
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。 
■　　「おためしサンプル」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。
■M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.８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

高宮小規模保育園 おひさま様（長野県）▶◀審査対象は①③のみです。

応募締切：2022年1月14日（金）必着
コンテストの詳細はスマート介護Webで

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

②

③

作り方動画は作り方動画は
こちら！▼こちら！▼

頭囲サイズ：
約48～約 62cm

約
300mm

約
30
0m
m

B工作フェルトをAミルクBOXのサイズに合わせてハート+脚（水につける部分）を切り抜く。

AフェイスシールドにBポスカで
鬼のイラストを描けば豆まきのお面が完成！

グルーガンでハートの脚の部分を貼り合わせる。
ハートの下の部分をビニール袋で軽く包む。（水漏れ防止）
AミルクBOXにハートを挿しビニールの中に水を入れ完成です！

３本入

5個入

■飾り付け例

①

No.2087
レク
企画書
難易度

①セット内容 ②セット内容

②

①

① ②

タペストリー

●外形寸法（縦×横）:①約1460×約900mm②約1450×約900mm③約1080×約580mm●材質:綿100%●質
量:①②270g③100g●vol.8カタログP.175掲載※①のみ

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
①ウッド柄 730-252

1枚
￥1,400 ￥1,260 ￥1,386

② 絵本風ツリー 104-265 ￥1,300 ￥1,170 ￥1,287
③くまのがっこう 130-766 ￥1,800 ￥1,590 ￥1,749

藤久

●セット内容：もみの木モール×2、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1、①土台
×1、①丸棒×1●寸法：①320×255×40mm②約幅250×高さ250×奥行50mm●材
質：もみの木モール＝鉄・PVC、カラーモール＝ポリエステル・鉄、ベル＝PVC、①綿
＝アクリル、土台＝木●出荷/包装単位：①1/50②1/60●vol.８カタログP.1７６掲載

商品名 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
①クリスマスツリー作り100-828 1セット ￥480 ￥300 ￥330
②クリスマスリース作り100-829 ￥400 ￥255 ￥280

AT

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

●寸法：高さ45×幅45×長さ180cm●材質：PP・不織布・紙・PET●
出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.1７５掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
① 113-851 1個 ￥2,610 ￥2,871

ハッピークラフト

クリスマスキャロルプリーツハンガー

●寸法：高さ50×幅29×長さ180cm●材質：不織布・紙・PET●出荷/
包装単位：1●vol.８カタログP.1７５掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
② 113-852 1個 ￥1,440 ￥1,584

ハッピークラフト

クリスマスキャロルガーランド

●入数：3本●寸法：幅約10×長さ180cm
●vol.８カタログP.1７５掲載

種別 商品コード 価格（税抜） （税込）
① ■■ブルー 805-925

￥830 ￥913

② ■■ピンク 805-926
③ ■■グリーン805-927
④ ■■ゴールド805-928
⑤ ■■シルバー805-929
⑥ ■■レッド 805-930

キッズ メッキモール4インチダブル

●寸法：直径250（外径）×厚さ30×幅40mm●材質：発泡
スチロール●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.92掲載

商品コード 単位 価格（税抜）（税込）
⑧101-050 1個 ￥290 ￥319

サンワ 発泡リング

●入数：5個●寸法：直径25×高さ27.5mm、紐通し穴＝内
径約4mm●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.92掲載

商品コード 単位 価格（税抜）（税込）
⑦101-053 1組 ￥240 ￥264

サンワ ベル(5個入)

■作品例

⑦

⑧

③のみ
クリアホルダーを1枚に切り丸めて
三角錐を作りセロハンテープでとめます。

・クリアホルダー　・セロハンテープ　・はさみ
・接着剤

Aグラスマーブルに接着剤を付け、接着剤が
少し固まってからクリアホルダーに貼ります。
クリアホルダーの綿を貼りたい部分に接着剤を
つけ、B綿を貼りつけます。
CLEDライトを点灯しツリーをかぶせて完成です！

❶❶

❶❶

❷❷

❷❷

❸❸

❸❸
❹❹

綿100％の布
片付けも楽！

数量
限定

●寸法：160×120×200mm●材質：ポリエステル●質量：
130g●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.91掲載

