著●127
ページ●収録内容：100作品掲載●vol.7カタログP.79掲載

誠文堂新光社

介護の現場で使える
ブロックおりがみ

C

●vol.7カタログP.81掲載
暮らしを飾るひかりとり紙E
クラサワ

●サイズ：７．５cm●vol.7カタログP.79掲載

商品コード M価格 価格
807-095 ￥120＋税 ￥80＋税

トーヨー 両面おりがみD

おためし
サンプル

付属の
ストローで
膨らませる
バルーン

無料
テンプレートは
「ササガワ」の
ホームページを
check！

「上の句」と
「下の句」両方に
絵が描かれており
絵のつながりで
組み合わせを
みつけられます。

②③

おためし
サンプル

No.2044
レク
企画書
難易度

No.2042
レク
企画書
難易度 ©のみ

くじ引きで今年最後に盛り上がろう！

友禅柄のマスキングテープ。

百人一首が絵あわせ
かるたに！

年の初めに一年の抱負を書こう！ 定番半紙の少量パック。 毛先がまとまりやすい筆。

正月の伝統を楽しもう！

おためし
サンプル

5m巻

No.1624
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.2016
レク
企画書
難易度

No.1632
レク
企画書
難易度

年末年始の
イベントの
演出に！

オリジナル
デザインで
作れます！

優しい肌触りと使い心地のふきん。

特集

クリスマスクリスマス お正月お正月 年末年始の
イベント
年末年始の
イベント

冬のイベントの制作アイテムが集合！冬のイベントの制作アイテムが集合！

綿100％の布
片付けも楽！

書き初め・百人一首

介護現場で使える
介護現場で使える
楽しみ方の楽しみ方の

コラムも満載！
コラムも満載！

　で作ると
さらに光を透かして

きらめきます！

E

オーナメントの
オーナメントの

プリントが
プリントが

かわいい！
かわいい！



ミニ和凧作り（おり紙）

和紙のちぎり絵 フェルトの貼り絵 トントン紙ずもう

おり紙（クリスマス飾り）

起き上がりこぼし作りおり紙（お正月飾り）

おり紙オーナメント作り

羽子板作り

キーホルダー作り

ぼんてん

刺し子でコースター作り

絵馬作り

カレイドフレーム作り

しめなわ飾り作り

ステンドグラス作り

素焼きの貯金箱作り
❶
❷
❸
❹

Fせっけんねんどで 鏡餅を作ります。
Fせっけんねんどででミカンを作ります。乾いたら、水彩絵の具で色付け。
G金屏風ミニに墨汁でお正月らしい言葉やおめでたい絵を描きます。
おり紙で作った御幣と敷物を鏡餅の下に敷き鏡餅の後ろに屏風を置いて完成！

【作り方】

※羽根はこの5色の中から
1個が付きます。色は選べません。

●完成寸法：幅180×奥行165×高さ50～60mm●セッ
ト内容：カレイドフレーム本体（けやき合板、鉄）、ちり
めん生地２色（レーヨン）、ベルベットリボン、花パーツ（ポ
リエステル、鉄）、作り方説明書付き完成写真表紙

商品コード M価格 価格
749-200 ￥2,200＋税 к ￥1,980＋税

藤久 カレイドフレーム「からし和花」

100
mm

商品コード M価格 価格
746-635 ￥1,500＋税 к ￥1,500＋税

●セット内容：説明書、力士シート（力士39体）、作れる力士シート
（力士19体）、シール2枚、軍配1枚、土俵型紙箱入り●寸法：
183×183×33mm●vol.7カタログP.１２１掲載

コクヨ トントン紙ずもう

いろいろな素材の紙で5種類
のクリスマス飾りを作れます。

かわいいクリスマス仕様の
飾りを８種類作れます。

トレーシングペーパーを
使用した透けるちよがみ。
ライト作りやラッピングに。

26枚入シール入

作り方動画は作り方動画は
こちら！▼こちら！▼

132
mm

種別 商品コード M価格 価格
①冬　ポインセチア 716-994 ￥700＋税 к￥630＋税
②冬　雪だるま 716-995
●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
種別 商品コード M価格 価格
①ふじ 716-976 ￥730＋税 к￥657＋税
②つばき 716-978
●サイズ：縦185×横185mm●素材：シールフェルト、ポリエステ
ル●vol.7カタログP.34掲載

