


PT164
光るクラゲーリアンをつくろう
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W150×D95mm
●材質：�(クラゲーリアン魔法の液)水、塩化カルシウム、防腐剤�

(クラゲーリアンのもと)水、アルギン酸ソーダ、蓄光顔料、防腐剤�
(スポイト)PE、(カップ)PS、PET、(球ボトル)PET、PE�
(球ボトル用液)水、PVA、防腐剤、(台)紙、(説明書)紙

●特徴�：クラゲのような不思議生物を作りながら�
　2つの液が反応して、膜ができる仕組みが学べます�
：球ボトルに入れるとぷかぷか浮かぶクラゲーリアンが作れます�
：蓄光顔料入りなので、暗いところで光ります

PT165
動くスライム迷路をつくろう
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W180×D60mm
●材質：�(迷路台)PP、(スポンジ)ポリエチレンフォーム�

(動くスライム魔法の液)水、植物系増粘剤、顔料、防腐剤�
(動くスライムのもと)水、グリセリン、ホウ砂、防腐剤�
(両面テープ)紙、アクリル系粘着剤、不織布、(説明書)紙

●特徴�：スライムがゲル化する反応が学べます�
：3色のスポンジを使い、オリジナルのワクワク迷路が作れます�
：迷路の中でスライムを動かし、生き物のような�
　不思議な動きが楽しめます

PT166
動く絵日記をつくろう
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W160×D60mm
●材質：�(絵日記台紙)紙、(絵日記ノート)紙、(動く絵体験ブック)紙�

(練習用塗り絵)紙、(フィルター)ポリエステル、(説明書)紙
●特徴�：動く絵体験ブックと、練習用の塗り絵付で�

　楽しみながらアニメーションの原理が学べます�
：ページを開閉すると自分の描いた絵が動いて見える�
　「動く絵日記」が作れます

4901478154270

PT165

4901478154263

PT164

4901478154287

PT166

自由研究キット

＋

セット内容

セット内容

セット内容

台付きで

飾れるよ！

スライム
の

動きが不
思議！！

動くスライム
のもと

体験ブック用
フィルター

クラゲーリアン
魔法の液

クラゲーリアン
のもと

作り方説明書

作り方説明書

作り方説明書

球ボトル

台

スポイト

球ボトル用液 カップ

迷路台

両面テープ

スポンジ
（緑・青・黄）

動くスライム
魔法の液

絵日記台紙

絵日記ノート(3日分)

絵日記用フィルター

練習用
ぬりえ

ぬりえ用
フィルター

動く絵体験
ブック

※商品の改良等のため予告無くデザイン・仕様などを変更する場合がありますが、ご了承ください1
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PT167
パレットスライムをつくろう
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W160×D60mm
●材質：�(魔法の液)水、PVA、防腐剤�

(カラー液)水、グリセリン、ホウ砂、食用色素、防腐剤�
(計量スプーン)PS、(パレット)PS、(ラメ)PET、(説明書)紙

●特徴�：シアン・マゼンタ・イエローのスライムで遊びながら�
　スライムがゲル化する反応と、色の三原色について学べます�
：色混ぜしたスライムをパレットに入れて�
　オリジナルのパレットスライムが作れます�
：スライムに混ぜて使える2種類のラメ付

PT168
無限ペーパーで絵はがきをつくろう
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W160×D60mm
●材質：�(紙すき容器)PP、(紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET�

(無限ペーパー)水溶紙、(筆)木、アルミ、ナイロン�
(説明書)紙

●特徴�：水に溶ける・水で切れる・再生する不思議な無限ペーパー�
　(水溶紙)を使って紙の成り立ちが学べます�
：溶かした水溶紙と好きな形に切った水溶紙を使って�
　絵はがきが作れます

SPT712
学校教えてくれない自由研究セット
本体価格15,000円(＋消費税)
●入数：1コ/カートン
●本体：�DPサイズH310×W840×D300mm
●特徴�：5種で棚1本に迫力のあるコーナーが作れるセット販売です�

：専用POPとレールテープが同梱で、棚の上段や平台での展開ができます

4901478154294

PT167

4901478154300

PT168

4901478154324

SPT712

●セット明細
品番 商品名 本体価格 入数
PT164 光るクラゲーリアンをつくろう 1,000円 3コ
PT165 動くスライム迷路をつくろう 1,000円 3コ
PT166 動く絵日記をつくろう 1,000円 3コ
PT167 パレットスライムをつくろう 1,000円 3コ
PT168 無限ペーパーで絵はがきをつくろう 1,000円 3コ
※表示価格には、消費税は含まれていません

