
しめなわ飾り作り

羽子板作り

張り子作り

絵馬作り

キーホルダー作り クリスマスの飾り付け

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
キッズ

メッキモール4インチダブル（3本入）
色 商品コード 単位 価格（税抜）（税込）

① ● ブルー 805-925

1パック ￥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
●入数：3本●寸法：径約10×長さ２００cm●vol.9カタログP.1７５掲載 ●材質：①PP・不織布・紙・PVC②不織布・紙・PVC③PVC●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.175掲載※①②のみ

商品名 寸法（高さ×幅×長） 品番 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

①クリスマスキャロル プリーツハンガー 45×45×180cm XMPH4101 113-851
1個

￥2,610 ￥2,871
②クリスマスキャロル ガーランド 50×29×180cm XMGL4102 113-852 ￥1,440 ￥1,584
③シャイニングスター ガーランド 50×20×180cm 151-511 ￥1,200 ￥1,320

ハッピークラフト

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.9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

②

③

①

①
③

②

●寸法（高×幅×長さ）：①45×45×180cm②50×20×180cm●材質：①PP・不織布・紙・
PVC②不織布・紙・PVC●出荷/包装単位：1●vol.9カタログP.177掲載

商品名 商品コード 単位 価格（税抜） （税込）

① 和凧迎春プリーツハンガー 113-853
1個

￥2,610 ￥2,871
② 和凧迎春ガーランド 113-854 ￥1,440 ￥1,584

ハッピークラフト

①

②

※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。

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.９カタログP.66掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税 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.９カタログP.177掲載

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

AT しめなわ作り

●寸法：縦318×横104×厚さ7mm●出荷/包装単位：1/１00●vol.8カタログP.149掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜） （税込）
① 810-855 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.９カタログP.149掲載

商品コード 単位 価格（税抜） （税込）
② 385-323 1セット ￥375 ￥412

池田工業社 羽子板〈羽根1個付き〉

②

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.1623
レク
企画書
難易度

No.1627
レク
企画書
難易度

人気
商品

セット内容

②羽根付き

●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.９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）
113-834 1個 ￥450 ￥423 ￥465

SNZ 絵付け用張り子 だるま

●寸法：だるま49×42mm、金具67×25mm●材質：紙(糊で固
めたもの)●付属品：キーホルダー●vol.９カタログP.60掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税 価格（税抜）（税込）
724-389 ■1セット ¥355 ￥300 ¥330 

サンワ ミニだるまキーホルダー

おためし
サンプル

おためし
サンプル

■作品例

■作品例 ■作品例

■作品例

セット内容

＜無地木軸鉛筆＞48本（軸形状：六角軸）
＜ポスカ＞
・PC3M8C細字丸芯８色セット
・PC3M7C細字丸芯7色セット（ナチュラル）

おためし
サンプル

No.2048
レク
企画書
難易度

■作品例

❶ A鉛筆にAポスカで柄を描きます。
❷ 柄を描いた鉛筆を輪ゴムで束ねてツリー型に整えます。
❸ B円筒ペン立てに入っているホログラムシートを
　 Cクラフトパンチで切り抜いて円筒ペン立ての黒板紙に貼ります。
❹ 円筒ペン立てを組み立てて鉛筆ツリーを挿して出来上がり！

作り方 No.2226
レク
企画書
難易度

No.2227
レク
企画書
難易度

●＜ポスカ＞インク：水性顔料インク
●品番：HPC3MKDECOS●vol.9カタログP.65掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
A 130-770 1セット ￥4,920 ￥3,350 ￥3,685

三菱鉛筆
ポスカ/鉛筆デコレーションセット

●ユキ2●寸法：45×53×45mm●vol.9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）
C 807-983 1個 ￥８００ ￥615 ￥676

Carla Craft ミドルサイズ クラフトパンチ CP-2

BSS

●完成寸法：約直径81×高さ112ｍｍ●vol.9カタログP.59掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
B 113-830 1セット ￥250 ￥225 ￥247

らでん調/円筒ペン立て

使用グッズ

無地の鉛筆（木軸）と
ポスカ２種のセット！

A

C

Bセット内容

無地木軸鉛筆48本
（軸形状：六角軸）→

＜ポスカ＞
・PC3M8C 細字丸芯８色セット
・PC3M7C 細字丸芯 7 色セット（ナチュラル）

使用グッズ

❶ Aはがきに穴あけパンチで穴を空けます
❷ Aはがきに包装紙やチラシをちぎって数字の形に
　 Bデコパージュ液で貼り、上からも
 　Bデコパージュ液でコーティングします。
❸ CデコチョークボードにDフックを 3 個貼ります。
❹ Eなんでもスタンドに立てかけて完成です！

