工作キット

ダンボール工作 ペーパークラフト おりがみ 工作キット

ダンボール工作 ペーパークラフト おりがみ 工作キット

ダンボール工作

工作キット

ペーパークラフト
ハサミものりもいらない、お子様向けの簡単にできるペーパークラフトです
て後は
組み立
てとして
ペン立
！
使えるよ

ハサミものりもいらない、
お子様向けの簡単にできる
ダンボールクラフト。
組立後は貯金箱になります。
付属のシールを貼って
完成です！
KYSPP62960

KYSPP62959

KYSDK62964

KYSDK62965

KYSDK62432

KYSDK62433

ダンク〜！イルカ

ダンク〜！ティラノサウルス

ダンク〜！イヌ

ダンク〜！ネコ

ロット／10個 Pサイズ／16 21cm
組み立て後サイズ／8.5 4.8 14.8cm

ロット／10個 Pサイズ／16 21cm
組み立て後サイズ／8.8 4.8 14.3cm

ロット／10個
完成サイズ／5.4 8.6 10.2cm

ロット／10個
完成サイズ／5.4 8.6 10.2cm

アニマルペンスタ キリン

アニマルペンスタ コアラ

ロット／10個 Pサイズ／21 30cm
組み立て後サイズ／5 15 5cm

ロット／10個 Pサイズ／21 30cm
組み立て後サイズ／5 15 5cm

KYSPP62962

アニマルペンスタ ペンギン

KYSPP62963

アニマルペンスタ カンガルー

のりとハサミがいらない
ペーパークラフト キリンさん

ロット／10個 Pサイズ／21 30cm
組み立て後サイズ／5 15 5cm

ロット／10個 Pサイズ／21 30cm
組み立て後サイズ／5 15 5cm

ロット／10個 Pサイズ／30 22cm
組み立て後サイズ／22.5 11.5 3cm

KYSPP12415

型からはずして差しこむだけ！
KYSPP12417

KYSDK11507

KYSPP12411

KYSPP12420

のりとハサミがいらない
ペーパークラフト クマノミ

のりとハサミがいらない
ペーパークラフト イルカ

のりとハサミがいらない
ペーパークラフト 皇帝ペンギン

ロット／10個 Pサイズ／30 22cm
組み立て後サイズ／9 13 5.5cm

ロット／10個 Pサイズ／30 22cm
組み立て後サイズ／16.5 13 7.5cm

ロット／10個 Pサイズ／30 22cm
組み立て後サイズ／11.5 11 8cm

おりがみ

KYSDK11505

ダンボール工作 トリケラトプス

ダンボール工作 ティラノサウルス

ロット／10個
Pサイズ／30 22cm

ロット／10個
Pサイズ／30 22cm

す！
10種の
つくれま
き物が
生
の
海

！
カンタン
！
ぶ
と
く
よ

ATKKK02550

SWGKK03770

おりがみ工作ブック3
すいぞくかんへいこう！

ひこうきおりがみ
めちゃとび

ロット／5束
Pサイズ／21 15 0.2cm

ロット／10束
折り紙サイズ／15 15cm、29 29cm

セット内容
・8柄14枚入り

水に
ます！
浮かび
セット内容

ダンボール工作 カブトムシ

ダンボール工作 クワガタ

ダンボール工作 ハムスター

KYSDK11515

SWGKK03785

ロット／10個
Pサイズ／30 22cm

ロット／10個
Pサイズ／30 22cm

ロット／10個
Pサイズ／30 22cm

ロット／10束
折り紙サイズ／15 15cm、29 29cm

KYSDK11511
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KYSDK11512

水につよいおりがみ うかび〜の

・ビッグサイズふね×1
・ふね×2
・ボート×2
・ラッコ×2
・かめ×2
・無地×6

KYSKK12164

おりがみ

ロット／50束
折り紙サイズ／15 15cm

●在庫等は季節等によって変更します。
ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。
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工作キット

ダンボール工作 ペーパークラフト おりがみ 工作キット

紙風船 グライダー

セット内容

なつかし玩具

紙風船

工作キット
・球径約φ106mm
縮尺約1/120,000,000
・土台 ・枠 ・本体台紙

和玩具

自分で組み立てる
ペーパークラフト
小型地球儀

手でつかめる不思議な水が作れる化学実験キット
セット内容

・アルギン酸ナトリウム8g×1
・乳酸カルシウム16g×1
・薬さじ×1
・スポイト2ml×1
・蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1
・プラ製皿×1 ・説明書×1

