
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。 
■　　「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。 

直径 30㎝
30 個入り

直径 40㎝
10 個入り

●寸法：縦約1800×横約900mm●質量：200g●材質：ポ
リエステル●吊り下げ棒、紐付き●品番：AUTP0464●
出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.173掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
①134-766 1枚 ￥2,900 ￥3,190

ハッピークラフト
銀杏並木タペストリー

●寸法：幅45×高さ45×長さ180cm●材質：PP・不織布・
紙●品番：AUPH4204●出荷/包装単位：1
●vol.9カタログP.173掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
② 115-201 1枚 ￥2,610 ￥2,871

ハッピークラフト
秋味プリーツハンガー

●寸法：高さ45×幅45×長さ180cm●材質：PP・不織布●品番：AUPH3736
●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.173掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
④113-849 1枚 ￥2,610 ￥2,871

ハッピークラフト 和風紅葉プリーツハンガー

●寸法：高さ50×幅20×長さ180cm●材質：不織布●品番：AUGL3737
●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.173掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
③ 113-850 1枚 ￥1,440 ￥1,584

ハッピークラフト 和風紅葉ガーランド

DLM ゴム風船
種別 単位 入数 品番 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
① 直径30㎝

1組
30個 K03031 M16-767 ￥2,400 ￥2,160￥2,376

② 直径40㎝（最大50㎝）
10個

K05001 M16-768 ￥3,500 ￥2,450￥2,695
③ 直径85㎝ K10001 M16-769 ￥8,700 ￥6,090￥6,699
●セット内容：①30個入（赤・桃・緑・黄・青・白・オレンジ・紫の計８色のアソート）②10個入（赤・桃・緑・
黄・青・白・オレンジの計7色のアソート）③10個（赤・桃・緑・黄・青・白・オレンジ・紫8色（5色×各2個））
のアソート●材質：天然ゴム●※色指定はできません。●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.228掲載

①

人気
商品

池田工業社 ホバーサッカー
単位 商品コード 価格（税抜） （税込）
1個 761-488 ￥980 ￥1,078
●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。
●材質：本体＝EPE、ABS●パッケージ質量：242g
●出荷/包装単位：1/36●vol.9カタログP.151掲載

①
③

②

④

②

直径 85㎝
10 個入り

●本体サイズ：幅270×奥行33×高さ255ｍｍ●質量：680g●材質：
ABS、シリコン●出荷/包装単位：1/15●vol.9カタログP.199掲載

商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

134-452 FA336-1 1個 ￥3,100 ￥3,410

Fat Brain Toys ディンプルポップス デラックス

●色：アソート●寸法：ボード＝幅200×奥行300×高さ85mm、テトラ＝幅48×奥行48×高さ
48mm●質量：テトラ＝12g（1個あたり）●セット内容：つのつのボード1個、つのつのテトラ15個

（ピンク・パステルグリーン・ホワイト 各5個）、つのつのカード5枚●材質：シナ合板

商品コード 品番 単位 価格（税抜） （税込）

M10-010 TE-BOX15 1セット ￥7,800 ￥8,580

DLM つのつのボード

ゼネラル 脳トレボードゲーム「よーし！ おくぞー！」
種別 単位 品番 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
① さかなへん

1ｾｯﾄ

NBG-001 762-226

￥3,500 ￥3,150 ￥3,465
② いきもの NBG-005 113-438
③ 花・野菜・果物 NBG-002 762-227
④ 国旗あてクイズ NBG-003 762-228
●寸法：ボード＝350×320mm、駒＝直径30mm×厚さ15mm●出荷/包装単位：1/20
●vol.9カタログP.211掲載

① ②

②

③

④

③ ④

※輸入品につき、カラー、
　デザイン、材質が変更に
　なる場合があります。

人気
商品

No.1672
レク
企画書
難易度

スコアシート付

●セット内容：ピン10本、ボール1個、ピンセッター1枚、スコアシート1冊●寸法：ピン＝直径120×高
さ381mm、ボール＝直径210mm●質量：ピン＝約300g、ボール＝約1.1kg●材質：ピン＝ポリエチレ
ン、ボール＝ゴム、ピンセッター、スコアボード＝紙●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.233掲載

商品コード 品番 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）

M16-339 W9284W9946 1セット ￥44,100 ￥39,800 ￥43,780

DLM ニューカラーボウリングゲーム

ナガセケンコー レクリエーションボッチャセット
単位 品番 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
1ｾｯﾄ 00274355 4 134-458 ￥25,000 ￥25,000 ￥27,500
●材質：表皮：合成皮革、内部：合成樹脂●寸法：直径86mm●質量：280g●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.223掲載

