
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）

0120-535-060
https://www.smartkaigo.jpFAXでのご注文は、スマート介護 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 販売店記入欄

■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。 
■サンプルマークがついているもの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。
■Ⓜ価はメーカー希望小売価格（税別）です。 
■　マーク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。

夏の制作夏の制作夏の制作 ▶作品作りに挑戦しよう！▶作品作りに挑戦しよう！

夏の装飾夏の装飾夏の装飾 ▶施設内を彩る夏らしい装飾を取り揃えました！▶施設内を彩る夏らしい装飾を取り揃えました！

作り方

作り方

制作レシピ 制作レシピ貼り絵の暑中お見舞いを作ろう！
涼しげ藍染タペストリーを作ろう！

さまざまな素材を貼りつけたり、絵を描いたりしてオリジナルのうちわを作れます！

各色1パック　価格（税抜）￥333／（税込）￥366

各色1巻　価格（税抜）￥330／（税込）￥363

- スマート介護からのオススメ情報 -

夏夏イイ トトンベベ 特集特集
スマート介護セレクションチラシ有効期間：2021年8月31日

タキロンシーアイ

スズランテープ＜470ｍ＞
色 商品コード

① ●●白 433-123
② ●●黄 433-124
③ ●●緑 433-129
④ ●●赤 433-126
⑤ ●●青 433-127
⑥ ●●ピンク 940-186

色 商品コード

⑦ ●●空 940-187
⑧ ●●若草 940-185
⑨ ●●オレンジ 940-184
⑩ ●●紫 433-128
⑪ ●●茶 433-436
⑫ ●●黒 145-917

色 商品コード

⑬ ●●金 433-161
⑭ ●●銀 941-407
⑮ ●●ネイビー 723-849
⑯ ●●エメラルド 723-850

●テープ（幅x長）：50mm×約470m●材質：ポリエチレン●単位：1巻●vol.8カタログP.81掲載

⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮⑭ ⑯

①

①

①

②

②

③

③

④ ⑤ ⑥ ⑦
ポンポン作りや装飾に。さきやすく、ちぎれにくい。

天井に吊り下げ
て使用できます

♩

気軽に夏を演出
気軽に夏を演出！！
気軽に夏を演出
気軽に夏を演出！！

おはながみでキレイに楽しく飾り付け。

hanaoka
貼り絵
種別 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① あさがお 808-011
￥300 ￥275 ￥302

② きんぎょ 804-793
●寸法：①20×19mm②18×25mm●セット内容：①花10枚、葉
大10枚、葉小20枚、星10枚、できあがり数10組②約30枚入●
単位：1パック●vol.8カタログP.133掲載

①

②

和紙風合いのパンチカットペーパー。 カード作リや季節の装飾等、
幅広いシーンで使える型抜き色画用紙。

作品例

作品例

作品例

作品例

西川コミュニケーションズ

bande
種別 商品コード Ｍ価（税抜）価格（税抜） （税込）

① ひまわりミニ 726-861
￥400 ￥400 ￥440

② 熱帯魚 739-943
●1パック入数：12柄／200枚●シール（縦x横）：①20～16×
22～16mm②20～12×26～18mm●材質：和紙●単位：1巻
●vol.8カタログP.136掲載