作り方

■作品例

■作品例

●材質：画仙紙●寸法：100×148mm、紙厚0.3mm●vol.9カタログP.１２５掲載

商品コード 品番 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
A 312-959 KG204-808 1パック ￥450 ￥365 ￥401

呉竹 画仙紙はがき（20枚入）

●内容量：100mL●成分：合成樹脂、水●色：透明つや消し●vol.9カタログP.９１掲載

商品コード 品番 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
B 705-245 18-0289 1個 ￥880 ￥770 ￥847

ワシン JLPCデコパージュ接着＆仕上げ剤

●本体寸法：300×450×5mm●質量:84ｇ
●材質：発泡ポリスチレン、紙

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
C 724-788 1枚 ￥650 ￥585 ￥643

 光洋産業 デコチョークボード 

●3連●外寸：縦30×横99×厚26mm●vol.9カタログP.1001掲載

商品コード 品番 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
D 145-680 KH3R 1パック ￥３９０ ￥313 ￥344

光 キーハンガー＜粘着テープ付＞

●材質：アクリルスチロール●vol.9カタログP.129掲載

商品コード 品番 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
E 817-145 20-0983 1個 ￥350 ￥261 ￥287

瀬尾製額所 なんでもスタンド

A B C

D E

※審査対象は①③のみです。コンテストの詳細はスマート介護 Web で！

❶ ❸

オーナメ
ントの

プリント
が

かわいい
！

天井に吊り下げて使用します。キラキラ光るモールで飾り付け！

天井に吊り下げて使用します。

オリジナルの
しめなわが作れます。

文字や絵を自由に書こう！

だるまの
キーホルダー。

だるまに
願いを
込めて。

好きな絵を描こう！

フェルトや毛糸、
リボン、おり紙などで

飾り付け！

くまのが
っこう

クリスマ
ス仕様！

ウッド柄のタペ
ストリー

　お正月の飾
り

クリスマスツリ
ー作り

ウッド柄のタペ
ストリー

　お正月の飾
り

クリスマスツリ
ー作り

綿100％

スマート介護からのオススメ情報！ 有効期限：2022年12月31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！▶

クリスマス 冬の制作 お正月

お正月

クリスマス

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。

■日曜・祝日のお届け（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。 

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

平日▶9:00～18:00、土曜▶9:00～17:30 ※祝日、年末年始は除く受付時間



段ボールで作る特大ガチャマシーン

和紙のちぎり絵

貯金箱作り

すな絵

クリスマス・お正月飾りが作れるおり紙

③ハンドメイドリース

①星のおりがみ

④お正月おりがみ

②サンタからメリークリスマスタウンセット

季節のオーナメント

和がみの吊るし飾りちりめん生地の押し絵

フェルトの貼り絵

No.2057
レク
企画書
難易度

■作品例

■作品例

■飾り付け例
※飾りは付属して
　おりません。

セット内容

セット内容

■作品例

①

①

① ②

③ ④

②

② ③

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 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（②③④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 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.9カタログP.56掲載

おためし
サンプル

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 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 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）
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：1/115●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
②

③

■飾り付け例

①セット内容

②セット内容

②

①

●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、
綿＝アクリル、①土台＝木●出荷/包装単位：1/50●vol.9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

約57
cm

●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●vol.9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）

130-767 1セット ¥3,100 ￥2,790 ¥3,069 

藤久 BIGガチャマシーン　工作キット

カット済の段ボールを
組み立てるだけ！

おためし
サンプル

●vol.9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 星のおりがみ 125-734

1パック

￥380 ￥304 ￥334
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

おりがみトーヨー

●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.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）

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

●外寸（径）：65mm●入数：各色2個　計10個
●材質：PS・PP●vol.9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）

130-771 1セット ￥500 ￥450 ￥495

藤久 カプセル（10個セット）

■作品例

■作品例■作品例

■作品例

＜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

＜セット内容＞
おりがみ：15cm/8 枚、7.5cm/4 枚、
タント：15cm/8 枚、7.5cm/20枚、
ホログラム15cm/5枚、チェック柄7.5cm/20枚、
オーロラシルキー7.5cm/16 枚

＜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

＜セット内容＞
星柄ちよがみ7枚、カラーホイル13枚、
オーロラ紙4枚、ファンタジー紙6枚、
上質おりがみ14枚、英訳付折り方説明書

手作りミニ和凧（おり紙）

シール入

シール入

30枚44枚

26枚81枚

■作品例

おためし
サンプル

①②のみ

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
① 雪だるまとペンギン 151-477 1セット ￥800 ￥780 ￥858
②椿とうさぎ 151-482

