伝統玩具
アクリル絵具で着色

YouTube 制作動画→

絵画・画材

日本製
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デザイン
工芸・民芸

白だるま
71320 小（約 H95 × W75 × D70㎜）------------------ ￥660 ￥600

版画・染色

71321 中（約 H110 × W100 × D80㎜）------------------ ￥990 ￥900
71322 大（約 H150 × W130 × D100㎜ ）------------ ￥1,320 ￥1,200
「白だるま」と

木彫・木工芸

短時間で、だるまオブジェが作れます
だるま のカタチを活かした造形を考えよう！
白無垢の高崎だるまです。
（日本製 ）
職人の手作り胡粉加工で発色がキレイ。水彩絵の具やアクリル絵具な
どで自由なデザインを描くことができます。

30342 天使のねんどミニ --------------------------- ￥209 ￥190

「天使のねんど」
で作りました

サクッと切れます

パーツを接着剤で付けます

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

みみずく

だるまふくろう

こけし

71323（H80 × W75 × D70㎜）-- ￥550 ￥500

71400 小（頭φ 50 ／ 30 ×全長 160㎜）--------------------------- ￥715 ￥650
71401 大（頭φ 50 ／ 33 ×全長 175㎜）--------------------------- ￥847 ￥770

みみずく

表面に着色するための教材です。

材質：上記いずれも張り子製

既成のこけしのイメージにとらわれず、色々と面白いオリジナルのこけしを作っ
てみてはいかがでしょうか？インド模様調、ポリネシア調、ロココ調など、また、
モチーフも人間ばかりではなく、動物とか色々な展開が考えられます。

ふくろうは「不苦労」につながるところから縁起物とされています。

また、
西洋でも、
ふくろうは「森の哲学者」とか「繁栄を呼ぶ鳥」と言われており、
ふくろうの置き物を部屋等に飾ったりします。張り子のふくろうに着色して様々
なオリジナルデザインのふくろうをつくってみましょう。

材質：ぶな材

金属工芸

71324（H115 × W68 × D56㎜）--- ￥550 ￥500

ガラス工芸

だるまふくろう

※注：こけしは形状・材質が変更になる場合があります。

皮革工芸
七宝焼
資料

絵馬
71203 ---------------------------------- ￥396 ￥360
サイズ：約 180 × 90㎜（屋根付き）
材質：木製・ひも付き
本来は、神仏に奉納する板絵のことを、古来から絵馬と呼んでいます。
「額絵馬」という大型の物（神社の境内の
欄干部分によく見かける）と、小型の「小絵馬」があります。最初、馬を神に奉納していたのを、後に馬の絵に
替えたのが絵馬の起源という説がありますが、古くから馬以外の絵もあることからはっきりとはしていません。

備品

願い事・目標を
デザインして綺麗に飾ろう！
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伝統玩具

絵画・画材

回転によっておこる現象

デザイン

混色：異なる色に塗り分けたこまを高速で回転させ
ると、別々の色に分解してみることができず、個々
の色が混ざり合い別の 1 つの色に見えます。これを
「回転混色」といいます。

糸を引いてまわすしくみのこまです。

ストロボ効果：回転により同じパターンが切り返し
見える図版を、普通の蛍光灯の下で見ると、模様が
止まって感じられることがあります。この現象を「ス
トロボ効果」といいます。

工芸・民芸

回転混色こま

版画・染色

18618 ------------------------------- ￥755 ￥686

糸引きごま

糸引きこま（65 ×φ 67㎜）
、回転用ひも
カラーパターン円盤（直径 94㎜）8 種各 1
デザイン台紙（直径 94㎜）2 種各 1、説明書付き

サイズ：
本体：φ 73 × H50㎜

オリジナルのデザインこまを回すことに
よっていろんな発見があります。

71492 ------------------------------ ￥418 ￥380

こまに
円盤をのせます

巻いて

＜付属品＞
ひもを引く！

木彫・木工芸

付属のカラー刷り実験用円盤で、色の不思議が体験
できます。
短時間でもすぐに取り組めます。

ひも付き

ひもを巻いてまわす方法
よりもまわすのが容易に
できます。
無くなり次第廃止

てん刻
彫塑・彫刻

鉄芯ごま

芸

71491 ------------------------------- ￥385 ￥350

71493 ------------------------------ ￥429

サイズ
φ 59 ×高さ 60㎜

サイズ
約φ 60 ×高さ 50㎜

＜付属品＞
ひも付き

＜付属品＞
ひも付き

ガラス工芸

陶

木ごま

手まわしごま
￥390

サイズ
φ 50 ×高さ 90㎜

無くなり次第廃止

金属工芸
皮革工芸

こまの色には
江戸五色が使われ五色それぞれに意味があります。
黒は力、赤は厄よけ、黄は富、緑は豊作、紫は根気
を表します。

71494 -------------------------------- ￥418

￥380

資料

＜セット内容＞
色画用紙テープ 5 色 各 10 本
竹丸棒（片方削り加工）1 本
発泡スチロール（100 × 100 × 10㎜）1 枚
ボンド 10g 1 本