商品コード 単位 価格（税抜）（税込）
B742-462 1袋 ￥360 ￥396

オルヌマン ポリエステルわた＜抗菌＞

●寸法：約直径75×高さ30mm●材質：ABS樹脂●電源：単4形乾
電池×3本（付属）●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.68掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
C894-992 1セット ￥328 ￥290 ￥319

パジコ LEDライト(３灯丸型)

●外寸（径）：約12～16mm●セット内容：約40個・90g保証●形状：つぶ
れた半球状のガラス玉●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.93掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
A872-131 1セット ￥450 ￥382 ￥420

ＢＳＳ グラスマーブル(約90g)

C

A

B
※色・形・大きさ・内容量は不定です

青→赤→緑の順に変化

抗菌・防臭

◀作品例▶

◀作品例▶

①

①

②

②

No.1734
レク
企画書
難易度

No.1736
レク
企画書
難易度

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
①ゆきだるま 104-278

1セット ￥300 ￥270 ￥297②はごいた 104-279
③こま 104-280
④おに 104-281

カモ井紙工 mt ちぎはり オーナメントキット

●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●vol.８カタログP.64掲載

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
①ふじ 716-976 1セット ￥730 ￥657 ￥722
②つばき 716-978

藤久 フェルトの貼り絵パズルキット

●サイズ：縦185×横185mm●素材：シールフェルト、ポリエステル●
vol.8カタログP.58掲載

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
① 冬　ポインセチア 716-994 1セット ￥700 ￥630 ￥693
② 冬　雪だるま 716-995

藤久 和紙でつくるちぎり絵ミニ

●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.8カタログP.58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

132
mm

①

作品例

作品例 作品例

作品例

②

③ ④

●色：ラベンダーピンク●寸法：（1個あたり）約80×70×61mm（取っ
手を含めた高さ約200mm・底部約50×50mm）●質量：（1個あたり） 
13g●材質：本体＝紙、取っ手＝ポリエチレン、フォーム＝フェノール樹
脂●出荷/包装単位：1/12●vol.８カタログP.76掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
A724-794 1セット ￥2,900 ￥2,460 ￥2,706

東京リボン
ミルクBOX
ミニミニ・フォーム（20個入）

●寸法：約30×30cm●材質：ポリエステル●厚：1mm●
水洗い：可●フェルト本体は洗えますが、洗剤を使用した
場合、色落ちの可能性がございます。●出荷/包装単位：
1/5●vol.８カタログP.87掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
B709-406 1セット ￥1,364 ￥1,500

キッズ 工作フェルト 18色セット
A B

●ハートM●紙：タント紙●色：両面同色●出荷/包装単位：
1/10/100●vol.８カタログP.134掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
②809-593 1パック ￥200 ￥180 ￥198

hanaoka ダイカットペーパーMサイズ（5枚入）

●ハート●セット内容：12枚（6色各2枚）●表裏同色（リバーシブ
ル使用可）●出荷/包装単位：1/5●vol.８カタログP.134掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
①742-117 1セット ￥250 ￥200 ￥220

ササガワ ぷちカード中 （12枚入）

B
種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
① 細字丸芯 7色 701-314 1セット

￥1,400 ￥900 ￥990
② 中字丸芯 8色 152-991 ￥1,600￥1,011￥1,112

三菱鉛筆 ポスカ

●インク：水性顔料インク●出荷/包装単位：①1/10/40②1/10/50●
vol.8カタログP.910掲載①ナチュラル ② 定番カラー

細字
丸芯 中字

丸芯

●バンド色：ホワイトグレー●入数：2枚●本製品はウィ
ルスを完全に防ぐものではありません。●アルコール
消毒液やシートで拭き取りできます。●出荷/包装単
位：1/10/80●vol.8カタログP.386掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
89-078 1パック ￥580 ￥520 ￥572

