
組立式
はし＆はし箱セットはし＆はし箱セットウッドマルチスタンドAウッドマルチスタンドA

桂 200 × 130 × 14mm 
桂受け板・スタンド付
丸棒 2 本付

木製スマートフォンスピーカー木製スマートフォンスピーカー

朴
完 成 サ イ ズ：110 ×
110 × H100mm

スマートフォンを置いてスマートフォンを置いて
鍵や腕時計も掛けられる！鍵や腕時計も掛けられる！

電源不要の便利な電源不要の便利な
手づくりスピーカー♪手づくりスピーカー♪

￥820
￥790木製スマートスタンド大木製スマートスタンド大 ¥920

iPadmini に対応したiPadmini に対応した
コードも通せるスタンド！コードも通せるスタンド！

国産朴材組立式 国産朴材国産桂材組立式

W380 × H360mm × D110mm 持ち手約 500mm
約 12 オンス（デニム生地程度の厚み）

W590 × H480mm  持ち手約 600mm
約 4.7 オンス（シーツ生地程度の厚み）

エコバッグ 中厚手エコバッグ 中厚手

エコバッグ B3薄手エコバッグ B3薄手

エコバッグ ゆったり横マチエコバッグ ゆったり横マチ

¥460

¥360

中厚手

W260 × H300（200）×両側マチ 200mm 
持ち手約 350mm
約 4.7 オンス（シーツ生地程度の厚み）

（折りたたみ）

¥300

B3 画板も入る
BIG サイズ！

小さくたためる
幅広横マチ！

しっかりした
生地で丈夫！

※エコバッグは縫製の都合上、サイズが 1cm 程度表記と異なる場合があります。
また、ロットにより生地感が変わる場合があります。

普段使いに最適！普段使いに最適！
無漂白で環境に優しい綿 100％です。無漂白で環境に優しい綿 100％です。 ゴム印、シルクスクリーン、ステ

ンシル、藍染め、デコパージュな
ど様々な技法に対応しています。
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ゴム印くんハッピーセットゴム印くんハッピーセット

《セット内容》
ゴム印（30㎜角）、ゴム印ホ
ルダー、ゴム印袋（布製）、
メッセージカード（コース
ター）、バーサクラフト S 赤、
トレーシングペーパー、押
し印シール、説明書

自分だけのゴム印を作って自分だけのゴム印を作って
いろんなものにおしてみよう！いろんなものにおしてみよう！

¥680三角刀なし
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《セット内容》
はし約 225 × 9 × 9 ｍｍ

（テーバー加工済）、
はし箱　260 × 30 × 22㎜

¥800国産朴材

はし箱は
組立済み！

B3 薄手

ゆったり横マチ

ぱっくんマグぱっくんマグ

台紙（80 × 240mm）に絵や好き
なものを貼って透明なカップの中
に入れ、白いカップをパチンとは
めて閉じ込めます。※一度白いカッ
プを押し込むと取れません。
耐熱温度：内側（白・PP）115℃、
外側（透明・PP）88℃

￥530

簡単に作れる簡単に作れる
自分だけのマグカップ！自分だけのマグカップ！

パチンと思い出　閉じ込めよう！

容量：360ml、サイズ：81 × 88．5 × H176㎜、
台紙入（サイズ：全周 236 × 161㎜）材質：PP、ABS 樹脂、
熱可塑性エラストマー、シリコーンゴム・耐熱温度約 80℃

¥880着せかえタンブラー着せかえタンブラー

こちらからこちらから
デザイン型紙をデザイン型紙を
ダウンロード！ダウンロード！

台紙に絵を描いて作る台紙に絵を描いて作る
マイタンブラー♪マイタンブラー♪

パッキンと
フタが一体で

お手入れ楽！

何度でも自由に何度でも自由に
絵が変えられる！絵が変えられる！
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デザインアルバムセット A デザインアルバムセット A 

290 × 240㎜ 
リング綴じこみ式

〈セット内容〉
表・裏表紙（290 ×
240㎜、各 1）、絵柄
扉紙（1）、綴じ込み
用金リング、フリー
台紙（290 × 237㎜、
6）、PP カバー（1）、
説明付

ブック型ミニアルバムブック型ミニアルバム
（黒台紙 8枚付）

写真が映える写真が映える
黒台紙タイプの黒台紙タイプの
小型アルバム小型アルバム

165 × 126 ×厚 13㎜
表紙白ケント紙
L 判写真 16 枚収納可

￥1,010 ￥1,760
高級感のある表紙の高級感のある表紙の
アルバムです。アルバムです。

組立式完成品

2-4時間 2-4時間

思い出写真を

たくさん入れよう！

アートパネル時計額セットアートパネル時計額セット
¥1,280

スチレンボードに着彩やコラージュ、デザインできます。
木のフレームと木の針ですので、着色や加工ができます。

スチレンボードとスチレンボードと
木のフレーム木の針で木のフレーム木の針で
作るマイ時計！作るマイ時計！

2-4時間

《セット内容》ケント紙貼り
ス チ レ ン ボ ー ド：240 ×
240 × 5 ㎜、 木 製 額：250
× 15 × 10㎜ 4 本、ハッピー
クロック一式

工作時計板セット工作時計板セット

《セット内容》
シナベニヤ ( 穴加工済）260 × 260 ×
4 ｍｍ、ハイクオーツ一式

（ハイクオーツ付）

２種の針＆文字符つき！２種の針＆文字符つき！

マジックマジック
テープ止めテープ止め

¥1,430

しきし木彫額縁セットしきし木彫額縁セット

サイズ：285 × 315㎜
（木枠幅 30㎜）

窓寸法：255 × 225㎜
吊り金具付

しきしをかざるがく A しきしをかざるがく A 

サイズ：321 × 293㎜ 
窓寸法：261 × 233㎜ 
トンボ 4、ひも・ヒートン付
色紙奉書付

￥660 ￥950国産朴材 国産朴材組立式 組立済み

270 × 240㎜　　色紙奉書
￥110

ずっと使えるお気に入り！実用品

フレーム幅
３cm！

フレーム幅
３cm！

84 φ× H92㎜
容量 270ml  １個入

桂材 170 × 250 × 10㎜穴加工
受台 115 × 140 × 10㎜溝加工
大きいスマートフォンや、小型
タブレットが置けます。接着不
要の差し込み式で自立します。

マイはし＆はし箱を作ろう！マイはし＆はし箱を作ろう！