さまざまなモチーフが切り抜かれ、
1枚ずつシールのようにめくれる
マスキングテープです。

②

①

ハッピークラフト

ハッピークラフト

ハッピークラフト

大王製紙

朝顔納涼プリーツハンガー

朝顔納涼ガーランド

盛夏花火プリーツハンガー

制作用型抜き色画用紙
楽々キット 夏

商品コード 価格（税抜） （税込）

①113-847 ￥2,610 ￥2,871

商品コード 価格（税抜） （税込）

②113-848 ￥1,440 ￥1,584

商品コード 価格（税抜） （税込）

③115-217 ￥2,610 ￥2,871

商品コード 価格（税抜） （税込）

765-205 ￥480 ￥528

●寸法：高さ45×幅45×長さ180cm布・紙
●vol.8カタログP.169掲載

●寸法：高さ50×幅20×長さ180cm
●vol.8カタログP.169掲載

●外形寸法：幅45×高さ45×長さ180cm

●色：いるか/うすみずいろ、きんぎょ/サーモン、ねったいぎょ/レ
モン●収納枚数／3種類×5枚 計15枚●セット内容：いるか/
147×146ｍｍ、きんぎょ/173×126mm、ねったいぎょ/131×
143mm●単位：1セット●vol.8カタログP.134掲載

合鹿製紙

おはながみ＜五色鶴＞
色 商品コード

① ●●赤 285-201
② ●●黄 285-202
③ ●●白 285-203
④ ●●桃 285-204
⑤ ●●水色 285-205
⑥ ●●緑 285-206
⑦ ●●紫 285-207

色 商品コード

⑧ ●●クリーム 805-889
⑨ ●●オレンジ 285-208
⑩ ●●うすだいだい 805-890
⑪ ●●さくら 805-891
⑫ ●●べにもも 804-756
⑬ ●●ぼたん 803-135
⑭ ●●藤 803-136

色 商品コード

⑮ ●●青 803-140
⑯ ●●あおみどり 804-757
⑰ ●●わかくさ 804-755
⑱ ●●うぐいす 803-134
⑲ ●●茶色 804-754
⑳ ●●黒 803-137

●入数：500枚●1枚（縦）：192mm●1枚（横）：248mm●単位：1パック●vol.8カタログP.150掲載

左下QRへ

八ツ矢工業
天津スダレ
種別 商品コード 価格（税抜） （税込）

① 中 769-648 ￥680 ￥748
② 大 769-649 ￥750 ￥825
③ 特大 769-650 ￥900 ￥990
●質量：①0.53kg②0.72kg③0.8kg●外形寸法：①約幅880
×長さ1120mm②約幅880×長さ1570mm③約幅880×長さ
1800mm●材質：よし、竹、綿糸※天然素材を使用しているた
め、色味・サイズなどにばらつきがあります。●単位：1枚●vol.8
カタログP.659掲載

季節の壁面装飾にも
活躍します。

No.2007
レク
企画書
難易度

暑中見舞いを
和のテイストで装飾

できます。

日よけや目隠しにも
使える昔ながらの

すだれ。

本物の鳥のように
パタパタと飛びます！
制作時間は約30分。

手軽に作れます！

オリジナルの
風鈴づくりが

楽しめる粘土芯材！

さまざまな
絵柄のシールが

ロール状になっていて、
１枚ずつめくれます！

時短に！
楽々キットなら

切り抜く手間なし！

クリップをつけて
釣り遊びも
楽しめます。

壁面飾り
にも

No.1995
レク
企画書
難易度

No.1894
　 1897
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

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

人気
商品

人気
商品

No.1741
レク
企画書
難易度

キッズ

サンワ

誠和 BSS

BSS

ゴークラ ゴークラ
サンワ

透明うちわ

芯材 ふうりん

紺屋藍パック 手ぬぐいタペストリーセット

お絵かき風鈴

抜きうちわ 
両面 白（10枚入） うちわ 手作りうちわ芯

商品コード

867-848

商品コード

705-448

商品コード

761-479
商品コード

113-838

商品コード

894-644

商品コード

859-449

商品コード

810-875 商品コード

818-503
Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

￥110 ￥98 ￥107

Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

￥340 ￥289 ￥317

価格（税抜） （税込）

￥1,680 ￥1,848

Ｍ価（税抜）

￥1,800
Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

￥480 ￥432 ￥475

Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

￥400 ￥340 ￥374

価格（税抜） （税込）

￥425 ￥467

Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

￥110 ￥88 ￥96 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

￥８2 ￥75 ￥82

●材質：PP、PVC●寸法：185
×265×5mm●単位：1枚
●vol.8カタログP.73掲載

●寸法：直径80×80mm●
材質：ポリエチレン●付属品：
チャイムセット●単位：1セット
●vol.8カタログP.97掲載

●セット内容：紺屋藍10g、藍溶解剤125g、藍色止め剤
20g、ゴム手袋、説明書●用途：綿・麻・シルク・レーヨン・
ウール用●単位：1セット●vol.8カタログP.123掲載