③

種別 品番 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
① ●青 U7021 101-146 1個 ￥2,100 ￥1,780 ￥1,958
② ●赤 U7036 102-244

トーエイライト フットホッケーやわらかパック

●屋内用●寸法：直径約30×厚さ約8cm●質量：約400g●材質：外被＝ナイロン、
芯材＝合成スポンジ・ウレタン●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.227掲載

②

①

No.2018
レク
企画書
難易度

②のみ

※ゴールは別売

●カップ（口径x高）：約70×56mm●材質：PP●出荷/包装単
位：1●vol.9カタログP.87掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
B 101-054 1組 ￥650 ￥567 ￥623

ＢＳＳ プリンカップ(50個入)

●寸法：約30×30cm●材質：ポリエステル●厚：1mm
●水洗い：可※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.9カタログP.83掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
A 709-406 1セット ￥1,364 ￥1,500

キッズ 工作フェルト(18色セット)

●詰め替え用(800g)●香り：無香料●出荷/包装単位：
1/10●vol.9カタログP.554掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
C 726-463 1袋 ￥498 ￥547

エステー 消臭カイオン消臭プラス

No.2223
レク
企画書
難易度

No.2224
レク
企画書
難易度

A

B

C

内容量
800g

18枚
（18色）

アイスタジオウッズ キューブシリーズ
種別 単位 品番 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
A 時計

1ｾｯﾄ
08-7189 113-832 ￥1,390 ￥1,249 ￥1,373

B ペン立て 08-7190 113-833 ￥530 ￥478 ￥525
●セット内容：A板材・木工用接着剤・紙やすり・両面テープ・時計ムーブメント、つくり方説明
書付B板材・木工用接着剤・紙やすり、つくり方説明書付●完成寸法：A幅80×奥60×高80ｍ
ｍB幅80×奥60×高80mm、穴直径25mm●A電源：単3乾電池×1本（別売）●出荷/包装単位：
1/60●vol.9カタログP.65掲載

西川コミュニケーションズ bande
種別 単位 品番 商品コード 価格（税抜）（税込）
C 姫リンゴ

1巻
BDA564 101-673

￥400 ￥440
D キノコ BDA305 744-466
●1パック入数：C14柄D17柄●シール（縦x横）：C20×19～18mmD19～12×
15～13mm●材質：和紙●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.141掲載（Cのみ）

A

A

B

B

C

D 17柄

14柄

❶ A工作フェルトを秋モチーフの形に切ります。（型紙あり）
❷ 切ったパーツをBプリンカップとマドラーに貼ります。
❸ Bプリンカップにウサギの顔を油性ペンで描きます。
❹ BプリンカップにC消臭ビーズを入れ、マドラーを挿したら完成です！

 ［キューブシリーズの組立］A時計・Bペン立て
❶ 毛羽立ちのあるところを付属のやすりでやすりがけします。
❷ 上面になる部分を色鉛筆で着彩します。
❸ 説明書通りに組み立てボンドで接着します。
 ［キューブシリーズにデコレーション］
❹ 組み立てたABにCDマスキングシールを
　 貼ってデコレーションして完成です！