プラス かんたん装着フェイスシールドA
② ハート M 
（95×98mm）

① ハート
（50×60mm）

12枚入

２０個入

5枚入 ■作品例

作り方

使用グッズ

■作品例

■作品例

・グルーガン　・ビニール袋使用グッズ

型紙をダウンロードできます

❶❶

❶❶
❷❷

❷❷❸❸
❹❹

❹❹

作り方

作り方

牛乳パックと
同素材で耐水性が

あります

No.2089
レク
企画書
難易度

クリスマスの飾り

フェルトの貼り絵

和紙のちぎり絵

ハート型の紙

創作用マスキングテープ制作キット

オリジナルツリー・リースが手軽に作れる！オリジナルツリー・リースが手軽に作れる！

薄くてちぎりやすい創作マスキングテープです。薄くてちぎりやすい創作マスキングテープです。

フェルトや毛糸、リボン、おり紙などで飾り付け！フェルトや毛糸、リボン、おり紙などで飾り付け！

クリスマスを華やかに演出！天井に吊り下げて使用します。クリスマスを華やかに演出！天井に吊り下げて使用します。

クリスマスツリーやリースの飾り付けに！クリスマスツリーやリースの飾り付けに！

リース
作りに！

ウッド柄のタペストリー

冬の制作④：フェイスシールドお面

冬の制作③：“バレンタイン”フェルトの加湿器

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 ！

くまのがっこう
くまのがっこう

クリスマス仕様！
クリスマス仕様！

エコでかわいい
エコでかわいい

フェルトの加湿器
フェルトの加湿器

フェイスシールドがお面に変身！

フェイスシールドがお面に変身！

ライトアップ！
ライトアップ！

バレンタインバレンタイン

節分

クリスマスの制作

バレンタイン ・ 節分

冬の制作①：クリスマスライト
クリスマスクリスマス

スマート介護からのオススメ情報 ！スマート介護からのオススメ情報 ！ 有効期限：2022年1月31日

冬のイべント特集
クリスマスクリスマス お正月 バレンタインバレンタイン 節分



26枚入

30枚入
15cm

81枚入

シール入

シール入

※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。

■作品例

■作品例

■作品例

■作品例■作品例

■作品例

■作品例

※張り子は手作りのため、寸法・質量は商品によって多少バラつきがあります。

■作品例

セット内容

4柄
8枚入

色 ： ゆき

No.1906
レク
企画書
難易度

No.２088
レク
企画書
難易度

作り方

お正月が終わったあとは
お正月が終わったあとは

ペン立て、メガネ立て
ペン立て、メガネ立て

として使用できます！
として使用できます！

①

①

①

②

②

②

作品例

③

167mm

約57
cm

167
mm

②

①

時短に！楽々キットなら
切り抜く手間なし！

すな絵台紙とカラー砂をあわせて
お買い求めください。

色：ゆき

色：みどり
色：いちご

●セット内容：ダンボールパーツ×12枚、透明板×1枚、空カプセル
(65mm) ×5個、組立説明書×1枚●完成寸法：約57.5×32×34cm
※追加用カプセル（１３０-771）はスマート介護Webをご覧ください。

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
130-767 1セット ¥3,100 ￥2,790 ¥3,069 

藤久 BIGガチャマシン　工作キット のり付きくじ

●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.8カタログP.176掲載

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
② 小槌 837-372 1パック ￥300 ￥253 ￥278③ピエロ 837-373

ササガワ

手作り抽選箱キット

●組立式、底板ボール紙付き●出し入れ口：直径95mm●
vol.8カタログP.176掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
①867-089 1個 ￥750 ￥600 ￥660

ササガワ

太筆3号 春風

●vol.8カタログP.126掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
①815-847 1本 ￥500 ￥390 ￥429

広島筆産業

細筆 六朝逸品

●vol.8カタログP.126掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
②181-100 1本 ￥300 ￥234 ￥257