●寸法：手ぬぐい無地＝晒 約360×
880mm、吊り下げ棒（パイプ）＝直径9×
長さ400mm2本●材質：綿100%●付
属品：エンドキャップ4個、吊り紐1本、手
ぬぐい固定用テープ2枚、説明書●単位
：1セット●vol.8カタログP.75掲載

●寸法：風鈴=φ72×85mm、
短冊= 50×195mm●材質：
素焼き陶器、紙●単位：1セッ
ト●vol.8カタログP.70掲載
※水彩絵の具で彩色した風鈴
は屋内でご使用ください。

●材質：ボール紙●寸法：直径
200×厚さ0.6mm（持ち手の穴
：約直径30mm）●単位：1セット
●vol.8カタログP.73掲載

●色：無地●寸法：幅237×全長355
mm（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。
●単位：1枚●vol.8カタログP.73掲載

●寸法：全長363×幅240mm
（持ち手148mm）●材質：ポ
リプロピレン●単位：1枚
●vol.8カタログP.73掲載

No.1618
　 1888
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

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.2060
レク
企画書
難易度

No.1907
　 2020
レク
企画書
難易度

No.2047
　 2050
レク
企画書
難易度

池田工業社
パタパタ飛行機
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

705-177 ￥450 ￥330 ￥363
●セット内容：胴体、動力ゴム、両面テープ、翼用ポリシート、
竹ひご5本（210mm×2本、175mm×2本、150mm×1本）
小部品11個●単位：1セット●vol.8カタログP.79掲載

作品例

左下QRへ

描くだけで完成 ! 
オリジナルの素焼き

風鈴を作ろう。

①
②

No.1734
レク
企画書
難易度

No.2057
レク
企画書
難易度 藤久

和紙でつくるちぎり絵ミニ 夏
種別 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① あじさい 716-990
￥700 ￥630 ￥693

② ひまわり 716-991
●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●単位：1セット●vol.8カタログP.58掲載

左下QRへ

キラキラとしたカラー砂で作る美しい砂絵アート。
台紙のシールをめくって砂をかけるだけ！

季節の花をちぎり絵で。 薄くてちぎりやすいマスキングテープで
作る季節飾り。

①

②

①のみ

作品例

作品例

左下QRへ

左下QRへ

左下QRへ

カモ井加工紙

mtオーナメントキット
種別 商品コード Ｍ価（税抜）価格（税抜） （税込）

① かたつむり 104-271
￥300 ￥270￥297② かさ 104-272

③ すいか 104-273
●セット内容：①モチーフ1枚、マスキングテープ７種（各12cm）1
シート②③モチーフ1枚、マスキングテープ７種（各12cm）1シート、
リボン●材質：和紙●単位：1セット●vol.8カタログP.64掲載

①

②

③

サンワ

サンワ

かんたんすな絵シリーズ 夏 イルカ

カラー砂(ミニボトル入)12色セット

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 113-824 ￥386 ￥336 ￥369

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 113-828 ￥222 ￥193 ￥212

●寸法：200×150mm●セット内容：カット済み砂絵1
枚●単位：1枚●vol.8カタログP.60掲載

●内容量：10g●セット内容：レッド・イエロー・ブルー・
グリーン・オレンジ・ピンク・エメラルド・ライトブルー・ホ
ワイト・ブラウン・ブラック、うす橙）各1本●単位：1セッ
ト●vol.8カタログP.60掲載