自由研究キット

セット内容

セット内容

専用POPと

レールテープ
付き

カラー液
シアン・マゼンタ・イエロー

紙すきセット
(容器・枠・網2枚・透明板)

作り方説明書

作り方説明書

魔法の液 3コ

パレット
計量スプーン

ラメ 2種

筆

無限ペーパー6枚
(白3、カラー3)

※商品の改良等のため予告無くデザイン・仕様などを変更する場合がありますが、ご了承ください 2
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貯金箱

PT147
お金を取っちゃう貯金箱
本体価格900円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H103×W140×D100mm、220g
●包装：�一個箱　H220×W150×D50mm、280g
●材質：�(木工パーツ)MDF・木、(ペーパークラフト)紙、(説明書)紙
●カートン：H240×W490×D545mm、9.5kg
●特徴�：木工作とペーパークラフトで作るからくり貯金箱です�

：デザインや着色の仕方によってオリジナルの作品が作れます�
：自分で作ることで、からくりの仕組みが学べます

4901478149054

PT147

※イラストはイメージです

木工パーツ ペーパークラフト

作り方説明書

※イラストはイメージです

木工パーツ ペーパークラフト

作り方説明書

※商品の改良等のため予告無くデザイン・仕様などを変更する場合がありますが、ご了承ください

PT163
お金を取っちゃう貯金箱・恐竜
本体価格900円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H103×W140×D100mm、220g
●包装：�一個箱　H220×W150×D50mm、280�g
●材質：�(木工パーツ)MDF・木、(ペーパークラフト)紙、(説明書)紙
●カートン：H240×W490×D545mm、9.5kg
●特徴�：木工作とペーパークラフトで作るからくり貯金箱です�

：デザインや着色の仕方によってオリジナルの作品が作れます�
：自分で作ることで、からくりの仕組みが学べます

4901478154164

PT163

3

2019 HATS



貯金箱

セット内容

PT922
お金が消える貯金箱
本体価格900円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　�

H190×Ｗ120×D100mm、320g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体�

パルプ繊維・粘結剤・保存剤・水�
(プラ芯材)PS、(鏡)PVC、(中紙)紙�
(説明書)紙

●カートン：H410×Ｗ610×D360mm､10.6kg
●特徴�：硬貨をいれると消えたように見える�

　不思議な貯金箱�
：仕掛け付プラ芯材とかみねんどで�
　オリジナルの貯金箱が作れます

作り方説明書

芯材C芯材B

ミラー

かるいかみねんど

中紙

芯材A

4901478073540

PT922

不思議！！
UFOが浮いて

見えるよ！

お金を入れたのに
消えたように見える
不思議な貯金箱！！

セット内容

かるいかみねんど ボンド

PT924
お金が3万円貯まるカギ付貯金箱
本体価格900円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　�

H190×Ｗ130×D112mm、300g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体�

パルプ繊維・粘結剤・保存剤・水�
(プラ芯材)PP、(カギ)亜鉛合金・鉄�
ニッケルメッキ、(ボンド)酢酸ビニル

●カートン：H390×Ｗ400×D560mm、10kg
●特徴�：100円玉で300枚(3万円)�

　500円玉で200枚(10万円)�
　貯められるプラ芯材と�
　かみねんどでオリジナルの�
　貯金箱が作れます�
：カギ付なので安心です

作り方説明書
プラ芯材

カギPT924

4901478073564

カギ付の自分だけのオリジナル貯金箱を作ろう！！

PT148
お金を食べちゃう貯金箱
本体価格900円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H145×W140×D100mm、160g
●包装：�一個箱　H220×W150×D50mm、225g
●材質：�(木工パーツ)MDF・木�

(ペーパークラフト)紙
●カートン：H240×W490×D545mm、8kg
●特徴�：木工作とペーパークラフトで作る�

　からくり貯金箱です�
：デザインや着色の仕方によって�
　オリジナルの作品が作れます�
：自分で作ることで、からくりの�
　仕組みが学べます

○

4901478149061

PT148○

※イラストはイメージです

木工パーツ ペーパークラフト

作り方説明書

4
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セット内容

セット内容

セット内容

作品例

作品例

折り紙シール

折り紙シール

接合用シール

接合用シール

接合パーツ

スライム時計
のもとA

プチプチ玉
のもと

プチプチ玉
のもと（カラー） スポイト

用の容器

スライム時計
のもとB

作り方説明書

作り方説明書

暗い所で光ります

暗い所で光ります

ペットボトル工作・楽器工作

PT131
ペットボトル工作・光るスライム時計
本体価格950円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H250×W190×D50mm
●包装：�一個箱　H250×W190×D50mm、366g
●材質：�(スライム時計のもとA)水・PVA・防腐剤�

(スライム時計のもとB)水・ホウ砂・蓄光顔料�
(接合用シール)PP、(折り紙シール)紙、(説明書)紙

●カートン：H280×W410×D795mm、12.4kg
●特徴�：暗いところで光るスライム時計を�

　作ることができます

PT132
ペットボトル工作・光る水時計
本体価格950円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H250×W190×D50mm
●包装：�一個箱　H250×W190×D50mm、195g
●材質：�(プチプチ玉のもとカラー)�

水・アルギン酸ソーダ・防腐剤・蓄光顔料�
(プチプチ玉のもと)塩化カルシウム・保存剤・水�
(折り紙シール)紙、(接合用シール)PP�
(接合パーツ)ゴム、(説明書)紙

●カートン：H280×W410×D795mm、7.2kg
●特徴�：暗いところで光るプチプチ玉を作り、�

　水に浮かべて水時計が作れます

4901478138300

PT131

4901478138317

PT132

4901478138270

PT120○

嵐のようなリアルな音が出る楽器が 2つ作れます
レインスティックレインスティック サンダードラムサンダードラム

接着剤

紙筒

シートビーズ

竹串

折り紙シール

目盛りつきシール

作り方説明書

ばね

紙筒

丸板

PT120
楽器工作・かみなりさま
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H210×W180×D65mm、260g
●材質：�(紙筒)紙、(竹串)竹、(シート)軟質PVC�

(目盛りつきシール)紙、(ビーズ)PP、(ばね)スチール�
(丸板)PVC、(折り紙シール)紙�
(接着剤)PVA・水、(説明書)紙

●カートン：H660×W550×D220mm、9.9kg
●特徴�：リアルな音がする楽器�

：サンダードラムとレインスティックが作れます

○

※イラストはイメージです

※イラストはイメージです

5
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ねんど

PT980
のびる紙ねんど(白)
本体価格350円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�H140×W90×D20mm、標準90g
●包装：�ヘッダー袋　H230×W130×D25mm、標準98g
●材質：�有機微小中空球体、水、粘結剤、界面活性剤�

炭酸カルシウム、保存剤、パルプ
●カートン：H280×W280×D620mm、標準7.8kg
●特徴�：手につきにくい　：芯材に巻き付けやすい�

：乾燥後もひび割れしにくい　：色混ぜしやすい�
：図工授業対応(細いものをよく作る)

のばして楽しい！
のばして作る！
新感覚の紙ねんど

★のびる紙ねんどの特長

芯材に巻きやすい!

学校の授業対応!
  （細長いものを作ります。）

手につきにくい!

PT980

49014780852844901478141546

PT668

PT668
ふわーりかるいかみねんどトレイ付
本体価格350円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：H145×W95×D20mm、標準130g
●包装：ヘッダー袋　H210×W110×D25mm、標準144g
●材質：�有機微小中空球体、炭酸カルシウム、パルプ、粘結剤、保存剤、水
●カートン：H155×W380×D380mm、標準5.2kg
●特徴�：トレイ付で、店頭でのイタズラを防ぎ陳列がしやすくなります�

：手につかず、軽くてやわらかでひび割れしにくい�
：ペットボトルやカン・ビン・牛乳パックなどの廃材にもつきます

★ねんどの特長
●�ペットボトルやカン･ビン･牛乳パック�
などの廃材によくつきます
●�非常に軽く、手につきませんので�
工作に最適です
●�乾燥後はひび割れしにくく、�
白いねんどはきれいに着色できます

出し入れカンタン
トレイ入り！

4901478140914

PT522A

PT522A
あぶらねんど
本体価格250円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：H75×W150×D25mm、標準500g
●包装：一個袋　H100×W180×D25mm、標準510g
●材質：炭酸カルシウム、潤滑油、蝋石、油脂
●カートン：H135×W250×D335mm、標準15.8kg

4901478140907

PT521

PT521
かみねんど
本体価格250円(＋消費税)
●入数：24コ/カートン
●本体：H100×W160×D30mm、標準1kg
●包装：一個袋　H120×W210×D33mm、標準1kg
●材質：�炭酸カルシウム、水、パルプ、糊剤、防腐剤
●カートン：H150×W280×D385mm、標準24.5kg