広島筆産業

No.1624
レク
企画書
難易度

無料テンプレートは
「ササガワ」の

ホームページをcheck！

カット済の段ボールを
組み立てるだけ

約 49mm

173mm 243mm

約
10.3mm

約
26mm

約 26mm
おためし
サンプル

おためし
サンプル

おためし
サンプル

●入数：20枚●紙厚：0.07mm●vol.8カタログP.126掲載

商品名 種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
① 書道半紙 吉野 283-481

1パック
￥160 ￥96 ￥105

② 書初用紙 小 810-859 ￥240￥169 ￥185
③ 書初用紙 大 810-858 ￥410￥290 ￥319

菅公工業

No.2016
レク
企画書
難易度

No.1632
レク
企画書
難易度

20枚入

242mm

333
mm

680
mm

1000
mm

③

① ②③

①

①

①

②

②

●寸法：高さ45×幅45×長さ180cm●材質：PP・不織布・紙・PVC●
出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.177掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
① 113-853 1個 ￥2,610 ￥2,871

ハッピークラフト

和凧迎春プリーツハンガー

●寸法：高さ50×幅20×長さ180cm●材質：不織布・紙・PVC●出荷/
包装単位：1●vol.８カタログP.177掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
② 113-854 1個 ￥1,440 ￥1,584

ハッピークラフト

和凧迎春ガーランドbande

●1パック入数：①16柄／200枚②12柄／200枚●シール（縦x横）：①15×20～15mm
②15×26～19mm●材質：和紙●出荷/包装単位：1●vol.８カタログP.136掲載

種別 品番 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
① 和小物 BDA331 745-322 1巻 ￥400 ￥400 ￥440② 十二支 BDA332 745-323

西川コミュニケーションズ

①

●セット内容：加工板1枚（120×73×8mm）、リボンひ
も1本●出荷/包装単位：1●vol.8カタログP.61掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
808-589 1セット ¥155 ￥132 ¥145 

サンワ 絵馬づくり

●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.8カタログP.177掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
755-811 1セット ¥600 ￥364 ¥400 

AT しめなわ作り

●寸法：約幅70×奥行６５×高さ100mm●材質：素焼き陶
器、紙●出荷/包装単位：1●vol.8カタログP.70掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
741-857 1セット ¥380 ￥360 ¥396 

BSS お絵かき貯金箱招き猫（右手上げ）

●寸法：約幅75×奥行75×高さ85mm●材質：紙●出
荷/包装単位：1●vol.8カタログP.70掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
746-569 1個 ￥330 ￥263 ￥289

SNZ 張り子だるま貯金箱

●寸法：約幅100×奥行95×高さ120mm●質量：約105g●材質：紙●出
荷/包装単位：1●貯金箱ではありません●vol.8カタログP.70掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
113-834 1個 ￥370 ￥333 ￥366

SNZ 絵付け用張り子　だるま

●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
出荷/包装単位：1/50●vol.8カタログP.60掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
761-444 1セット ¥400 ￥348 ¥382 

サンワ たまごのおきあがりこぼし

●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.8カタログP.７０掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
724-389 1セット ¥325 ￥276 ¥303 

サンワ ミニだるまキーホルダー

●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.8カタログP.109掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
761-477 1セット ¥380 ￥304 ¥334 

トーヨー お部屋であがる手作り和凧
●寸法：縦318×横104×厚さ7mm●出荷/包装単位：1/１00●vol.8カタログP.147掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
①810-855 1枚 ￥330 ￥269 ￥295

TUK 羽子板

●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●出荷/包装単位：1/１２/48●vol.8カタログP.147掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
②385-323 1セット ￥295 ￥324

池田工業社 羽子板〈羽根1個付き〉

②
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人気
商品

●寸法：約14.5mm×10m●厚：約1mm●材質：紙●出荷/
包装単位：1●vol.８カタログP.80掲載

種別 商品コード 価格（税抜）（税込）
① ●●赤 101-030

￥480 ￥528② ●●黄緑 101-034
③ ●●緑 101-035
④ ●●ベージュ 101-038

一ツ山 紙バンド（10m巻）B

③

①
②

④10ｍ巻

セット内容

セット内容

拡大図

人気
商品

●セット内容：側面筒用紙2枚、底面用プラスチック板
1枚、上部用プラスチックリング1個、組立説明書●完
成 寸 法：直 径83×高 さ113mm● 出 荷/包 装 単 位：
1/200●vol.8カタログP.66掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
730-483 1セット ￥150 ￥117 ￥128