すな絵台紙とカラー砂を
あわせてお買い求めください。

のの
納涼祭・七夕は2～3ページ夏の装飾は4ページ

No.2080
レク
企画書
難易度

No.2079
レク
企画書
難易度

BSS
アートペーパー「彩花」

（20色セット） B5
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

816-081 ￥280 ￥266￥292
●紙（縦×横）：（1枚あたり）190×254mm●材質：
お花紙のような薄さの色紙●色数：20色各1枚●単
位：1包●vol.8カタログP.103掲載

左下QRへ

画仙紙に魚など夏のモチーフを下書きします。
下絵にアートペーパー彩花を手でちぎって糊で貼ります。
筆に水と糊をつけると水彩画風に。
裏に暑中見舞いを書いて完成！

藍液を作ます。約20分放置する。

染める布の準備をします。

乾いた手ぬぐいの上下にタペストリーキットの
両面テープを貼り3～4cm折り返して留めます。
できた輪に棒を通し、キャップをはめて完成！

染めます。しっかり浸けたら3分待ちましょう！

広げて、良く水洗いし、乾かします。
輪ゴムを外します。

染める布を輪ゴムでしばっていきます。ゆるめ、きつめで模様が変わり
ます！水またはお湯に3～5分ひたし、軽く絞る。

さらに、付属の藍色止め剤で色落ち防止しましょう。1

1

6

3

3

5

2

2

74

4

水をふくむと、色が溶け出す極薄の色紙。水をふくむと、色が溶け出す極薄の色紙。
ちぎり絵や貼り絵に。ちぎり絵や貼り絵に。

▼画仙葉書（312-959）はvol.8カタログP.123掲載

▼型紙はスマート介護WebをCheck！



▶夏の定番イベントといえばコレ！みんなでお祭りを楽しもう。▶夏の定番イベントといえばコレ！みんなでお祭りを楽しもう。納涼祭納涼祭納涼祭 七夕七夕七夕 ▶願い事を書いた短冊をかざろう！▶願い事を書いた短冊をかざろう！

簡易食器簡易食器簡易食器 ▶イベントに活躍する食器を取り揃えました！▶イベントに活躍する食器を取り揃えました！

お祭りに欠かせないヨーヨーが100個作れます！

横

縦

袖
幅

袖
丈

衿

こより（80本入）

七夕用こよりと穴付き短冊、ご一緒にどうぞ。 カットしてあるので、つなぐだけでできます！

1460
mm

900mm

鈴木ラテックス 鈴木ラテックス

らくらくヨーヨーセット ヨーヨーフーセン
パッチンYOYO100商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

802-866 ￥3,200 ￥2,229 ￥2,451 商品コード 価格（税抜） （税込）

807-416 ￥1,543 ￥1,697●入数：1セット●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）●vol.8カタログP.171掲載

●入数：1セット●セット内容：ヨーヨーふうせん
100個、糸ゴム100本、しばらずパッチン（クリップ
100個、スタンド1個）●vol.8カタログP.171掲載

パステル
カラーが印象的な、

手描き風のストライプ
デザイン。

計画的に
植林・栽培・伐採
された木材を
使用した割箸。

間伐材を使用した
ボウルとプレート。

イベントなど
大人数での使用時の

まとめ買いに。

ポンプを
お持ちの方は

こちら

ポンプが
付いているから
すぐできる！

頭に巻いたり、
首に巻いたり

使い方いろいろ！
室内に飾るのに
ちょうど良い
サイズの笹。

短冊や
折り紙などで

にぎやかに飾りつけ
しましょう

準備が
カンタン！

祭袢天を着て
気分をあげよう♪

重ねて収納可能な
ポリ提灯

おなじみの
射的あそび！

①③

②④ ササガワ

祭袢天 市松
種別 色 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

①
大人M

●●青 828-267
￥6,200 ￥4,650 ￥5,115

② ●●赤 828-268
③

大人L
●●青 828-296

￥6,400 ￥4,800 ￥5,280
④ ●●赤 828-269
●セット内容：袢天、帯、手拭 各1枚●寸法：①②縦690×横600mm、
袖幅280×袖丈260mm、帯＝70×1600mm、手拭＝330×900mm
③④縦800×横650mm、袖幅300×袖丈330mm、帯＝70×1600mm、
手拭＝330×900mm●材質：天竺●ドライクリーニング不可●単位：
1セット●vol.8カタログP.171掲載