藤久 フェルトの貼り絵パズルキット

直径 入数 商品コード 価格
① 約20mm 50個 709-403

к￥660＋税② 約15mm 100個 709-404
③ 約10mm 250個 709-405
※配色はアソートになります。※商品ロットにより多少の色・サイ
ズの違いが発生する場合がございます。●vol.7カタログP.５６掲載

キッズ ぼんてんミックス

◀▲作品例

◀▲作品例

●セット内容：ガラス板、リード線、フィルム4色、ペグ板、スタンド、フォト用裏板、
鏡フィルム、原寸大型紙、説明書●完成寸法：約13×18cm●vol.7カタログP.33掲載

商品コード M価格 価格
761-434 ￥1,500＋税 к ￥1,350＋税

藤久 グラスアート　ミラー＆フォトフレーム

商品コード 価格
①385-323 к￥295＋税

池田工業社 羽子板〈羽根1個付き〉

●セット内容：羽子板×1、羽根×1●寸法：板／
幅約105×高さ約350×厚さ約8mm●vol.7カ
タログP.121掲載

商品コード M価格 価格
②810-855 ￥320＋税 о￥269＋税

TUK 羽子板

●寸法：縦318×横104×厚さ7mm
●vol.7カタログP.121掲載

●本体色：白●材質：石けん素地（防腐防カビ剤
無添加）●vol.7カタログP.68掲載

商品コード M価格 価格
835-154 ￥330＋税 н￥282＋税

美濃粘土

せっけんねんど 200gF

●寸法：幅182×高さ178×厚さ4mm
●vol.7カタログP.41掲載

商品コード M価格 価格
761-449 ￥230＋税 н￥184＋税

BSS

金屏風ミニ 二曲一隻G

作品例

作品例 作品例

商品コード M価格 価格
808-589 ￥149＋税 к ￥132＋税

●セット内容：加工板1枚（120×73×8mm）、リボ
ンひも1本●vol.7カタログP.３７掲載

サンワ 絵馬づくり
商品コード M価格 価格
761-477 ￥380＋税 и ￥304＋税

●セット内容：プリントおりがみ6枚、おりがみ8枚、
竹ひご3本●vol.7カタログP.82掲載

トーヨー お部屋であがる手作り和凧

作品例▶

▲作品例

②①

②

作品例

セット内容▶

商品コード M価格 価格
888-645 ￥300＋税 и ￥239＋税

●セット内容：上質おりがみ（15cm）21枚、カラーホ
イル（15cm）1枚、両面おりがみ（15cm）4枚、シー
ル1枚、折り方手本1冊●vol.7カタログP.82掲載