ABEKF54382

ABEKF54381

ABEKF54380

YAIKF61436

YAIKF62015

ロット／50枚
折りたたみサイズ／１7 7 0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ロット／50枚
折りたたみサイズ／2１ 8 0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

ロット／50枚
折りたたみサイズ／24 9 0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１4ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 11 25.5cm
折りたたみサイズ／23 9cm
膨らまし時サイズ／約15cm

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／18 0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

紙風船5号

ATKKK09796

ペーパークラフト
地球儀(10.6cm)

ATKKK56888

ロット／10個
完成サイズ／16 11.5 10.6cm 球径Φ10.6㎝

ロット／5個
Pサイズ／8 8 3cm

紙風船6号

紙風船8号

紙風船 地球儀3号(袋入)

紙風船 てんとう虫1号（袋入）

光る！つかめる！不思議な水！

ふりふりシェイクでふうせんスライムを作ろう！
！

セット内容

・スーパーボールが
作れる粉3色3袋
・ボールの型1個
・アソート2種

水に浸して固めて、スーパーボールを作ろう！
とっても簡単♪楽しく実験♪

YAIKF62080

YAIKF62016

YAIKF61425

YAIKF61429

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１8 0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF61430

YAIKF61431

YAIKF61432

YAIKF61437

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 １１ 24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／22 8ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１1ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 １１ 25.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23 9ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

紙風船 アザラシ
（袋入）

紙風船 コアラ１号（袋入）

紙風船 パンダボディ１号（袋入）

TKWKK70549

TMDKK20208

バルーンスライムアソートセット

自分でつくるスーパーボール

ロット／18個 サイズ／2 10.5 4.5cm

ロット／12個

紙風船 さる１号（袋入）

紙風船 パンダ顔（袋入）

紙風船 とら１号（袋入）

紙風船 ペンギン１号（袋入）

紙風船 スイカ3号（袋入）

Pサイズ／12.5 17.5 3cm

手につかない超軽量ねんど！
とてもよく伸び、絵具などで
彩色も出来ます！

YAIKF61447

YAIKF61443

YAIKF61442

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 23ｃｍ
折りたたみサイズ／2１ 8ｃｍ 膨らまし時サイズ／Φ約12ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 8.5 22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7 6.5ｃｍ 膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

ロット／12枚 Pサイズ／0.5 １１ 24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23 9ｃｍ 膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

紙風船 ねこ
（6柄アソート）
（袋入）

セット内容

セット内容

・透明板(切り取り加工済み)
(14×14cm)×1
・ふた×1 ・キャップ×1
・ポール(Φ0.7×20cm)×1

ATKKK02670

ATKKK38099

ロット／5個

完成サイズ／約Φ20cm

組み立て簡単!!

うちわ作り
（タック付）
ロット／5個 サイズ／23.8 34cm

インクジェット
プリンター対応

ATKKK77386

ねんどの王様
ロット／5個

Pサイズ／22 14 1.5cm

セット内容

・マグネット付パンチング
バルーン10枚
・ストロー×10本
・クレヨン
（8色）
×1箱

ATKKK07886

お絵かき万華鏡
ロット／5個
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本体サイズ／Φ5.4 18.4cm

紙風船 イルカ3号（袋入）

グライダー

・うちわ骨
・タック紙×2枚
■ 別途必要なもの
絵を描く為の
筆記具

ミニクリアかざぐるま

紙風船 金魚１号（袋入）

KISEV23115

IKDKK05637

パタパタ飛行機

Kishi's eセット
おえかきバルーン
（マグネット入）

ロット／12個 サイズ／全長35cm、幅45cm

ロット／1セット 風船サイズ／約20cm

TBMWG00504

TBMWG00501

アクロバットグライダー

ロット／30個
商品サイズ／全長21〜21.5cm

プロペラグライダー
翼長／22.3cm

ロット／30個

TBMWG00502

TBMWG01106

ロット／30個

ロット／24個

ゴムとばしグライダー

TBMWG01201

ライトプレーン

脚付グライダー

Pサイズ／1 8.5 24.5cm

商品サイズ／全長27.5〜28.5cm

Pサイズ／1 8.8 24.5cm

翼長／32cm

ロット／12個

Pサイズ／2.5 9 46cm

●在庫等は季節等によって変更します。
ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。
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