


PT161A
ナタデココスライミー・ソーダ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、122g
●材質：�(ナタデココのもと)水、PVA、防腐剤�

苦味誤飲防止剤�
(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(ナタデココスライミーのもと)水、グリセリン�
ホウ砂、食用香料、食用色素、防腐剤�
苦味誤飲防止剤�
(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：ナタデココのようなぷるぷる質感の�
　スライムが作れます�
：ソーダの香り付

PT161B
ナタデココスライミー・ピーチ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、122g
●材質：�(ナタデココのもと)水、PVA、防腐剤�

苦味誤飲防止剤�
(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(ナタデココスライミーのもと)水、グリセリン�
ホウ砂、食用香料、食用色素、防腐剤�
苦味誤飲防止剤�
(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：ナタデココのようなぷるぷる質感の�
　スライムが作れます�
：ピーチの香り付

PT161C
ナタデココスライミー・マンゴー
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、122g
●材質：�(ナタデココのもと)水、PVA、防腐剤�

苦味誤飲防止剤�
(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(ナタデココスライミーのもと)水、グリセリン�
ホウ砂、食用香料、食用色素、防腐剤�
苦味誤飲防止剤�
(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：ナタデココのようなぷるぷる質感の�
　スライムが作れます�
：マンゴーの香り付

4901478153839

PT161B

4901478153822

PT161A

4901478153846

PT161C

ナタデココスライミーをつくろう

ナタデココ
のもと

ナタデココ
スライミー
のもと

スライミー
魔法の液

カップ

ポリシート

作り方説明書

ナタデココ
のもと

ナタデココ
スライミー
のもと

スライミー
魔法の液

カップ

ポリシート

作り方説明書

ナタデココ
のもと

ナタデココ
スライミー
のもと

スライミー
魔法の液

カップ

ポリシート

作り方説明書

ナタデココのもとを冷凍庫に入れ、
9時間以上凍らせて固めます。

スライミー魔法の液とスライミーのもとを
カップに入れ、スライミーを作ります。

凍らせたナタデココのもとを溶かし、ハサミ
で切り、スライミーの上にのせて完成！
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PT160A
宝石スライミー・ピンクサファイア
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、124g
●材質：�(宝石のもとA)水、PVA、防腐剤(宝石のもとB)水、架橋剤、防腐剤、食用香料�

食用色素、苦味誤飲防止剤(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(宝石スライミーのもと)水、グリセリン、ホウ砂、食用香料、食用色素�
防腐剤、苦味誤飲防止剤(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：宝石のようなキラキラしたスライムが作れます�
：香り付

PT160B
宝石スライミー・アメジスト
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、124g
●材質：�(宝石のもとA)水、PVA、防腐剤(宝石のもとB)水、架橋剤、防腐剤、食用香料�

食用色素、苦味誤飲防止剤(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(宝石スライミーのもと)水、グリセリン、ホウ砂、食用香料、食用色素�
防腐剤、苦味誤飲防止剤(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：宝石のようなキラキラしたスライムが作れます�
：香り付

PT160C
宝石スライミー・エメラルド
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ73×H65mm
●包装：�一個箱　H150×W100×D60mm、124g
●材質：�(宝石のもとA)水、PVA、防腐剤(宝石のもとB)水、架橋剤、防腐剤、食用香料�

食用色素、苦味誤飲防止剤(スライミー魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(宝石スライミーのもと)水、グリセリン、ホウ砂、食用香料、食用色素�
防腐剤、苦味誤飲防止剤(カップ)PP、PET(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：宝石のようなキラキラしたスライムが作れます�
：香り付

PT162
瞬間冷却スライミー
本体価格650円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ85×H40mm
●包装：�一個箱　H150×W100×

D60mm、104g
●材質：�(ひんやりパウダー)精製尿素�

(スライミー魔法の液)水�
PVA、防腐剤�
(冷却スライミーのもと)水�
グリセリン、ホウ砂�
食用香料、食用色素、防腐剤�
苦味誤飲防止剤、(カップ)PET�
(ポリシート)PE�(説明書)紙

●特徴�：ひんやりパウダーを�
　スライムにかけると�
　瞬間的に冷たくなります�
：ソーダの香り付

4901478153815

PT160C

4901478153853

PT162

4901478153792

PT160A

4901478153808

PT160B

宝石スライミーをつくろう

宝石スライミー
のもと

宝石のもとA

宝石のもとB

スライミー
魔法の液

カップ

ポリシート

作り方説明書

冷却スライミー
のもと

ひんやり
パウダー

スライミー
魔法の液

カップ

ポリシート

作り方説明書
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PT134A
ふるふるスライミー・ソーダ
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ60×H65mm、73g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D60mm、118g

セット内容

作り方

4901478138485

PT134A

スライミーをつくろう

PT141A
かき氷のスライミー・いちご
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�約67g
●包装：�一個箱　�

H115×W100×D62mm、108g
●材質：�(魔法の液)水、PVA、防腐剤�

(香りの液)水、グリセリン、ホウ砂、�
食用香料、食用色素、防腐剤、�
苦味誤飲防止剤�
(氷のつぶ)PVA、(ポリシート)PE

●カートン：H210×W315×D520mm、5.5kg
●特徴�：粒々した氷の質感の�

　スライムが作れます�
：香り付

PT141B
かき氷のスライミー・ブルーハワイ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�約67g
●包装：�一個箱　H115×W100×D62mm、108g
●材質：�(魔法の液)水、PVA、防腐剤�

(香りの液)水、グリセリン、ホウ砂、食用香料、�
食用色素、防腐剤、苦味誤飲防止剤�
(氷のつぶ)PVA、(ポリシート)PE

●カートン：H210×W315×D520mm、5.5kg
●特徴�：粒々した氷の質感のスライムが作れます�

：香り付

4901478148835

PT141A

4901478148842

PT141B

ブルーハワイブルーハワイ

①魔法の液に氷のつぶを混ぜます。

②香りの液を入れて混ぜます。

氷のつぶ

魔法の液 香りの液

フタつきカップ

ポリシート

PT134B
ふるふるスライミー・コーラ
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�φ60×H65mm、73g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D60mm、118g

4901478138492

PT134B

●材質：�(魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(香りの液)水、ホウ砂�
食用香料、食用色素�
(三角フラスコ容器)PE、PVC�
(ポリシート)PE、(説明書)紙

●カートン：H175×W440×D650mm、6kg
●特徴�：三角フラスコ容器に材料を入れて�

　シェイクすればスライムが作れます�
：香り付

●材質：�(魔法の液)水、PVA、防腐剤�
(香りの液)水、ホウ砂�
食用香料、食用色素�
(三角フラスコ容器)PE、PVC�
(ポリシート)PE、(説明書)紙

●カートン：H175×W440×D650mm、6kg
●特徴�：三角フラスコ容器に材料を入れて�

　シェイクすればスライムが作れます�
：香り付3
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セット内容

作り方

スライミーをつくろう

4901478148859

PT142A

4901478148866

PT142B

魔法の液 香りの液

フタつきカップ

ポリシート

①2液を入れ、しっかりと混ぜます

②�指に巻きつけると�
ソフトクリームのようになります。

PT142A
ソフトのスライミー・ストロベリー
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�約50g
●包装：�一個箱　H115×W100×D62mm、89g
●材質：�(ふわふわ魔法の液)水、中空微粉体、�

食添セルロースパウダー、PVA、防腐剤�
(香りの液)水、グリセリン、ホウ砂、�
食用香料、食用色素、防腐剤、�
苦味誤飲防止剤、(ポリシート)PE

●カートン：H210×W315×D520mm、4.6kg
●特徴�：ふわふわソフトクリームのような�

　質感のスライムが作れます�
：香り付

PT142B
ソフトのスライミー・チョコ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�約50g
●包装：�一個箱　H115×W100×D62mm、89g
●材質：�(ふわふわ魔法の液)水、中空微粉体、�

食添セルロースパウダー、PVA、防腐剤�
(香りの液)水、グリセリン、ホウ砂、�
食用香料、食用色素、防腐剤、苦味誤飲防止剤�
(ポリシート)PE

●カートン：H210×W315×D520mm、4.6kg
●特徴�：ふわふわソフトクリームのような質感のスライムが作れます�

：香り付

WH19
ホビーペーパーDPブルー
●DPサイズ：H315×Ｗ305×D300mm

WH18
スライミーPOP
●POPサイズ：H200×Ｗ880mm

WH13
スライミー・ペーパーDP用シール

売り場提案・ペーパーディスプレイ・POP

※�ご希望のお客様は弊社担当まで、
お気軽にお問い合わせください。
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メタリックスーパーボールをつくろう

PT158B
メタリックスーパーボール・銀
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�直径約47mm、57g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D50mm、116g
●材質：�(芯)ブタジエンゴム�

(接着剤)アクリル樹脂、水�
(メタリックパウダー)ガラス、銀�
酸化錫、(スポンジ)ゴム、(説明書)紙

●特徴�：メッキのように輝く�
　スーパーボールが作れます�
：銀色に光るメタリックパウダーが�
　入っています

PT158C
メタリックスーパーボール・青
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�直径約47mm、57g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D50mm、116g
●材質：�(芯)ブタジエンゴム�

(接着剤)アクリル樹脂、水�
(メタリックパウダー)マイカ�
酸化チタン、錫(スポンジ)ゴム�
(説明書)紙

●特徴�：メッキのように輝く�
　スーパーボールが作れます�
：青色に光るメタリックパウダーが�
　入っています

4901478153730

PT158A

4901478153754

PT158C

4901478153747

PT158B

PT158A
メタリックスーパーボール・金
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・45コ/カートン
●本体：�直径約47mm、57g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D50mm、116g
●材質：�(芯)ブタジエンゴム�

(接着剤)アクリル樹脂、水�
(メタリックパウダー)マイカ�
酸化チタン、酸化ケイ素、酸化鉄�
酸化錫、(スポンジ)ゴム、(説明書)紙

●特徴�：メッキのように輝く�
　スーパーボールが作れます�
：金色に光るメタリックパウダーが�
　入っています

接着剤 スポンジ

メタリックパウダー
（ゴールド）

スーパーボールの芯

作り方説明書

接着剤 スポンジ

メタリックパウダー
（シルバー）

スーパーボールの芯

作り方説明書

接着剤 スポンジ

メタリックパウダー
（ブルー）

スーパーボールの芯

作り方説明書

芯をしっかり洗剤で洗い、
竹串をさします。

❶ 紙コップに接着剤を入れ、芯の表面に
まんべんなくつけ、約30分乾かします。

❷ スポンジにメタリックパウダー
を取り、芯にこすりつけます。

❸ 台座を作り、のせて飾ろう!❹
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4901478138256

PT133D

PT133C
どでかいスーパーボール・赤キラ
本体価格600円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�直径約45mm、約40g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、63g
●材質：�(スーパーボールのもと)ポリオレフィン�

(ラメ)PET、(芯)ブタジエンゴム�
(フィルター)紙、(説明書)紙

●カートン：H185×W435×D495mm、3.4kg
●特徴�：大きなスーパーボールが�

　作れるキットです�
：ラメ入りでキラキラ輝きます

○

PT133D
どでかいスーパーボール・青キラ
本体価格600円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�直径約45mm、約40g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、61g
●材質：�(スーパーボールのもと)ポリオレフィン�

(ラメ)PET、(芯)ブタジエンゴム�
(フィルター)紙、(説明書)紙

●カートン：H185×W435×D495mm、3.4kg
●特徴�：大きなスーパーボールが�

　作れるキットです�
：ラメ入りでキラキラ輝きます

4901478138249

PT133C○

セット内容

セット内容

セット内容 セット内容

スーパーボールのもと

スーパーボールのもと

スーパーボールのもと スーパーボールのもと

ラメ

ラメ

蓄光パウダー ラメ

芯

芯

芯 芯

フィルター

フィルター

フィルター フィルター

作り方説明書

作り方説明書

作り方説明書 作り方説明書

どでかいスーパーボールをつくろう

PT140
超でかいスーパーボール・赤青キラ
本体価格780円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・36コ/カートン
●本体：�直径約54mm、約50g
●包装：�一個箱　�

H170×W120×D45mm、87g
●材質：�(スーパーボールのもと)ポリオレフィン�

(ラメ)PET、(芯)ABS�
(フィルター)紙、(説明書)紙

●カートン：H200×W395×D600mm、4.3kg
●特徴�：約54mmの超・大きなスーパー�

　ボールが作れます�
：ラメ入りでキラキラ輝きます�
：赤青2色のマーブルにできます

○

4901478147951

PT140○

4901478138232

PT133B

PT133B
どでかいスーパーボール・青マーブル
本体価格600円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・40コ/カートン
●本体：�直径約45mm、約40g
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、62g
●材質：�(スーパーボールのもと)ポリオレフィン�

(蓄光パウダー)ケイ砂、(芯)ブタジエンゴム�
(フィルター)紙、(説明書)紙

●カートン：H185×W435×D495mm、3.5kg
●特徴�：大きなスーパーボールが�

　作れるキットです�
：蓄光パウダー入りで暗いところで光ります

つくりかた

WH19
ホビーペーパーDPブルー
●�DPサイズ：�
H315×Ｗ305×D300mm

WH11
スーパー・ペーパー
DP用シール

売り場提案・ペーパーディスプレイ
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PT159B
ぷるるんせっけん・キャット
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�型　H76×W96×D20mm
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、100g
●材質：�(せっけんのもと)水、カリ石けん素地�

コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン�
香料、DPG、サトザクラ花エキス�
グリセリン、塩化Na、クエン酸、BG、�
EDTA-4Na�(カラー液)グリセリン、水�
食用色素、(ぷるるんのもと)ゼラチン�
(型)PP、(説明書)紙

●特徴�：ぷるぷるとした触感が楽しい�
　せっけんが作れます�
：オリジナルの半立体型付

4901478153778

PT159B

PT159C
ぷるるんせっけん・マリン
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�型　H76×W96×D20mm
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、100g
●材質：�(せっけんのもと)水、カリ石けん素地�

コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン�
香料、DPG、サトザクラ花エキス�
グリセリン、塩化Na、クエン酸、BG、�
EDTA-4Na�(カラー液)グリセリン、水�
食用色素、(ぷるるんのもと)ゼラチン�
(型)PP、(説明書)紙

●特徴�：ぷるぷるとした触感が楽しい�
　せっけんが作れます�
：オリジナルの半立体型付

4901478153785

PT159C

PT159A
ぷるるんせっけん・キュートベア
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�型　H76×W96×D20mm
●包装：�一個箱　�

H150×W100×D45mm、100g
●材質：�(せっけんのもと)水、カリ石けん素地�

コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン�
香料、DPG、サトザクラ花エキス�
グリセリン、塩化Na、クエン酸、BG、�
EDTA-4Na�(カラー液)グリセリン、水�
食用色素、(ぷるるんのもと)ゼラチン�
(型)PP、(説明書)紙

●特徴�：ぷるぷるとした触感が楽しい�
　せっけんが作れます�
：オリジナルの半立体型付

4901478153761

PT159A

ぷるるんせっけんをつくろう

せっけんのもと

カラー液 ぷるるんのもと
（ゼラチンパウダー）

型

作り方説明書

せっけんのもと

カラー液 ぷるるんのもと
（ゼラチンパウダー）

型

作り方説明書

せっけんのもと

カラー液 ぷるるんのもと
（ゼラチンパウダー）

型

作り方説明書

紙コップにせっけんのもと、
カラー液を入れ、混ぜます。

ぷるるんのもとを入れて混ぜます。 電子レンジで10秒ずつ2〜3回に
分けて加熱します。

型に流し入れ、冷蔵庫で約30分
冷やしてできあがり！
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ぷるるんせっけんセット・もちふわスクイーズをつくろう

セット内容

セット内容

セット内容

低反発スポンジ

低反発スポンジ

低反発スポンジ

絵の具2色
・みどり
・あか

絵の具2色
・きいろ
・ちゃいろ

絵の具2色
・ピンク
・みずいろ

作り方説明書

作り方説明書

作り方説明書

PT144A
もちふわスクイーズ・フルーツ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・90コ/カートン
●本体：�低反発スポンジ�

H60×W60×D60mm、約14.5g
●包装：�一個箱　H140×W100×D65mm、87g
●材質：�(低反発スポンジ)ウレタン�

(絵の具)水溶性合成樹脂塗料�
(説明書)紙

●カートン：H410×W420×D530mm、9.3kg
●特徴�：低反発スポンジをはさみで切り�

　オリジナルのスクイーズが作れます�
：着色用の絵の具入

○

4901478148736

PT144A○

PT144B
もちふわスクイーズ・パン
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・90コ/カートン
●本体：�低反発スポンジ�

H60×W60×D60mm、約14.5g
●包装：�一個箱　H140×W100×D65mm、87g
●材質：�(低反発スポンジ)ウレタン�

(絵の具)水溶性合成樹脂塗料�
(説明書)紙

●カートン：H410×W420×D530mm、9.3kg
●特徴�：低反発スポンジをはさみで切り�

　オリジナルのスクイーズが作れます�
：着色用の絵の具入

○

4901478148743

PT144B○

PT144C
もちふわスクイーズ・スイーツ
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・90コ/カートン
●本体：�低反発スポンジ�

H60×W60×D60mm、約14.5g
●包装：�一個箱　H140×W100×D65mm、87g
●材質：�(低反発スポンジ)ウレタン�

(絵の具)水溶性合成樹脂塗料�
(説明書)紙

●カートン：H410×W420×D530mm、9.3kg
●特徴�：低反発スポンジをはさみで切り�

　オリジナルのスクイーズが作れます�
：着色用の絵の具入

○

4901478148750

PT144C○

WH19
ホビーペーパーDPブルー
●�DPサイズ：�
H315×Ｗ305×D300mm

WH12
せっけん・ペーパーDP用シール

売り場提案・ペーパーディスプレイ
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セット内容

かおりだまをつくろう

PT135A
かおりだまをつくろう・ソーダ
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、80g
●材質：�(かおりだまのもと)水、アルギン酸ソーダ、�

防腐剤、食用香料、色素�
(魔法の液)塩化カルシウム、防腐剤、水�
(小びん)PP、PE、PET�
(スポイト)PE、(説明書)紙

●カートン：H180×W410×D660mm、7.3kg
●特徴�：かおりだまが自分で作れます�

：かわいいハートの小びん入りで保存できます

PT135B
かおりだまをつくろう・いちご
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、80g
●材質：�(かおりだまのもと)水、アルギン酸ソーダ、�

防腐剤、食用香料、色素�
(魔法の液)塩化カルシウム、防腐剤、水�
(小びん)PP、PE、PET�
(スポイト)PE、(説明書)紙

●カートン：H180×W410×D660mm、7.3kg
●特徴�：かおりだまが自分で作れます�

：かわいいハートの小びん入りで保存できます

PT135C
かおりだまをつくろう・ぶどう
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、80g
●材質：�(かおりだまのもと)水、アルギン酸ソーダ、�

防腐剤、食用香料、色素�
(魔法の液)塩化カルシウム、防腐剤、水�
(小びん)PP、PE、PET�
(スポイト)PE、(説明書)紙

●カートン：H180×W410×D660mm、7.3kg
●特徴�：かおりだまが自分で作れます�

：かわいいハートの小びん入りで保存できます

PT135D
かおりだまをつくろう・ピーチ
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、80g
●材質：�(かおりだまのもと)水、アルギン酸ソーダ、�

防腐剤、食用香料、色素�
(魔法の液)塩化カルシウム、防腐剤、水�
(小びん)PP、PE、PET�
(スポイト)PE、(説明書)紙

●カートン：H180×W410×D660mm、7.3kg
●特徴�：かおりだまが自分で作れます�

：かわいいハートの小びん入りで保存できます

PT135E
かおりだまをつくろう・ローズ
本体価格550円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、80g
●材質：�(かおりだまのもと)水、アルギン酸ソーダ、�

防腐剤、食用香料、色素�
(魔法の液)塩化カルシウム、防腐剤、水�
(小びん)PP、PE、PET�
(スポイト)PE、(説明書)紙

●カートン：H180×W410×D660mm、7.3kg
●特徴�：かおりだまが自分で作れます�

：かわいいハートの小びん入りで保存できます

4901478138522

PT135A

4901478138539

PT135B

4901478138546

PT135C

4901478138553

PT135D

4901478138560

PT135E

小びん スポイト

かおりだま
のもと

魔法の液

ポリシート
作り方説明書
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結晶クリスタルをつくろう・かおりだまキーホルダー

PT136A
かおりだまキーホルダーA
本体価格600円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●本体：�ハートサイズ　約H28×W30mm
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、34g
●材質：�(かおりだま)EVA、香料、顔料、(型)シリコーンゴム�

(ボールチェーン)真鍮、(説明書)紙
●カートン：H185×W370×D695mm、3.3kg
●特徴�：電子レンジで加熱して、かおりだまのキーホルダーが作れます

○ PT136D
かおりだまキーホルダーD
本体価格600円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・80コ/カートン
●本体：�星サイズ　約H30×W30mm
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、34g
●材質：�(かおりだま)EVA、香料、顔料、(型)シリコーンゴム�

(ボールチェーン)真鍮、(説明書)紙
●カートン：H185×W370×D695mm、3.4kg
●特徴�：電子レンジで加熱して、かおりだまのキーホルダーが作れます

○
4901478138577

PT136A○

4901478138607

PT136D○

セット内容

ボールチェーン 作り方説明書

ぶどう ストロベリー ローズ

かおりだま3種

シリコーン型

セット内容

ボールチェーン 作り方説明書

メロン せっけん バニラ

かおりだま3種

シリコーン型

作品例 作品例

PT139A
結晶クリスタルをつくろう・クリア
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�キーホルダー容器　φ28mm
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、51g
●材質：�(魔法のクリスタルのもと)�

硫酸アルミニウムカリウム�
(キーホルダー容器)アクリル�
(ボールチェーン)ニッケル�
(ろ紙)紙、(説明書)紙

●カートン：H200×W345×D580mm、4kg
●特徴�：レンジで簡単に結晶クリスタルが作れます�

：作った結晶をキーホルダーにして楽しめます�
：食品添加物のミョウバンが�
　材料のため安心安全です

○ PT139B
結晶クリスタルをつくろう・ブルー
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�キーホルダー容器　φ28mm
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、52g
●材質：�(魔法のクリスタルのもと)�

硫酸アルミニウムカリウム�
(色粉)食用色素、(キーホルダー容器)アクリル�
(ボールチェーン)ニッケル�
(ろ紙)紙、(説明書)紙

●カートン：H200×W345×D580mm、4kg
●特徴�：レンジで簡単に色付き結晶クリスタルが作れます�

：作った結晶をキーホルダーにして楽しめます�
：食品添加物のミョウバンと食用色素が�
　材料のため安心安全です

4901478147593

PT139A○

4901478147609

PT139B

PT139C
結晶クリスタルをつくろう・ピンク
本体価格650円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●本体：�キーホルダー容器　φ28mm
●包装：�一個箱　H155×W75×D35mm、52g
●材質：�(魔法のクリスタルのもと)�

硫酸アルミニウムカリウム�
(色粉)食用色素、(キーホルダー容器)アクリル�
(ボールチェーン)ニッケル�
(ろ紙)紙、(説明書)紙

●カートン：H200×W345×D580mm、4kg
●特徴�：レンジで簡単に色付き結晶クリスタルが作れます�

：作った結晶をキーホルダーにして楽しめます�
：食品添加物のミョウバンと食用色素が�
　材料のため安心安全です

4901478147616

PT139C

WH19
ホビーペーパーDPブルー
●�DPサイズ：�
H315×Ｗ305×D300mm

WH14
かおりだま・結晶ペーパーDP用シール

売り場提案・ペーパーディスプレイ
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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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フワフワムースのかみねんど・ツール

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

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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けしごむをつくろう

作品例

作品例

作品例

作品例

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

4901478137686

PT123

4901478137693

PT124

4901478137709

PT125

4901478137716

PT126

PT123
けしごむをつくろう・ケーキ
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、98g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、7.5kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です

PT124
けしごむをつくろう・バーガー
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、104g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、7.7kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です

PT125
けしごむをつくろう・アイス
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、104g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、7.4kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です

PT126
けしごむをつくろう・おすし
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、114g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、8kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です
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けしごむをつくろう

4901478137747

PT129

PT129
けしごむをつくろう・スイーツ
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、104g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、7.8kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です

作品例

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

4901478137730

PT128

PT128
けしごむをつくろう・ドーナツ
本体価格600円(＋消費税)
●入数：6コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�一個箱　H82×W99×D99mm、106g
●材質：�(けしごむのもと)PVC、(立体型)PP�

(専用カップ)紙�
(ペーパークラフト付き説明書)紙

●カートン：H460×W305×D430mm、7.9kg
●特徴�：電子レンジで簡単・手軽に�

　かわいいリアルなけしごむが作れます�
：立体型がついているので�
　形を作るのも簡単です

作品例

セット内容

けしごむのもと

ペーパークラフト付
作り方説明書

専用カップ立体型

WH19
ホビーペーパーDPブルー
●�DPサイズ：�
H315×Ｗ305×D300mm

売り場提案・ペーパーディスプレイ

WH15
けしごむ・ペーパーDP用シール

14
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まぜまぜねりけし

4901478148903

PT146○

PT146
まぜまぜねりけし
本体価格160円(＋消費税)
●入数：30コ/BOX・600コ/カートン
●本体：�標準10g
●包装：�H128×W52×D20mm、標準15g
●材質：�合成ゴム
●カートン：H550×W285×D565mm、12.4kg
●特徴�：2種類のねりけしを混ぜて遊ぶことができます

○

ラムネ
のかおり レモン

のかおり

メロン
のかおり

ラムネ
のかおり

ぶどう
のかおり

ピーチ
のかおり

レモン
のかおり

オレンジ
のかおり

コーラ
のかおり レモン

のかおり
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PS046
かざれるきょうりゅうふうせん
本体価格700円(＋消費税)
●入数：40コ/カートン
●包装：�一個箱　H220×W130×D45mm、80g
●材質：�(ふうせん)天然ゴム、(ペーパークラフト)紙�

(シール)紙、(説明書)紙
●カートン：H250×W410×D675mm、4.4kg
●特徴�：「ティラノサウルス」と「トリケラトプス」の�

　2種類の恐竜がつくれるペーパークラフト�
　が入っています�
：ふうせんに貼れるシール付で、楽しく�
　ふうせんをデコレーションできます�
：パーティなどの室内の飾りつけにも�
　ぴったりです

○

PS047
かざれるラブスイーツふうせん
本体価格700円(＋消費税)
●入数：40コ/カートン
●包装：�一個箱　H220×W130×D45mm、80g
●材質：�(ふうせん)天然ゴム、(ペーパークラフト)紙�

(シール)紙、(説明書)紙
●カートン：H250×W410×D675mm、4.4kg
●特徴�：「アイスクリーム」と「カップケーキ」の2種類の�

　スイーツがつくれるペーパークラフトが入っています�
：ふうせんに貼れるシール付で、楽しく�
　ふうせんをデコレーションできます�
：パーティなどの室内の飾りつけにも�
　ぴったりです

○

4901478151064

PS046○

4901478151071

PS047○

●説明書

15cm

●説明書

トリケラトプスサイズ：約H15×W23cm

カップケーキサイズ：約φ15×W21cm

ティラノサウルスサイズ：約H23×W29cm

アイスサイズ：約φ15×W30cm

ふうせんあそびシリーズ
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おふろしゃぼんだま

PS048
おふろしゃぼんだま・モンスター
本体価格950円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H250×W150×D60mm、137g
●材質：�(しゃぼん玉液)水、グリセリン、界面活性剤�

増粘剤、防腐剤、(2wayしゃぼんボトル)�
PP、ポリウレタンフォーム、合成ゴム�
(スポンジ)ポリウレタンフォーム�
(かざりパーツ)水溶紙

●カートン：H280×W480×D660mm、5.5kg
●特徴�：しゃぼんだまが作れる・きめ細かい泡が出せる�

　「2WAYしゃぼんボトル」で普通のしゃぼんだま�
　とは一味違う遊びができます�
：しゃぼんだま液は泡立ちやすく、泡の形状が�
　長持ちするオリジナルのしゃぼんだま液です�
：泡とかざりパーツはお湯で流すと溶けるので、�
　後片づけも簡単にできます

PS049
おふろしゃぼんだま・スイーツ
本体価格950円(＋消費税)
●入数：30コ/カートン
●包装：�一個箱　H250×W150×D60mm、137g
●材質：�(しゃぼん玉液)水、グリセリン、界面活性剤�

増粘剤、防腐剤、(2wayしゃぼんボトル)�
PP、ポリウレタンフォーム、合成ゴム�
(スポンジ)ポリウレタンフォーム�
(かざりパーツ)水溶紙

●カートン：H280×W480×D660mm、5.5kg
●特徴�：しゃぼんだまが作れる・きめ細かい泡が出せる�

　「2WAYしゃぼんボトル」で普通のしゃぼんだま�
　とは一味違う遊びができます�
：しゃぼんだま液は泡立ちやすく、泡の形状が�
　長持ちするオリジナルのしゃぼんだま液です�
：泡とかざりパーツはお湯で流すと溶けるので、�
　後片づけも簡単にできます

PS048

4901478151088

PS049

4901478151095
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しゃぼんだま

PS043
にょろへびのしゃぼんだま
本体価格500円(＋消費税)
●入数：50コ/カートン
●包装：�一個箱　H230×W120×D45mm、102g
●材質：�(パイプ)PVC、�

(カバー)ポリエステル、ポリウレタン�
(しゃぼんだま液)水、界面活性剤�
グリセリン、増粘剤、防腐剤

●カートン：H270×W490×D623mm、6.5kg
●特徴�：長い泡のしゃぼんだまが作れます

PS044
かおりのしゃぼんだま
本体価格500円(＋消費税)
●入数：50コ/カートン
●包装：�一個箱　H230×W120×D45mm、93g
●材質：�(かおりだま)EVA、香料、顔料�

(くじら吹き口)PP�
(しゃぼんだま液)水、界面活性剤�
グリセリン、増粘剤、防腐剤

●カートン：H270×W490×D623mm、6kg
●特徴�：しゃぼんだまの中にかおりだまの�

　香りを入れることができます�
：しゃぼんだまが割れると香りがします�
：お花とせっけんのかおりだま入�
：香りをミックスできます

○

PS045
バドミントンしゃぼんだま
本体価格600円(＋消費税)
●入数：40コ/カートン
●包装：�一個箱　H250×W150×D45mm、123g
●材質：�(ラケット)PP�

(カバー)ポリエステル、ポリウレタン�
(吹き口)PP�
(しゃぼんだま液)水、界面活性剤�
グリセリン、増粘剤、食用色素、防腐剤

●カートン：H290×W490×D630mm、6.3kg
●特徴�：われにくいしゃぼんだまで�

　バドミントンができます�
：専用のラケット2本入

4901478148958

PS043

4901478148965

PS044○

4901478148972

PS045

セット内容

セット内容

セット内容

あわあわパイプ

かおりだま(2種類のかおり)

カバー付きラケット2本

吹き口

吹き口

あわあわカバー

の

の

われにくい
日本製

しゃぼんだま液

の
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ふうせん

PS006
イベントふうせん
本体価格300円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・240コ/カートン
●本体：約26cm膨らみます
●包装：�ヘッダー袋　H170×W140×D25mm、60g
●材質：(風船)天然ゴム
●カートン：H365×W490×D490mm、15kg
●特徴�：風船は天然素材を使用しているので土に還ります�

：へリウムガス使用可

PS007
ロケットふうせん
本体価格150円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・400コ/カートン
●本体：約80cm膨らみます(大サイズのみ)
●包装：�透明袋　H213×W130×D23mm、33g
●材質：�(風船)天然ゴム、(吹きロ)PS
●カートン：H470×W430×D690mm、13kg
●特徴�：大サイズ、小サイズ各2コ入�

：ふくらませてロケットのように飛ばせます�
：飛ばす時に笛の音がピーと鳴ります�
：風船は天然素材を使用しているので土に還ります

PS010
みずたまふうせんあそび
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・400コ/カートン
●本体：約10cm膨らみます
●包装：�ヘッダー袋　�

H143×W100×D20mm、11g
●材質：(風船)天然ゴム
●カートン：H280×W300×D460mm、5kg
●特徴：�風船は天然素材を使用�

しているので土に還ります

PS006

4901478018961

PS007

4901478018978

PS008

4901478018985

PS010

4901478019005

PS008
ふうせんあそび
本体価格150円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・400コ/カートン
●包装：�透明袋　H210×W150×D10mm、37g
●材質：(風船)天然ゴム
●カートン：H435×W330×D377mm、15kg
●特徴�：いろんな種類の風船が入っています�

：風船は天然素材を使用しているので�
　土に還ります

PS028
ポリバルーン
本体価格100円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・600コ/カートン
●本体：チューブ3本入
●包装：�ブリスターパック　H154×W105×D20mm、21g
●材質：�(ポリバルーン液)酢酸ビニール樹脂�

エタノール、酢酸エチール、食用色素�
(ストロー)PS、(チューブ)アルミニウム

●カートン：H565×W332×D462mm、15kg
●特徴：�安心して遊べるよう有害なシンナー類は�

使用しておりません

PS028

4901478019180

PS014
お徳用クラフトふうせん
本体価格300円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・400コ/カートン
●本体：約120cm膨らみます
●包装：�ヘッダー袋　�

H240×W80×D25mm、34g
●材質：(風船)天然ゴム
●カートン：H365×W490×D490mm、14kg
●特徴�：詳しい作り方・目玉シール入�

：風船は天然素材を使用している�
　ので土に還ります

PS014

4901478019043

しゃぼんだま

PS005
じゃんぼしゃぼんだま
本体価格500円(＋消費税)
●入数：12コ/BOX・48コ/カートン
●本体：約27ml×6本
●包装：ブリスターパック　H305×W245×D35mm、257g
●材質：�(シャボン玉液)水、界面活性剤�

(キャップ・容器・吹きロ・丸スイング大小)PE�
(皿)PS、(リング)PP

●カートン：H370×W500×D640mm、14kg
●特徴：�じゃんぼスイング付きなので�

大きなシャボン玉が作れます

PS001
しゃぼんだま
本体価格100円(＋消費税)
●入数：30コ/BOX・180コ/カートン
●本体：約27ml×2本
●包装：�ブリスターパック　�

H175×W135×D35mm、81g
●材質：�(シャボン玉液)水、界面活性剤�

(キャップ・容器・吹きロ・笛付き吹きロ)PE
●カートン：H450×W400×D570mm、15kg
●特徴：笛付き吹きロ付

PS004
お徳用しゃぼんだま
本体価格300円(＋消費税)
●入数：12コ/BOX・48コ/カートン
●本体：約27ml×8本
●包装：透明袋　H250×W135×D30mm、285g
●材質：�(シャボン玉液)水、界面活性剤�

(キャップ・容器・吹きロ・笛付き吹きロ・水ピストル)PE�
(皿・スイング)PP

●カートン：H305×W430×D445mm、14kg
●特徴：�笛付き吹きロ、水ピストル付�

シャボン玉液が8本入ったお徳用しゃぼんだま

PS001

4901478018916

PS004

4901478018947

PS005

4901478018954
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PS030
マイロープなわとび
本体価格150円(＋消費税)

●単色入数：20コ/BOX・300コ/カートン
●本体：長さ280cm、直径4mm、60g
●包装：�ヘッダー袋　H230×W125×D30mm、65g
●材質：�(ロープ)PVC、(持ち手)PE
●カートン：H510×W350×D630mm、20kg
●特徴�：直径4mmで中が詰まったビニール製なのでとても跳びやすい重さです�

：柔軟性があり、巻ぐせがつきにくい
※ご発注の際はBLもしくはアソートの指定をしてください
※BL以外の単色はありません

●PS030：カラーアソート20コ
(青×4コ、ピンク×4コ、黄×4コ、
紫×4コ、緑×4コ)/BOX・300コ/カートン

バラエティグッズ

PS026
チェンリングあそび
本体価格200円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・240コ/カートン
●本体：φ18mm
●包装：�ヘッダー袋�

H125×W100×D25mm、33g
●材質：�PS
●カートン：H260×W415×D490mm、8.9kg

PS026

4901478019166

PS017
プチソフトカラーボール
本体価格300円(＋消費税)
●入数：�12コ(3色アソート)/BOX・144コ/カートン
●本体：直径約15cm、54g
●包装：�ヘッダー袋　H245×W130×D15mm、64g
●材質：�(ボール)PVC、非フタル酸系可塑剤使用�

(ストロー)PP、(空気栓)PE
●カートン：H300×W270×D480mm、10kg
●特徴：�柔らかい素材なのでお部屋で�

遊べて、あたっても痛くない

PS017

4901478019074

PS020
びーだまあそび
本体価格200円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・120コ/カートン
●本体：17mm玉・25mm玉
●包装：�ヘッダー　�

H145×W113×D30mm、270g
●材質：リサイクルソーダガラス
●カートン：H245×W230×D680mm、35kg
●特徴�：ガーデニングにも使えます�

：大玉入

PS020

4901478019104

PS022
おはじきあそび
本体価格200円(＋消費税)
●入数：10コ/BOX・120コ/カートン
●本体：φ15mm
●包装：�ヘッダー�

H145×W113×D20mm、120g
●材質：リサイクルソーダガラス
●カートン：H175×W230×D490mm、15.4kg

PS022

4901478019128

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

PS025
プラバンあそび
本体価格300円(＋消費税)
●入数：20コ/BOX・240コ/カートン
●本体：厚さ0.2mm、A6判
●包装：�透明袋　H240×W170×D10mm、60g
●材質：�(プラバン)PS、(キーホルダー)スチール
●カートン：H263×W380×D680mm、17kg
●特徴：キーホルダー付、プラバン5枚入

PS025

4901478019159

なわとび

PS031BL

4901478019227

PS031PK

4901478019234

PS031
ラメ入り透明なわとび
本体価格180円(＋消費税)
●単色入数：20コ/BOX・300コ/カートン
●本体：長さ280cm、直径4mm、59g
●包装：�ヘッダー袋　H230×W125×D30mm、65g
●材質：�(ロープ・持ち手)PVC、(名札)紙
●カートン：H510×W350×D630mm、20kg
●特徴�：直径4mmで中が詰まったビニール製なのでとても跳びやすい重さです�

：柔軟性があり、巻ぐせがつきにくい

PS030

4901478019203

アソート

PS030BL○

4901478991851
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PT009○

4901478128585

PT011○

4901478128608

PT009
プラバン・ブローチ
本体価格850円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・100コ/カートン
●包装：�一個箱　�

H210×W140×D20mm、59g
●材質：�(プラバン)PS�

(ブローチピン)真鍮�
(接着剤)アクリル樹脂、水�
(イラスト付説明書)紙

●カートン：H460×W320×D590mm、8.8kg
●特徴�：かわいいブローチが�

　作れるキットです

○

PT011
プラバン・シール
本体価格850円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・100コ/カートン
●包装：�一個箱　�

H210×W140×D20mm、59g
●材質：�(プラバン)PS�

(シールシート)PET�
(スターパーツ)ABS�
(イラスト付説明書)紙

●カートン：H460×W320×D590mm、8.8kg
●特徴�：かわいいプラシールが�

　作れるキットです

○

●柄付プラバン(3種類　各１枚)

柄は多少異なります

●イラスト付き説明書

●ブローチピン　3個　●接着剤　

●柄付プラバン(3種類　各１枚)

柄は多少異なります

●イラスト付き説明書

●スターパーツ　●シールシート　1枚　

プリント柄プラバン

PT111
プラバン立体プレッサー(花)
本体価格1,200円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�ブリスターパック　�

H160×W220×D50mm、132g
●材質：�(立体プレッサー)ABS、磁石、スチール�

(立体プレート)ABS、(プラバン)PS�
(ビーズ)ABS、(Tピン)真鍮�
(ストラップ)銅、鋼鉄、錫合金、ナイロン�
(ピンセット)PS

●カートン：H475×Ｗ345×D620mm、8.9kg
●特徴�：立体プレッサーでプラバンを花や葉の形に立体的に�

　加工できます�
：ビーズやアクセサリーパーツ入りで�
　ストラップが作れます

○

PT112
プラバン立体プレッサー(リボン)
本体価格1,200円(＋消費税)
●入数：3コ/BOX・60コ/カートン
●包装：�ブリスターパック　�

H160×W220×D50mm、132g
●材質：�(立体プレッサー)ABS、磁石、スチール�

(立体プレート)ABS、(プラバン)PS�
(丸カン・ボールチェーン)真鍮�
(ピンセット)PS

●カートン：H475×Ｗ345×D620mm、8.9kg
●特徴�：立体プレッサーでプラバンをリボンなどの形に�

　立体的に加工できます�
：丸カンやボールチェーン入りで�
　キーホルダーが作れます

○

PT111○

4901478131592

PT112○

4901478131608

★立体プレッサー

★立体プレッサー

★�立体プレート�
（バラ・葉・花）

★�立体プレート�
（リボン・キルト・ロゴ）

★�色がぬれるプラバン（3種）

★�色がぬれるプラバン（3種）

★�ビーズ
★�Tピン
★�ストラップ
★�ピンセット

★�丸カン
★�ボールチェーン
★�ピンセット
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ストライプBK ストライプGL スターNB 英字WH リボンSV 水玉EGPT008A○

4901478128486

PT008B○

4901478128493

PT008C○

4901478128509

PT008D○

4901478128516

PT008E○

4901478128523

PT008F○

4901478128530

水玉GL レースWH 無地GL 無地SV 無地EG 無地PKPT008G○

4901478128547

PT008H○

4901478128554

PT008I○

4901478128561

PT008J○

4901478128578

PT008K○

4901478128714

PT008L○

4901478128721

ストライプSV スターGL リボンEG 英字BK レースSV 水玉PUPT008M○

4901478128738

PT008N○

4901478128745

PT008P○

4901478128752

PT008R○

4901478128769

PT008S○

4901478128776

PT008T○

4901478128783

水玉YE ストライプPKPT008W○

4901478128790

PT008X○

4901478128806

PT008
プリントプラバン
本体価格300円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・600コ/カートン
●本体：�H148×W100mm、4g(1枚あたり)
●包装：�ヘッダー袋　�

H185×W105mm、17g
●材質：�PS
●カートン：H150×W410×D380mm、12kg
●特徴�：プリント柄の入ったプラバンで�

　切るだけで簡単にかわいい�
　アクセサリーパーツなどが�
　作れます�
：2枚入

○

PT110A
プリントプラバン・蛍光ピンク
本体価格300円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・600コ/カートン
●本体：�H148×W100mm、4g(1枚あたり)
●包装：�ヘッダー袋　H185×W105mm、17g
●材質：�PS
●カートン：H150×W410×D380mm、12kg
●特徴�：縮むと蛍光のピンクになります�

：2枚入

○

PT110A○

4901478131554

PT110B
プリントプラバン・ぷっくり結晶
本体価格300円(＋消費税)
●入数：5コ/BOX・600コ/カートン
●本体：�H148×W100mm、4g(1枚あたり)
●包装：�ヘッダー袋　H185×W105mm、17g
●材質：�PS
●カートン：H150×W410×D380mm、12kg
●特徴�：縮むと結晶の柄がぷっくり立体的に盛り上がります�

：2枚入

○

PT110B○

4901478131561

プリント柄プラバン

プリントプラバンの作り方動画をご用意しております。担当営業までお気軽にお問い合わせください。
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2/13再支給　品番と品名の色・フォントを他ページと合わせてください

立体的で
目立ちます!

WH16　ホビー用POP

WH17　ホビー用立体吊り下げPOP(7種1セット)

WH19　ホビーペーパーDP ブルー(共通)

WH11
スーパー・ペーパーDP用シール

WH13
スライミー・ペーパーDP用シール

WH12
せっけん・ペーパーDP用シール

WH13
スライミー・ペーパーDP用シール

WH14
かおりだま・結晶ペーパーDP用シール

WH15
けしごむ・ペーパーDP用シール

2019 ホビー

IT.QO