BSSミルパック 円筒ペン立てA

④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

③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

②セット内容
おりがみ30枚、シール1
シート、手本1冊

①セット内容
4柄各2枚入

●紙：画用紙●収納枚数：3種類×5枚計15枚●セット内容：ゆきだるま
/99×153ｍｍ、ツリー/152×196mm、くつした/110×128mm●出荷/
包装単位：1/60●vol.８カタログP.134掲載

種別 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
冬 765-207 1セット ￥480 ￥528

大王製紙

制作用型抜き色画用紙 楽々キット

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
① 冬　たこあげ 113-826 1枚 ￥386 ￥336 ￥369
② 冬　ゆきだるま 113-827

サンワ かんたんすな絵シリーズ

●サイズ：縦150×横２００mm●セット内容：カット済み砂絵１枚

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
③ 12色セット 113-828 1セット ￥222 ￥193 ￥212

サンワ カラー砂（ミニボトル入）

●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●出荷/包装単位：1/50●vol.8カタログP.６０掲載

No.2057
レク
企画書
難易度

No.1615
レク
企画書
難易度

①②のみ

③

■作品例

■作品例
■作品例

① ②

冬のイベントの制作 お正月の制作

■作品例

・いろがみ　・ボンド　・はさみ使用グッズ

門松になる芯をいろがみなどで丸めてつくり、先端はななめにカットします。
芯にB紙バンドを貼り竹の様にしてはさみで切って整えます。

（紙バンドは少し揉むと柔らかくなり貼りやすくなります）
A円筒ペン立てを組み立てます。
A円筒ペン立ての周りにB紙バンドを巻いたり、水引のように飾ります。
B紙バンドで松、梅のモチーフを作りペン立てに松竹梅を挿して完成です！

❶❶

❶❶

❷❷

❷❷

❸❸
❹❹
❺❺

●vol.8カタログP.109掲載

商品名 商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
① Xmas透かしちよがみ 724-431

1パック

￥300￥239 ￥262
② サンタからメリークリスマスタウンセット 724-434 ￥300￥239 ￥262
③ハンドメイドリース 724-433 ￥600￥475 ￥522
④ お正月おりがみ 888-645 ￥300￥239 ￥262

トーヨー おりがみ

年末年始のイベントに大活躍！年末年始のイベントに大活躍！
デコレーションすればオリジナルに！デコレーションすればオリジナルに！

年の初めに一年の抱負を書こう！年の初めに一年の抱負を書こう！

型抜き色画用紙 おり紙

砂絵アート
しめなわ飾り作り

起き上がりこぼし作り

ミニ和凧作り（おり紙）

キーホルダー作り

絵馬作り
貯金箱作り

羽子板作り

張り子作り

書き初め抽選箱・くじ段ボールで作るガチャマシン

毛先がまとまり
やすい筆。

定番半紙の
少量パック

お正月の飾りマスキングテープ
お正月を華やかに演出！天井に吊り下げて使用します。お正月を華やかに演出！天井に吊り下げて使用します。

オリジナルのしめなわがオリジナルのしめなわが
作れます。作れます。

張り子の貯金箱作り。張り子の貯金箱作り。だるまに願いを込めて。だるまに願いを込めて。だるまのキーホルダー作り。だるまのキーホルダー作り。かわいいたまご型の起きかわいいたまご型の起き
上がりこぼしが作れます。上がりこぼしが作れます。

素焼きの素焼きの
貯金箱作り。貯金箱作り。

室内でも揚げられる室内でも揚げられる
和凧作り！和凧作り！

好きな絵を描こう！好きな絵を描こう！ 文字や絵を自由に書こう！文字や絵を自由に書こう！

絵柄シールが絵柄シールが
１枚ずつめくれます！１枚ずつめくれます！

クリスマス・お正月飾りが作れるおりがみ。クリスマス・お正月飾りが作れるおりがみ。幅広いシーンで使える型抜き色画用紙。幅広いシーンで使える型抜き色画用紙。

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

トレーシング
ペーパーを
使用した透ける
ちよがみ

冬の制作②：紙バンドで門松をつくろう
お正月

②羽根付き