4901478077852

PT935

PT935
学校かみねんど
本体価格オープン
●入数：60コ/カートン
●本体：�H90×W135×D28mm、標準80g
●包装：�一個袋　�

H94×W215×D27mm、標準90g
●材質：�有機微小中空球体、パルプ�

粘結剤、防腐剤、水
●カートン：H170×W420×D530mm、標準6kg
●特徴�：学校で使われるねんどと同じ素材�

：非常に軽く、やわらかい�
：真っ白なので、えのぐがきれいに塗れる�
：ひび割れしにくい　�
：手につきにくい

PS034
バケツ入りこむぎこねんど(12色セット)
本体価格650円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・24コ/カートン
●本体：�H55×W20×D15mm、標準22g(1色あたり)
●包装：�シュリンクパック　φ145×H115mm、450g
●材質：�(ローラー・ローラーカッター・ぬき型)PP�

(ケース)PE、PS�
(粘土)こむぎこ、塩、水、食用色素、香料

●カートン：H264×W453×D604mm、12.3kg
●特徴�：粘土12色�

：ローラー・ローラーカッター・ぬき型付

PS034

4901478019265

PT935T
学校かみねんど(2コパック)
本体価格オープン
●入数：30コ/カートン
●本体：�(1コあたり)�

H90×W135×D28mm、標準80g
●包装：�H145×W230×D60mm、180g
●材質：�有機微小中空球体、パルプ�

粘結剤、防腐剤、水
●カートン：H160×W380×D560mm、標準6kg
●特徴�：たくさん使える2コパック

4901478077869

PT935T

6
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ねんど・工作用品

『国産こめ油』使用！

とくちょう

PT138
米あぶらねんど
本体価格380円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・20コ/カートン
●本体：�H150×W75×D25mm、標準500g
●包装：�一個袋　H180×W100×D28mm、標準510g
●材質：�炭酸カルシウム、米あぶら、石粉、石鹸
●カートン：H120×W200×D350mm、11kg
●特徴�：安心素材の国産こめ油を使用した油ねんど�

：手ざわりなめらか�
：やわらかく、造形しやすい�
：ちぎりやすい切り込み入り

4901478139550

PT138

PT157
お米ののり
本体価格280円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・120コ/カートン
●本体：�H40×W72×D71mm、のり容量：標準60g
●包装：�プラケース　H40×W72×D71mm、90g
●材質：�(のり)水、米でんぷん、安定剤、防腐剤、(ケース)PE
●BOX：H83×W74×D168mm、580g
●カートン：H195×W345×D390mm、12.6kg
●特徴�：米でんぷんでできた糊�

：安心・安全素材の日本製�
：三角形の容器で幼児も握りやすい大きさです�
：広口容器で最後まで使い切れます�
：ふたを開けやすいつまみ付でスタッキングできます

PT157

4901478151057 

積み重ねておけます
7
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4901478142000

PT566A

PT566A
ハケ付工作ニス(ニス切り付)
本体価格380円(＋消費税)
●入数：12コ/BOX・96コ/カートン
●本体：φ53×H105mm、97.7g
●容量：70ml
●材質：�(ニス)アクリル樹脂、有機溶剤、水�

(容器)PP、(パッキン)PE、(ハケ)ナイロン
●カートン：H245×Ｗ240×D640mm、11.5kg
●特徴�：底がすり鉢状だから最後までムダなく使え�

　本体の凹部で液ダレを防ぎます

ねんど・木工作の
両方に使えます

底がすり鉢状だから
最後までムダなく
使えます。

へこみでニス
をきることが
でき液だれを
防ぎます。

工作えのぐ・ツール

作品例

PT931
工作えのぐ6色
本体価格500円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H200×W130×D17mm、120g�

えのぐ容量12ml
●包装：�ヘッダー袋　H241×W143×D18mm、134g
●材質：�(えのぐ)水溶性合成樹脂塗料�

(パレット)PET、(筆)ナイロン、アルミ、木
●カートン：H225×W305×D285mm、5kg
●特徴�：パレットになるケース、筆1本付�

：乾くと耐水性�
：容量は各色12ml入�
：1本でおよそ20cm×40cmの面積を�
　2度塗りすることが可能です

PT932
工作えのぐ10色
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：�H227×W126×D22mm、220g　えのぐ容量12ml
●包装：�ヘッダー袋　H290×W154×D23mm、238g
●材質：�(えのぐ)水溶性合成樹脂塗料、(パレット)PET�

(筆)ナイロン、アルミ、木
●カートン：H260×W330×D350mm、8kg
●特徴�：パレット、筆1本付�

：乾くと耐水性�
：よく使う白2本入(合計11本セット)�
：容量は各色12ml入�
：1本でおよそ20cm×40cmの面積を�
　2度塗りすることが可能です

4901478077814

PT931

4901478077821

PT932

発色が良く
乾くと耐水性に

なります

＋よく使う白もう1本付白 青 黄黒 緑 赤

白

茶 青銀 金

黄 橙

黒

緑 赤

パレットとして
使えます

筆

パレット

筆

よく使う白
もう1本付き

4901478143410

PT680

PT680
いろいろ作れる芯材(磁石付)
本体価格300円(＋消費税)
●入数：60コ/カートン
●本体：H125×W95×D85mm、47g
●包装：�一個箱　�

H155×W100×D90mm、92g
●材質：�(本体)PE、(キャップ)PE�

(磁石)フェライト磁石
●カートン：H330×W330×D940mm、6.5kg
●特徴�：芯材の色はかわいらしいカラーです�

：磁石付で飾りつけにアレンジができます

磁石付！
ねんどの中に磁石を
うめて工夫しよう！
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ねんどケース・ツール

PT652
ねんどケース
本体価格350円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：H220×W115×D50mm、130g
●包装：透明�袋　H50×Ｗ227×D120mm、134g
●材質：PP
●カートン：H275×W240×D470mm、3.3kg
●特徴�：名前シール付�

：約9.5×19×4cmまでの大きさの�
　ねんどが中に入ります�
：フタはストッパー機能付

ねんどが固まりにくいねんど収納ケース

4901478141430

PT652

ふたを閉めると密閉に
近い状態で保存できま
すのでねんどがかたま
りにくくなっています

グッドデザイン賞
受賞商品

グッドデザイン賞
受賞商品

PT939
ねんどヘラ(収納ケース付)
本体価格200円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・160コ/カートン
●本体：�H150×W82×D15mm、25g
●包装：�ブリスターパック　�

H201×W101×D18mm、41g
●材質：�PP
●カートン：H250×W440×D440mm、8.6kg
●特徴�：ヘラが収納できるケース付

PT940
ねんどヘラ
本体価格150円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・200コ/カートン
●本体：�H150×W72×D7mm、18g
●包装：�透明袋　�

H200×W90×D8mm、26g
●材質：�PP
●カートン：H360×W375×D230mm、6kg
●特徴�：12種類の使い方ができます4901478141454

PT939

4901478141461

PT940

4901478141447

PT651PK

4901478141751

PT651YE

4901478141744

PT651BL

店頭や机のサイドにもハンギングしやすい吊り下げタイプ

取り付け可能な
すべり止め
ストッパーシール付

PT651
ねんどばん
本体価格400円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・50コ/カートン
●本体：H250×W350×D3mm、276g
●包装：�透明袋　H250×W355×D3mm、276g
●材質：HIPS
●カートン：H280×W265×D370mm、16kg
●特徴�：ストッパーシール付�

：ねんどがねんどばんに残らずきれいに離れます

ヘラ付きのねんどケース。
学校準備品に必要なねんどケース！フタに収納できるヘラ付き。

中身が
見える

4901478144981

ST108NB

4901478144998

ST108PU

ST108
学校ねんどケース
本体価格540円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：�H220×W115×D50mm、(ケース)130g(ヘラ)12g
●包装：�ヘッダー袋　H300×W115×D50mm、156g
●材質：�PP

●カートン：H285×W240×D470mm、3.7kg
●特徴�：造形に便利な3種類のヘラ付�

：フタの裏にヘラが収納できる�
：中身が見える透明フタ�
：名前シール付�
：約9.5×19×4cmまでの大きさのねんどが中に入ります�
：フタはストッパー機能付�
：デザインイラスト付

日本製
MADE IN
JAPAN
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おりがみ・おりがみツール

PT072
おりがみケースセット
本体価格750円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：�H162×W168×D44mm�

(持ち手収納時)、450g
●包装：一個袋
●材質：�(ケース)PP、(ハサミ)PS、スチール�

(おりがみ)紙
●カートン：H185×W360×D475mm、9.7kg
●特徴：�150×150mmのおりがみが入ります�

おりがみ200枚付�
おりがみ用はさみ(まっすぐ)付

4901478143502

PT072

持ち手収納可能

フタを底にまわす
ことができるので、
場所をとりません

PT070
おりがみケース
本体価格380円(＋消費税)
●入数：40コ/カートン
●本体：�H162×W168×D44mm(持ち手収納時)、170g
●包装：�ヘッダー袋　H202×W168×D44mm、176g
●材質：PP
●カートン：H360×W370×D470mm、9kg
●特徴：150×150mmのおりがみが300枚入ります

4901478143038

PT070

4901478141997

PT081

いろんな切り方の練習が
出来るおりがみ5枚付!