備品

古く京では、
西陣織や友禅の着物の端切れを竹軸に巻き付けたこま
作りをして遊びました「京こま」といいます。
端切れの代わりに紙テープを巻き付けたこまを作り遊
びましょう。

発泡スチロールの中心に竹丸棒
を刺し、回転させテープを巻き
付けます。

軸の曲がりを調整し眠る様な
こまを目指しましょう。

七宝焼

こまが静かに回っている様を眠っている様子に例え
「こまの寝相を見る」などといわれていました。
寝相の良いこまは止まって見えるのです。
こまを回しながら軸の曲がりを直し、調整を繰り返
す事で「眠るようなこま」を目指しましょう。

こまづくり

71490 ------------------------------- ￥374 ￥340

地球のチカラで走る！

ソープボックス ® モックカー

71461 ------------------------------ ￥792 ￥720
完成サイズ：170 × 150 × 49㎜
ボディ 1
タイヤ 4
車軸 2
タイヤ止め 4
軸止め 2
飾り用木球（頭）1
ボデイ用型紙
説明書
「ソープボックス」「ソープボックスダービー」はアンカーマン㈱の登録商標です
地球のチカラで走る！ソープボックス ® モックカー © MOQCAR © moqcar ©

伝統玩具
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デザイン

71440 -------------------------------- ￥352 ￥320

サイズ：全長 190㎜
木球：φ 60㎜
仕様：ルーター加工済みひも付き

サイズ：φ 57 × 30㎜
材質：ぶな材
仕様：ルーター加工済み、ひも付き

ミラーボックス

ビー玉万華鏡

サイズ：約 320 × 100 × 10㎜

材質：木製

付属品：羽根付き
（色の指定はできません）
表面に着色したり、カラー
粘土を貼り付けたりして、
色々と面白い羽子板を作っ
てみてください。

てん刻

表面に着色するため
の教材です。
色々と面白いオリジ
ナルデザインのヨー
ヨーを作ってみて下
さい。

71480 ------------------------------- ￥528 ￥480

木彫・木工芸

表面に着色して、
色々と面白いオリジ
ナルデザインのけん
玉を作って下さい。

はごいた

版画・染色

ヨーヨー

71420 ------------------------------- ￥748 ￥680

工芸・民芸

けん玉

彫塑・彫刻

71432 ----------------------------- ￥1,078 ￥980

71431 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000

ビー玉φ 30㎜、折り線入り反射鏡 1 枚、ミラーホル
ダー用厚紙、アイホール、説明書

沖縄ガラスカレット 5g
紙管 4 個（芯材 1、外管 2、リング 1）
反射鏡 3 枚、ミラーホルダー用厚紙、アイホール
プラ製円板 2（透明・乳白色各 1）、説明書
完成サイズ：φ 40 × 210㎜

完成サイズ：φ 30 × 215㎜
ビー 万華鏡は、先端にビー玉を
取りつけ、ビー玉を通して見え
る、さまざまな映像を楽しめる
ように工夫されたものです。

ボックスに描いた絵をのぞき
穴から見ると鏡の効果で周囲
の絵柄が無限に連続して写り
ます。

皮革工芸

指ではじいて飛ばしますと
本物のブーメランの様に
戻ってきます。

ミニ角凧（５枚組）サイズ：全体：200 × 150㎜

材質：ポリプロピレン製

牛乳パックを使用し小さなフーメランを作るテンプレートです。
色を塗ると飛んでいる時の回転で面白い混色の効果がでます。

インテリアとして飾るほか、足と糸を付け
れば実際に上げることもできます。

71042 たこ糸 --------- ￥165 ￥150
サイズ：糸の長さ 80 m
材質：ポリエステル

完成済みの小さな凧です。

備品

オリジナルのルールを作って遊んだり
角度を付けたり工夫して、飛ばし方を研究しよう。

71049 ---------------------------------------------------------- ￥1,078 ￥980
￥333