キッズ

豆絞り　てぬぐい
商品コード 価格（税抜） （税込）

369-345 ￥205 ￥225
●寸法：890×335mm●材質：綿100%
●洗濯：可●vol.8カタログP.171掲載

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

② ③

③使用例

④ ⑤ ⑥

①

中芯入りだからきれいに巻ける
ねじりはちまきです。

笹の葉が布にプリントされた笹の葉が布にプリントされた
綿100%のタペストリー。綿100%のタペストリー。

①

① ② ④

③ ⑤

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！
池田工業社

射的あそび用品セット
商品コード 価格（税抜） （税込）

894-955 ￥11,250 ￥12,375
●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●サイズ：幅
605×奥行400×高さ695mm●質量：1kg●単位：1セット●vol.8
カタログP.172掲載※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。※的となる景品は同梱されておりません。

▼

セット内容（一例） ▼

セット内容（一例）

やおきん やおきん
おもいっきりパック びっくりパック
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

709-378 ￥230 ￥218 ￥235
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

709-380 ￥330 ￥313 ￥338
●内容量：180g●単位：1袋●vol.8カタログP.172掲載 ●内容量：220g●単位：1袋●vol.8カタログP.291掲載

軽減税率対象 軽減税率対象

「東京音頭」「炭坑節」などの
定番から、変わり種まで。
お祭り・盆踊りの音楽。
日本コロムビア

おんどでおどろう！
みんなでお祭り・盆踊り
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

725-280 ￥1,800 ￥1,800 ￥1,980
●入数：1枚
▶収録曲

東京音頭
炭坑節
会津磐梯山
ソーラン節 　
河内音頭
東京五輪音頭
大東京音頭

お祭りマンボ
ズンドコ節
踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭
ドラえもん音頭
アンパンマン音頭
ウルトラマン音頭
にんにん忍たま音頭

アラレちゃん音頭
オバQ音頭
大ちゃん数え唄
とんちんかんちん一休さん
さのまる音頭
商売繁盛じゃ笹持ってレゲエ
～レゲエ河内・鉄砲節～

=振り付き、 ＝モノラル録音

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20. 

サンナップ
しましまペーパーカップ 50個入
商品コード 価格（税抜） （税込）

756-323 ￥298 ￥327
●容量：205mL（7オンス）●カップ（口径×高）
：72.6×79.3mm●色：３色アソート●単位：1
パック●vol.8カタログP.511掲載

やなぎプロダクツ
元禄箸（100膳入） 袋入
商品コード 価格（税抜） （税込）

756-344 ￥290 ￥319
●長さ：約203mm●単位：1パック●vol.8カ
タログP.516掲載

アートナップ
ESペーパーボウル／プレート
規格 入数 商品コード 価格（税抜） （税込）

① ボウル 20枚 743-043 ￥298 ￥327
② プレート 30枚 743-044 ￥188 ￥206
●直径：①約150mm②約180mm●深さ：①約38mm
②約8mm●材質：①バージンパルプ（内面ポリプロプレ
ン加工）、表面耐水・耐油加工②バージンパルプ、耐水加
工●単位：1パック●vol.8カタログP.516掲載