作り方 作り方

50個入   

作品例

作品例※ボールペンは付属しません

秋の飾り

飾るだけで
銀杏並木を
散歩している
気分に！

吊り下げて
施設を
秋模様に！

ゴム風船

ボッチャ

ボウリング

サッカー・フットホッケー

風船バレーなどに使える大型のゴム風船セット。

ボッチャを手軽に
遊べるセット。

空気の力で本体が浮かび上がり、
キックをするとなめらかに
動きます。

転がらない、弾まないから
蹴りやすく、受け取りやすい。

介護現場の声から生まれた脳トレボード！

手指先の運動脳トレ

つのつのテトラをボードに
差込み立体の形状・色・形・
数の認識を深めリハビリの
一環として使用します。

カラフルなシリコーンを
押し上げたり、戻したり
することで指先に刺激を
あたえ巧緻性を鍛えます。

盤上に描かれている
絵柄もしくは関連す
る駒を盤上に置きま
しょう！

ピンと合わせれば
キックボウリングも
できます。
※ピンは別売

使い方

ハチマキ・万国旗はvol.9カタログ .174

マスキング
シールで

　　　デコ
レーション

！

うさぎ

マドラーはvol.9カタログP.512掲載

※消臭ビーズの誤飲に注意し、カップに入れた後は水切りネットで包み結んでください。

かぼちゃ

スマート介護からのオススメ情報！ 有効期限：2022年11月30日

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！

CHECK！▶秋の運動会

敬老の日

ハロウィン

秋の制作

秋の運動会・アクティビティ



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

やまぶき

こげちゃ

おためし
サンプル

BSS 金屏風ミニ　二曲一隻
単位 商品コード Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
1個 761-449 ￥240 ￥184 ￥202
●寸法：幅182×高さ178×厚さ4mm●色：表面＝金色、裏
面＝焦げ茶色（ラミネート加工済）●材質：厚紙●使用可能な
画材：水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、水
性ペン、油性ペン、墨汁●品番：03-5249●出荷/包装単位：
1●vol.9カタログP.59掲載

No.2043
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

No.2057
レク
企画書
難易度①のみ

作品例

①

① ②

③ ④

②

No.1734
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 ぶどう 104-274

1セット ￥300 ￥270 ￥297② りす 104-275
③ かぼちゃ 104-276
④ きのこ 104-277

カモ井加工紙 mt ちぎはり オーナメントキット

●セット内容：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（①③④のみ）●材質：和紙●出荷/包装単位：1●vol.9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 秋 コスモス 716-992 1セット ￥700 ￥630 ￥693
② 秋 もみじ 716-993

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.9カタログP.56掲載

おためし
サンプル

108
mm

種別 品番 商品コード 単位 価格（税抜）（税込）
■あか 1 365-254

1パック ￥188 ￥206

■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

●紙厚：0.074mm●坪量：56g／㎡、四六判換算／48kg●水性顔料イ
ンク●品番：B260J-□●vol.9カタログP.101掲載

単色おりがみ（100枚入）

おためし
サンプル

No.2047
    2050
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 秋　りす 113-825 1枚 ￥386 ￥336 ￥369

サンワ かんたんすな絵 台紙

●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）
② 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：1/115●vol.9カタログP.58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。

①作品例

②

作品例

178
mm

182mm

おためし
サンプル

15cm

100枚入

パンチしたパーツを貼るだけ。
墨汁や水彩絵の具も使えます。

●寸法：約（伸）430mm、（縮）210mm●出荷/包装単位：1
●vol.9カタログP.161掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）

761-510 1個 ￥350 ￥315 ￥346

小柳産業
孫の手　携帯用

●外寸（縦x横）：約500×500mm●材質：綿100％
●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.162掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）

761-522 1枚 ￥600 ￥540 ￥594

ヤマコー
花景色 小風呂敷 ＜秋＞

キッズ
不織布〈ロール〉（10m巻）
色 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

① ●赤 804-573

1巻 ￥2,485 ￥2,733

② ●白 804-570
③ ●黄 804-571
④ ●橙 804-572
⑤ ●桃 804-575
⑥ ●茶 804-574
⑦ ●黄緑 804-576
⑧ ●緑 804-577
⑨ ●水 804-578
⑩ ●青 804-579
⑪ ●黒 804-580
●寸法：幅1m×10m巻●材質：ポリエステル、ポリアクリレート●厚：0.3mm
●出荷/包装単位：1/8●パネルシアター用ではありません。専用のものと比べ、
つきが悪い、またはつかない場合がございます。●vol.9カタログP.83掲載

厚さ
0.3mm

幅1m
×長さ10m

④

⑦

⑩

⑤

⑧

⑪

⑥

⑨

③
②

①

キッズ
ペーパーちょうちん
色 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

① ●白 125-782

1個 ￥340 ￥374
② ●黄 125-783
③ ●橙 125-784
④ ●桃 125-785

色 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

⑤ ●赤 125-786

1個 ￥340 ￥374
⑥ ●黄緑 125-787
⑦ ●水 125-788
⑧ ●青 125-789

●寸法：幅250×高さ220mm●材質：紙・針金●出荷/包装単位：1/30●vol.9カタログP.61掲載

②①

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧

③

作品例

No.2221
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

250mm

220
mm

●外寸（幅x奥x高）：45×45×250mm●ピンク・赤 各6本入
●材質：石鹸・紙・PVC樹脂※観賞用のため、石鹸として使
用することはできません。●品番：GM-4252
●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.161掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