トーヨー お正月おりがみ

商品コード M価格 価格
724-434 ￥300＋税 и ￥239＋税

●セット内容：おりがみ30枚、シール1シート、手
本1冊●vol.7カタログP.82掲載

トーヨー

サンタからメリークリスマスタウンセット 商品コード M価格 価格
724-433 ￥600＋税 и ￥475＋税

●セット内容：おりがみ（15cm）8枚、おりがみ（7.5cm）4
枚、タント（15cm）8枚、タント（7.5cm）20枚、ホログラム

（15cm）5枚、オーロラシルキー（7.5cm）16枚、チェック柄
（7.5cm）20枚●vol.7カタログP.82掲載

トーヨー ハンドメイドリース

商品コード M価格 価格
724-431 ￥300＋税 и ￥239＋税

●セット内容：4柄各2枚入●寸法：150×150mm
●vol.7カタログP.82掲載

トーヨー Xmas透かしちよがみ

商品コード M価格 価格
761-444 ￥400＋税 к ￥348＋税

●セット内容：たまご発泡球（φ50mm）×1、ねじ×
1、おはながみ（白・桃・黄・水色・黄緑・赤・橙）
各2枚●vol.7カタログP.36掲載

サンワ たまごのおきあがりこぼし作品例
作品例

① ②
③

① ①

②
②

商品コード M価格 価格
741-857 ￥400＋税 н ￥360＋税

●セット内容：本体（素焼き陶製貯金箱）、底用シール
●材質：素焼き陶器、紙●vol.7カタログP.42掲載

BSS
お絵かき貯金箱 
招き猫（右手上げ）商品コード M価格 価格

724-389 ￥325＋税 к ￥276＋税

●寸法：直径41×高さ53mm(ヒートン含む)
●材質：紙(糊で固めたもの)●付属品：キーホル
ダー●vol.7カタログP.42掲載

サンワ ミニだるまキーホルダー
作品例作品例

種別 商品コード M価格 価格
①■ ■ 紺 761-438 ￥1,500＋税 у￥1,350＋税
②■ ■ 生成 761-440
●サイズ：100×100mm●セット内容：刺し子布 紺(綿100％)、刺し
子糸、指ぬき、刺し子針、作り方説明書●vol.7カタログP.35掲載

藤久 一目刺しコースター　5枚組
▼セット内容 ① ②

種別 商品コード M価格 価格
①ゆきだるま 104-278

￥300＋税 к￥270＋税
②はごいた 104-279
③こま 104-280
④おに 104-281
●セット内容：①～④モチーフ1枚、マスキングテープ7種

（1シート）②～④のみリボン付き

カモ井紙工 mt ちぎはり オーナメントキット

作品例

作品例

作品例

作品例

▲セット内容 ▲作品例（写真立て） 作品例（鏡）

商品コード M価格 価格
739-433 ￥1,500＋税 к￥1,500＋税

●セット内容：グラスデコ（10.5ml）10色・オーナメン
ト12個●サイズ：220×213×35mm●質量：0.36g

ヤマト
グラスデコ
クリスマスオーナメント

作品例

②作品例

●セット内容：なわ×1、千代紙×2、かざりひも×1、
南 天×1、 松×1● 寸 法：完 成サイズ／約180×
230mm●材質：草、PE、布、鉄、紙●vol.7カタ
ログP.1４６掲載

商品コード M価格 価格
755-811 ￥362＋税 к￥362＋税

AT しめなわ作り

●完成寸法：幅200×奥行200×高さ50mm●セット内
容：しめ縄（天然わらリース穂付）、花パーツ（ポリエス
テル、鉄）、細リボン、ワイヤー、謹賀新年（紙札）、
つまようじ、作り方説明書付き表紙　

商品コード M価格 価格
749-195 ￥1,860＋税 к ￥1,674＋税

藤久しめなわ飾り「彩花」

①

作品例

作品例 作品例

作品例

②

③ ④

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

No.1734
レク
企画書
難易度 No.1736

レク
企画書
難易度

No.1930
レク
企画書
難易度

No.1906
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

人気
商品

おためし
サンプル

おためし
サンプル

数量
限定

数量
限定

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.2043
レク
企画書
難易度

数量
限定

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.2008
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

81枚入

30枚入

4柄
8枚入

シール入

おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.2002
レク
企画書
難易度鏡か写真立て

どちらかお好きな
形を選べます！

せっけんねんど
で

せっけんねんど
で

作る鏡餅！作る鏡餅！

絵や文字を自由に書こう！

冬の風物詩をちぎり絵で 作って飾ろう！ 型抜き済のシールフェルトで手軽に楽しく ！ みんなで楽しめる紙ずもうの創作キット。
お気に入りの力士を選んだら、いざ勝負 ！

好きな絵を描いてオリジナル羽子板づくり！ 室内でも揚げられる和凧作り！

No.1623
レク
企画書
難易度

No.1627
レク
企画書
難易度

①羽根付き

６種類
２パターンで
作れます

オリジナルのしめなわが作れます !

華やかなカレイドフレームで迎えるお正月！

造花を飾り付けたモダンなしめなわ
飾りが作れます。

すてきなお正月飾りが
かんたんに作れます。

カラフルな糸を使ったポップなデザインを刺し子で楽しめます。

かわいいたまご型の起き
上がりこぼしが作れます。

保管しやすい
ケース入り ！

薄くてちぎりやすい創作用マスキング
テープで冬の風物詩のオーナメントを作ろう！

本格的なステンドグラス作りを手軽に楽しめます。

塗り絵感覚で出来るクリスマスオーナメント作り！

お正月
お正月が

終わったあとは
せっけんとして

使えます！

３

貼り付けたり
墨汁や水彩絵の具
でも描けます

マスキングテープ創作キット