デンカポリマー
発泡どんぶり／カレー皿（50個入）
容量 入数 商品コード 価格（税抜） （税込）

① 約240mL

50個
748-918 ￥360 ￥396

② 約650mL 748-919 ￥528 ￥580
③ 約500mL 748-920 ￥552 ￥607
●外寸（径x高）：①約117×約52mm②約160×約68mm③約縦139×
横227×高47mm●材質：発泡ポリスチレン●耐熱温度：約70℃●単位：
1パック●vol.8カタログP.516掲載

②

① ①

②

③

ササガワ
笹 1100mm
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

738-368 ￥2,500 ￥2,200 ￥2,420
●入数：1本●外形寸法：1100mm●材質：ポリエステ
ル繊維他

藤久
笹タペストリー
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

738-365 ￥1,400 ￥1,260￥1,386
●単位：1枚●vol.8カタログP.170掲載

拡大図

左下QRへ

ハッピークラフト

七夕吹流し
プリーツハンガー
商品コード 価格（税抜） （税込）

115-216 ￥2,610￥2,871
●外形寸法：幅45×高さ45×長さ
180cm●単位：1個

No.2022
レク
企画書
難易度

作品例

作品例

トーヨー
たなばたおりがみ
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

888-648 ￥300 ￥239 ￥262
●セット内容：おりがみ（150mm）8枚、（75mm）16枚、

（18×150mm）32枚、両面おりがみ（150mm）2枚、カ
ラーホイル（150mm）12枚、シール1シート、こより10
本、手本1冊●1枚（厚）：約0.07mm●単位：1パック●
vol.8カタログP.109掲載

トーヨー
トーヨー リングかざり

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 816-092 ￥220 ￥180 ￥198商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

① 888-634 ￥100 ￥80 ￥88
●寸法（1枚あたり）：幅18×長150mm●色（表面）：
20色ランダム●1パック入数：360枚（20色）●色（裏
面）：白色●単位：1パック●vol.8カタログP.170掲載

●寸法：長さ約21.5cm●材質：上質紙●単位：
1パック●vol.8カタログP.170掲載

トーヨートーヨー
キラキラリングかざりかんたんたんざく（31枚入）

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 816-093 ￥300 ￥189 ￥207
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 888-635 ￥100 ￥80 ￥88
● 寸 法（1枚 あたり）：幅18×長150mm● 色（表
面）：赤・黄・緑・青●1パック入数：200枚（4色×
50枚）●エンボス加工●色（裏面）：白●単位：1
パック●vol.8カタログP.170掲載

●セット内容：たんざく30枚(赤・青・紫・黄・
ピンク 各4枚、水・黄緑 各5枚)、金たんざく1
枚●寸法：縦250×50mm●材質：上質紙●単
位：1パック●vol.8カタログP.170掲載

① ①
②

②

笹に飾ったり、笹に飾ったり、
付属の台紙に貼って付属の台紙に貼って
壁掛けタイプにも壁掛けタイプにも
なります。なります。

七夕飾りがたくさん入ったセット！七夕飾りがたくさん入ったセット！

七夕にぴったりの笹と造形紙が
セットになったキットです！

吊りアイテムで施設内は
一気に七夕ムードに！

越前和紙を使用した七夕セット。 13種類の七夕飾りが作れます。

ササガワ

ササガワ

七夕飾りセット

和紙七夕セット

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

749-121 ￥3,800 ￥3,420 ￥3,762

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

738-367 ￥1,000 ￥920 ￥1,012

●セット内容：ワンタッチ短冊20枚、こより×15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●単位：1
セット※天の川とでんぐりの色はランダムです。※商品の色や柄は予告なく
変更されることがあります。

●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●単位：1セット※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

トーヨー

七夕セット
商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

833-893 ￥400 ￥300 ￥330
●セット内容：おりがみ（15×15cm）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（15×5cm）10枚、リング
用（15×2cm、15×1cm）各10枚、キラキラかざり1本、こより（44cm）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）●寸法：パッケージ＝330×200ｍｍ●vol.8
カタログP.170掲載※キラキラかざりの色は変更になる場合がございます。