134-666 1セット ￥2,160 ￥2,376

ハッピークラフト
1輪シャボンローズ（12本入）

種別 品番 商品コード 単位 価格（税抜）（税込）
① ●ピンク GM-4082 134-667 1個 ￥420 ￥462
② ●グリーン GM-4084 134-668

ハッピークラフト 3輪ミニブーケ

●外寸（幅x奥x高）：100×100×240mm●材質：石鹸・紙・PVC樹脂※観賞用のた
め、石鹸として使用することはできません。●出荷/包装単位：1●vol.9カタログ
P.161掲載

おためし
サンプル

●セット内容：おりがみ30枚、シール1シート、英訳付手本
1冊●出荷/包装単位：1/5/240●vol.9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）

724-435 1パック ￥300 ￥239 ￥262

トーヨー
ハッピーハロウィンリースおりがみ

●寸法：幅45×高さ45×長さ180cm●材質：
PP・不織布・紙・PVC●品番：HWPH4410
●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.173掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

115-202 1個 ￥2,610￥2,871

ハッピークラフト
スイーツハロウィンプリーツハンガー

●セット内容：おりがみ（150×150mm）21枚、おりがみ（150×
300mm）6枚、カラーホイル（150×150mm）2枚、シール（1枚）、英
訳付手本1冊●出荷/包装単位：1/5/240●vol.9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）

867-380 1パック ￥300 ￥239 ￥262

トーヨー
ハロウィンおりがみ

シール入
シール入

片面30枚
片面29枚

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.1929
レク
企画書
難易度

作品例作品例

作品例

① ②

No.2222
レク
企画書
難易度

●サイズ：B5判●頁数：128ページ●監修：佐々木隆志
●著：丹羽兌子●作品60点余り収録●出荷/包装単位：1
●vol.9カタログP.101掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
A 134-773 1冊 ￥1,900 ￥1,900￥2,090

誠文堂新光社 リハビリおりがみ

●入数：35枚（12色）●坪量：89g/㎡●四六判換算：76.5kg
●出荷/包装単位：1/10/80●vol.9カタログP.105掲載
※M価は9月1日～の定価となります。

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
B 805-206 1パック ￥600 ￥390 ￥429

トーヨー 両面おりがみ 24cm

●入数：7枚（7色）●紙（縦x横）：360×255mm●紙厚：約
0.17mm●坪量：83g/㎡●四六判換算：71.4kg●両面同
色、ただし金・銀は片面のみに散りばめられています。
●出荷/包装単位：1/10●vol.9カタログP.113掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
C 804-403 1パック ￥850 ￥646 ￥710

クラサワ 銀振りもみ和紙 B4A

B

C

24cm
35枚

7色（7枚）

両面

●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●質量：64g
●材質：素焼き陶器、紙●出荷/包装単位：1

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）

741-858 1セット ￥380 ￥360 ￥396

BSS
お絵かき貯金箱 ハロウィン

A書籍「リハビリおりがみ」の中から
作りたい小物入れを選び、Bおりがみや
C和紙を使って折り方を見ながら折る。

出来上がった箱にお菓子などを入れたり、
リボンをかけてプチギフトにも使えます。
卓上に置いて小さなゴミ箱にも。

作り方

活用例

作品例

薄くてちぎりやすい
簡単オーナメントキット。

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！

描画したり、貼り付けたり。秋の演出に！

おり紙
耐久性と柔軟性に富んだ不織布ペーパーちょうちん

素焼きの貯金箱作り

金屏風ミニ

創作用マスキングテープ和紙のちぎり絵

すな絵

きれいな発色のおりがみ。
秋らしい色をピックアップ！

飾り付けや衣装作り
など様々な用途に !!

組立簡単！ハロウィンの飾りも作れます！

12本入
（ピンク・赤各6本入）

花びらが１枚１枚、石鹸で作られている、石鹸のアロマが香る「シャボンフラワー」。

伸縮式の孫の手。携帯にも便利です！ 秋の景色を描いた小風呂敷。

配りやすい
箱入！

香りを楽しめる造花です。
生花と違い枯れることが
ないため長期間
飾ることができます。

敬老の日の贈り物におすすめ！

敬老の日の
贈り物に！

ハロウィンの飾りが作れるおり紙ハロウィン飾り

５種類
作れます！

7種類
作れます！

天井に吊り下げて
ハロウィン模様に！

手のひらサイズの貯金箱。

きれいで簡単！
作品60点

ほかにも
動物や季節に
合うモチーフが
多数掲載。

敬老の日

ハロウィン

秋の制作素材