PT081
おりがみ用はさみセット(おりがみ付)
本体価格600円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・200コ/カートン
●本体：�H215×W140×D15mm、59g(はさみのみ)
●包装：�ブリスターパック　�

H215×W140×D15mm、82g
●材質：(はさみ)HIPS、(おりがみ)紙

●カートン：H425×W480×D610mm、21kg
●特徴�：いろんな形ができるおけいこ折り紙5枚・�

　折り紙5枚計10枚付�
：まっすぐ、ぎざぎざ、なみなみの3種の切り口�
：右手用

左手用

SS106BL

4901478080777

SS106PK

4901478080784

SS106L

4901478080791

SS106
学童工作はさみ
本体価格450円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・150コ/カートン
●本体：�H153×W69×D14mm、53g(キャップなし)�

H160×W69×D14mm、59g(キャップあり)
●包装：�ブリスターパック　�

H195×W91×D15mm、77g
●材質：�(刃)ステンレス鋼�

(ハンドル)ABS、エラストマー
●カートン：H330×W420×D510mm、14.2kg
●特徴�：色んな物が切れて、紙・工作用に最適です�

：軽い力でよく切れます�
　(テコのはたらきを利用)�
：テコのはたらきが学べます�
：ハンドルはソフトグリップ素材で�
　手が痛くなりにくい�
：ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ�
：名前欄、名前シール付

PT026
教育おりがみ
本体価格100円(＋消費税)
●入数：30コ/BOX・300コ/カートン
●本体：H150×W150×D3mm、47g
●包装：透明袋　H153×W155×D3mm、47g
●材質：�紙
●カートン：H180×W335×D475mm、15kg
●特徴：�28枚入(16色)�

金、銀入

○

4901478141034

PT026○

PT025
千羽鶴用おりがみ
本体価格100円(＋消費税)
●入数：30コ/BOX・300コ/カートン
●本体：H75×W75×D10mm、45g
●包装：透明袋　H80×W80×D10mm、45g
●材質：�紙
●カートン：H180×W340×D400mm、15kg
●特徴：�130枚入(16色)�

金、銀入

○

4901478141027

PT025○
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PT149
ムースのおかしやさん
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：�H170×Ｗ220×D65mm、270g
●包装：�一個箱　H170×Ｗ220×D65mm、270g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体、パルプ繊維�

粘結剤、保存剤、水、色素�
(おしだしき)ABS、PE、PP�
(パフェカップ)AS、(説明書)紙

●カートン：H210×Ｗ465×D680mm、6.5kg
●特徴�：4種類のクリームが作れるおしだしき付�

：かわいいパフェカップ2個付

PT151
ムースのミニスイーツショップ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：60コ/カートン
●本体：�H205×Ｗ150×D35mm�、127g
●包装：�一個箱�H205×Ｗ150×D35mm�、127g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体、パルプ繊維�

粘結剤、保存剤、水、色素�
(ソフト立体型)PE、(説明書)紙

●カートン：H245×Ｗ565×D630mm、9.3kg
●特徴�：やわらかくて取り出しやすいソフト立体型付�

：かわいい5種類のスイーツが作れます

PT152
ムースのミニドーナツショップ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：60コ/カートン
●本体：�H205×Ｗ150×D35mm�、127g
●包装：�一個箱�H205×Ｗ150×D35mm�、127g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体、パルプ繊維�

粘結剤、保存剤、水、色素�
(ソフト立体型)PE、(説明書)紙

●カートン：H245×Ｗ565×D630mm、9.3kg
●特徴�：やわらかくて取り出しやすいソフト立体型付�

：かわいい5種類のドーナツが作れます

PT150
ムースのケーキやさん
本体価格1,000円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：�H170×Ｗ220×D65mm、250g
●包装：�一個箱　H170×Ｗ220×D65mm、250g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体、パルプ繊維�

粘結剤、保存剤、水、色素�
(ねんど立体型)ABS、(ぬき型)PP�
(おしだしき)PP、(説明書)紙

●カートン：H210×Ｗ465×D680mm、6.1kg
●特徴�：型を使って簡単にかわいいケーキが作れます�

：星形のクリームが作れるおしだしき付

4 901478149108

PT149

4 901478149115

PT150

4 901478149122

PT151

4 901478149139

PT152

フワフワムースのかみねんどキット

セット内容
ソフト立体型（スイーツ）

ムースねんど
(イエロー・ピンク・ブルー）

説明書

セット内容
ソフト立体型（ドーナツ）

ムースねんど
(イエロー・ピンク・ブルー）

説明書

セット内容

ムースねんど
(イエロー・ピンク・ブルー・白）

おしだし口で
4種類の形が
作れます

おしだし口

おしだしき

パフェカップ

裏ブタに
ねんど型が
ついています

説明書

セット内容

ムースねんど
(イエロー・ピンク・ブルー・白）

おしだしき

説明書

ねんど立体型

ぬき型(2種)

星形
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PT153
ムースのおかしのおうちねんどばん
本体価格500円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�H290×Ｗ206×D8mm、144g
●包装：�ヘッダー袋　H340×Ｗ230×D8mm、163g
●材質：�PE
●カートン：H340×Ｗ235×D320mm、6.9kg
●特徴�：おかしのおうちが作れるねんど型付�

：パーツを組み合わせて無限の形の�
　おうちが作れます

PT154
ムースのおしだしき
本体価格550円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�H64×Ｗ152×D53mm、95g
●包装：�一個箱　H205×Ｗ80×D60mm、142g
●材質：�(おしだしき)ABS、PE、PP、(説明書)紙
●カートン：H450×Ｗ400×D450mm、12kg
●特徴�：4種類のクリームが作れるおしだしき�

：裏ブタにねんど型付

4 901478149146

PT153

4 901478149153

PT154

フワフワムースのかみねんど・ツール

PT992
ムースのかみねんど(白)
本体価格500円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：H140×Ｗ90×D20mm、標準85g
●包装：ジッパー付ヘッダー袋　H245×Ｗ150×D30mm、標準102g
●材質：有機微小中空球体、石粉、パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水
●カートン：H145×Ｗ375×D420mm、4.2kg
●特徴�：保存用のジッパー付袋で乾燥を防ぎます�

：トレイ入で袋から取り出しやすく�
　また、店頭でのイタズラを防ぎます�
：手につきにくい、軽くてやわらか、スポンジのような�
　仕上がりでひびわれしません�
：ねんどどうしの色まぜや水性ペンでの色付けができます

PT990
ムースのかみねんど
(パステル4色)
本体価格500円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：H45×Ｗ100×D15mm、標準22g
●包装：�ヘッダー袋　�

H255×Ｗ140×D25mm、標準107g
●材質：�有機微小中空球体、石粉、�

パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水、色素
●カートン：H245×Ｗ266×D415mm、4.2kg
●特徴�：手につきにくい、軽くてやわらか�

　スポンジのような仕上りでひびわれしません�
：ねんどどうしの色まぜや水性ペンでの�
　色付けができます

PT991
ムースのかみねんど
(チョコ4色)
本体価格500円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●本体：H45×Ｗ100×D15mm、標準22g
●包装：�ヘッダー袋　�

H255×Ｗ140×D25mm、標準107g
●材質：�有機微小中空球体、石粉、�

パルプ繊維、粘結剤、保存剤、水、色素
●カートン：H245×Ｗ266×D415mm、4.2kg
●特徴�：チョコレートをイメージした4色セット�

　のねんどです(ビターチョコレート色、�
　ミルクチョコレート色、アーモンドチョコレート色、�
　ストロベリーチョコレート色)

かるくて
やわらかい
フワフワな
ねんどです

かるくて
やわらかい
フワフワな
ねんどです

かるくて
やわらかい
フワフワな
ねんどです

4901478090028

PT992

4901478089299

PT990

4901478090011

PT991

保存用
ジッパー

4901478055652

PT962PK

4901478055645

PT962WH

しろ ピンク

PT962
デコレーションねんど
本体価格480円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・100コ/カートン
●本体：H235×Ｗ100×D25mm、標準85g
●包装：�ヘッダー袋　H285×Ｗ110×D30mm、標準90g
●材質：�(ねんど)有機微小中空球体、粘結剤、�

保存剤、水、色素(白は除く)、(しぼり口)PP
●カートン：H280×Ｗ500×D585mm、11.7kg
●特徴�：キャップをはずしてすぐに使えます�

：しぼり口が「ほし形」と「まる形」の2種類入りで、�
　付け替えができます�
：生クリームのようにしぼれ、自然乾燥でかたまります�
：乾燥後は、軽い質感でスポンジのようになります