1パック

サンワ
七夕笹キット
商品コード 価格（税抜） （税込）

755-430 ￥278 ￥305
●セット内容：笹＝１本、パステル造形紙＝
１枚、銀色紙４色セット＝１、おはな紙＝１
枚●寸法：笹＝高さ約55×幅約19cm（広
げ方で横幅は変動します）●材質：笹＝PVC
 （塩ビ）、中芯＝針金●質量：23g●単位：
1パック●vol.8カタログP.170掲載

作品例

人気
商品

セット内容

セット内容セット内容

パッケージにも
飾れるパーツが
盛りだくさん！ ムダのない

セットです。

セット内容

作品例

各色1本　M価（税込）￥300
価格（税抜）￥191／（税込）￥210

各色1個　M価（税込）￥1,000
価格（税抜）￥760／（税込）￥836

AT

ササガワ

かんたんねじりはちまき

ポリ提灯＜丸＞

色 商品コード

① 赤/白 755-869
② 青/白 755-870
③ 黄/白 755-871

色 商品コード

① ●●赤白 372-781
② ●●桃白 372-782
③ ●●黄白 372-783

色 商品コード

④ 赤/黒 755-872
⑤ 赤/黄 755-873
⑥ 白/緑 755-874

色 商品コード

④ ●緑白 372-784
⑤ ●●青白 372-785

●寸法：直径10×全長980mm●材質：ロープ=PP・
PET、中=鉄●単位：1本●vol.8カタログP.171掲載

●外寸（高x径）：250×230mm●材質：ポリエステル
樹脂●単位：1個●vol.8カタログP.171掲載
※装飾用ですのでろうそく等は使用しないでください

※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。

※セットのお菓子は内容が変更になる場合があります。

在庫限り

在庫限り

在庫限り

97mm

90mm

160mm

紙製
ラケット付き

しゃぼん玉液と
吹き棒のセット

ワンタッチ
すくい枠用の

替え紙。

紙の交換が
ワンタッチ！

スーパーボール
すくい用に便利な

100個入り！

すくい遊びの
景品を持ち帰る

ための袋。

アイドル

池田工業社

トーヨー

アイドル

トモダ

池田工業社

すくい枠

持ち帰り袋金魚用（100枚入）

かみふうせん

すくい用替え紙（1000枚入）

袋入しゃぼん玉

スーパーボールミックス（100個入）

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

①808-467 ￥60 ￥56 ￥61

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

③385-318 ￥3,000 ￥2,267￥2,493

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

⑥810-895 ￥250 ￥197 ￥216

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

② 808-468 ￥1,200 ￥1,100￥1,210

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

⑤894-993 ￥50 ￥40 ￥44

商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

④741-605 ￥3,500 ￥3,150￥3,465

●サイズ：直径90mm、全長160mm●単位：1
個●vol.8カタログP.171掲載※替え紙と一緒に
お求めください。※色のご指定はできません。

●サイズ：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●材質：PE●単位：1セット●vol.8カタログ
P.171掲載※紐カラーは選べません。

●セット内容：大1枚、中2枚、小1枚、紙製ラケット
付●外寸（径）：大＝140、中＝120、小100mm
●単位：1パック●vol.8カタログP.148掲載

●サイズ：直径97mm●強度：５号●単位：1箱
●vol.8カタログP.171掲載

●セット内容：しゃぼん液（22mL）×1個、吹き棒
×1本●サイズ：吹き棒＝110mm、しゃぼん液＝
80mm●単位：1個●vol.8カタログP.171掲載

●外寸（径）：約32mm●単位：1個●vol.8カタ
ログP.171掲載※スーパーボールの色・柄は予
告なく変更になる場合がございます。

おためしサンプル

おためしサンプル

おためしサンプル

①

⑤

⑥

②

④

③

vol.8カタログP.171をCheck！
▲

イベントに大活躍する便利なタライや
補充できるシャボン玉液は