藤久 ほっこり動物の押し絵

●セット内容：ちりめん生地、茶太ひも、部品シール、ウレタン付き型紙、
壁飾り用ミニ色紙、説明書など●完成寸法：約140×140mm

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 ￥722②だるま 716-977
③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.9カタログP.5５掲載

種別 商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
①祝鶴と寿亀 151-503

1セット ￥700 ￥695 ￥765
②おめでたご長寿 151-492
③大輪菊 151-494
④つばき 151-495
⑤だるま 151-496

藤久 和がみの吊るし飾り

●セット内容：①②リース、友禅紙、型抜き部品、スパンコール、房付き紐、
説明書等③④格子台紙、型抜き部品、紐、説明書⑤絵馬 1枚、絵付き折り紙 
7枚、赤紐 1本、鈴 1個、説明書●完成寸法：
①②約16×16×2cm③④約20×17×2cm⑤約15.6×19.6×2.6cm

●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.9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）
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.9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）
746-569 1個 ￥3８0 ￥360 ￥396

SNZ

張り子だるま貯金箱

■作品例■作品例

No.1906
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

おためし
サンプル

No.1615
レク
企画書
難易度

お正月の
制作キットは
裏面にも掲載！

■作品例

■作品例
■作品例

①セット内容

①

①

③ ④ ⑤

②

１０個入

●寸法：完成品サイズ：210×140mm●セット内容：土台パー
ツ(100×100mm)2枚、ツリー(170×140mm)1枚、(201
×140mm)1枚●材質：フェルト(厚み3mm)●質量:29g
●vol.9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）

123-839 ■ 1セット ￥350 ￥240 ￥264

サンワ
フェルトの卓上クリスマスツリー

おためし
サンプル

②

おためし
サンプル

おためし
サンプル

１３２mm

ウレタン付
型紙を

ちりめんで
包み

貼り合わせ
ます

⑤のみ11月4日発売予定

②のみ11月15日発売予定

●寸法：長さ140×8×12mm●質量：7g●材質：アルミ製
アルマイト仕上げ●vol.9カタログP.85掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
A 761-465 1本 ￥650 ￥520 ￥572

クロバー かぎ針「アミュレ」6/0号

●寸法：直径8mm（黒目の大きさ直径5mm）
●vol.9カタログP.88掲載

商品コード 単位 Ｍ価（税抜） 価格（税抜）（税込）
F 803-196 ■ 1袋 ￥７３ ￥48 ￥52

サンワ うごく目 小
❶ B毛糸をAかぎ針でくさり編みにします。
❷ ①で編んだ毛糸をDE発泡球にボンドで巻き付けて貼ります。
　 大小の球を作ったら、ボンドで貼り合わせます。
❸ C毛糸でマフラー、帽子、鼻、ボタンを編みます。
　 編むのが難しい場合は紙などで作ります。
❹ ③で編んだパーツとF動く目をゆきだるま本体に付けて完成です！

作り方

No.2225
レク
企画書
難易度

発泡球
種別 単位 入数 商品コード Ｍ価（税抜）価格（税抜）（税込）
D 直径40mm

1袋
１０個 710-278 ■ ￥364 ￥299 ￥328

E 直径65mm ５個 710-279 ■ ￥455 ￥370 ￥407
●材質：発泡スチロール●D中心に直径2mmの穴あり●vol.9カタログP.8８掲載

サンワ

毛糸（並太）45g
色 単位 商品コード 価格（税抜）（税込）
B ○白

1玉
741-666 ■

￥219￥２４０
C ●赤 741-662 ■

●質量：45g●材質：アクリル●寸法：直径約2.7mm×長さ約
68m●vol.9カタログP.8４掲載

キッズ

D E

A

B

C

F10個入り

使用グッズ

■作品例

オリジナルツリー・
リースが手軽に作れる！

フェルトの卓上クリスマスツリー！

年末年始のイベントに大活躍！

6 種類の和凧を作れて、室内でも揚げられます！
追加用カプセル。

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

張り子の貯金箱作り。素焼きの貯金箱作り。

マスキングテープで作る
簡単オーナメントキット。

型抜き済のシールフェルトなので手軽に楽しく ！
脳トレにもなります ！

No.1736
レク
企画書
難易度

おためし
サンプル

冬にぴったりの華やかなかべ飾りが作れます！冬の情景と動物たちに、ほっこり癒される押し絵かべ飾り！

紙を『巻く』
『ボンドで貼る』
『折る』など、
簡単な作業で
脳を活性化 !

冬の制作素材

ウッド柄のタペ
ストリー

　お正月の飾
り

クリスマスツリ
ー作り