WP07
ムースちゃん　ビニール人形
●入数：1コ
●サイズ：H200×Ｗ140×D85mm、21g

○

YP65
フワフワムースシリーズPOP
●サイズ：H200×W800mm

○

●保存用ジッパー付
●取り出しやすいトレイ入
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MF116
画用紙
本体価格200円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・80コ/カートン
●本体：H257×W364×D5mm、238g
●材質�：画紙
●カートン：H185×W375×D510mm、20.5kg
●特徴�：本文20枚(ぬりえ付)

MF116

4901478400520

ぬりえ付

ねんどの抜き型付
※�各々のヘラのカラーは、�
写真と異なる場合があります。

798DB
ねんどヘラ〈収納ケース付〉
本体価格300円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・160コ/カートン
●本体：H150×W82×D15mm、25g
●包装：�ブリスターパック�

H205×W120×D18mm、50g
●材質：�PP
●カートン：H470×W295×D450mm、10kg
●特徴�：小さな手でも握りやすい親切設計�

：先端部に丸みがあり安全

グッドデザイン賞
受賞商品

799DB
ねんどケース
本体価格400円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：H220×W115×D50mm、130g
●包装：�透明袋　H227×W122×D53mm、134g
●材質：�PP
●カートン：H275×W240×D470mm、3.3kg
●特徴�：約9.5×19×4cmまでの大きさのねんどが中に入ります�

：名前シール付�
：フタはストッパー機能付

4901478141423

799DB

収納ケース付

4901478141416

798DB

MF107
おりがみケース
本体価格450円(＋消費税)
●入数：20コ/カートン
●本体：H162×W168×D44mm(持ち手収納時)、170g
●包装：ヘッダー袋　H202×W168×D44mm、176g
●材質��：PP
●カートン：H190×W365×D470mm、4.1kg
●特徴：150×150mmのおりがみが300枚入るサイズです

あそびおわったら
おりがみケースで
おかたづけ

MF107

4901478055942
4901478056055

MF118 MF118
ぬりえペン6色
本体価格650円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・120コ/カートン
●本体：H125×W110×D18mm、65g
●材質：(本体)水性インク、PP、(ケース)PVC
●カートン：H375×W230×D410mm、9kg
●特徴�：6色�

：水性インク�
：キャップは転がり防止付で安心�
：ビニールケース入

ころがり
防止付

おりがみ用品・ねんど・描画材

MF117
らくがき帳
本体価格100円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・120コ/カートン
●本体：H190×W190×D5mm、88g
●材質：中質紙
●カートン：H195×W205×D585mm、12kg
●特徴�：本文32枚(ぬりえ付)

4901478400827

MF117

ぬりえ付

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2019  www.miffy.com13
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おりがみ・おりがみ用品

MF104
シール付おりがみ
本体価格200円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・240コ/カートン
●本体：H150×W150mm
●包装：透明袋　H155×W160×D3mm、53g
●材質：上質紙、コート紙シール
●カートン：H217×W330×D330mm、13kg
●特徴�：30枚入(金、銀入)�

：シール1シート入�
：5種類の折り方説明書付�
　(おうち、かざぐるま、ふね、コップ、おかしいれ)

○

折った作品をかわいくかざれる
ミッフィーのシール付
おりがみのセットです

作品例

MF104○

4901478055911

折り方説明書を
見本に

シールを貼ると
かわいい作品の
できあがり

MF102
ちよがみ(150角)
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・240コ/カートン
●本体：H150×W150mm
●包装：透明袋　H155×W160×D3mm、45g
●材質��：上質紙
●カートン：H170×W330×D340mm、9.8kg
●特徴：�20枚入、4柄

MF103
ちよがみ(75角)
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・300コ/カートン
●本体：H75×W75mm
●包装：透明袋　H75×W85×D6mm、27g
●材質��：上質紙
●カートン：H200×W180×D420mm、8kg
●特徴：�70枚入、4柄

○MF102

4901478140198

MF103○

4901478140181

MF101
おりがみ(75角)
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・300コ/カートン
●本体：H75×W75mm
●包装：透明袋　H75×W85×D11mm、45g
●材質�：上質紙
●カートン：H330×W180×D429mm、12.5kg
●特徴：130枚入、13色

MF100
おりがみ(150角)
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・240コ/カートン
●本体：H150×W150mm
●包装：透明袋
●材質��：上質紙
●カートン：H189×W330×D330mm、11.5kg
●特徴：28枚入、14色

MF100

4901478140174

MF101

4901478140167
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