資料

フィンガーブーメラン テンプレート
サイズ：195 × 134 × 0.5㎜

七宝焼

描画面積：180 × 130㎜

14408 ------------------------------------------------------------- ￥366

金属工芸

沖縄ガラスカレットの万華鏡は、
万華鏡の先端にガラスカレットを
取り付け、筒をのぞくことによっ
て得られるさまざまな映像を楽し
めるように工夫されたものです。

ガラス工芸

ボックス 1 個
ミラー 2 枚
テープ 4 枚

沖縄ガラスカレットの万華鏡

芸

サイズ：103 × 113 × 112㎜

TP 型

陶

15446 ------- ￥858 ￥780
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うちわ

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

竹製うちわ
71110 --------------------------------- ￥253 ￥230

木彫・木工芸

サイズ：幅 245 ×長さ 378㎜

※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

竹製うちわ骨

両面に和紙が貼ってある

71114------------------------------- ￥187 ￥170

竹製のうちわです。

材質：竹製（サイズ：380 × 300㎜）

貼り絵やちぎり絵、雲龍紙や千代紙などはったり
墨絵、マーブリングなどの技法で純和風のうちわが作
れます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

水墨画やマーブリングの作品などの和紙作品に最適
です。紙を貼り、はみ出た骨を切って形を整えます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

創作うちわ

創作うちわ骨

ガラス工芸

71100 小 ---------------------------- ￥176 ￥160 両面に洋紙（せんか紙）を貼った
白いうちわです。
（描画面 240 × 210㎜）
71101 大 ---------------------------- ￥176 ￥160
（描画面 280 × 270㎜） ※無くなり次第廃止
材質：上記いずれも、柄の部分：プラスチック製

71102------------------------------- ￥110 ￥100

表面に思い思いの図柄をデザインして楽しいうちわ
の制作ができます。

材質：プラスチック製（サイズ：240 × 210㎜）
折り染め和紙やマーブリング作品等、お好みの紙を
貼り付けてうちわを制作することができます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

注意：季節商品ですので、秋・冬場は一時生産中止
になることもありますので、御了承下さい。

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

手作りうちわセット（シール式）

うちわ（シール式）

71113（サイズ：幅 240㎜）------------------------------------------ ￥418 ￥380

71103 小（描画面 112 × 74㎜）----------------------------------- ￥165 ￥150
71104 中（描画面 167 × 112㎜）---------------------------------- ￥198 ￥180
71107 大（描画面 234 × 166㎜）---------------------------------- ￥264 ￥240

プラスチック製うちわ骨 1 本、A4 サイズラベル（210 × 297㎜） 2 枚
テストプリント用紙 2 枚

備品

インクジェットプリンター対応の
かんたんシールタイプのうちわです。
テストプリント用紙を使って、絵柄のサイズがラベルに合うかを確認できます。

プラスチック製うちわ骨

1

、裏面粘着済み張り用紙（カット済み） 3 枚

両面に自分で紙を張るタイプのうちわです。
骨の凹 を気にせず絵が描きやすいです。

扇子・風鈴
71111 白 -------------------------------- ￥770 ￥700
71112 赤 -------------------------------- ￥770 ￥700
ナル扇子の制作ができます。※赤は無くなり次第廃止

壊れにくい金属カシメ使用

デザイン

表面に思い思いの図柄をデザインして自分だけのオリジ

絵画・画材

カラー扇子

107

工芸・民芸

34326------------------------------------- ￥572 ￥520
＜サイズ＞

本体：φ 67 × 70㎜

短冊：48 × 210㎜

落としたり強い衝撃を与えると破損いたします、取扱に
は十分ご注意下さい。彩色してからの表面の艶出し、防
汚に透明ニスで仕上する事をお勧めします。
市販の油性・水性どのようなニスでも使用できます。
吊り下げ場所、吊り下げ用フックには、安全かつ頑丈な
物をご使用下さい。

材質：陶器

風鈴
サイズ：φ 70 × H70㎜（ガラス部分）
仕様：ひも、紙付き

七宝焼

71433 ----------------------------------- ￥715 ￥650

皮革工芸

きれいな高音でチリンチリンと涼しげな音が出ます。
表面はデザインがしやすいように白色仕上げで、形が工
夫されています。
油性マーカーで描けます。

金属工芸

このウインドベルは、陶器で出来ています。

ガラス工芸

＜サイズ＞
傘部 φ 150㎜
ベル部 55 × 42㎜

芸

34328------------------------------ ￥1,210 ￥1,100

陶

ゆら鈴 ( ウインドベル )

彫塑・彫刻

この風鈴は陶器でできています。

てん刻

表面は吸水性があるので彩色しやすく、形もデザインし
やすいように工夫されています。クレヨン、色鉛筆、ア
クリル絵の具、マーカーペン（水性ペンは不可）などで
着色できます。金属製の風鈴と違い、大変柔らかい響き
のある素朴な音がします。面倒な吊り下げ用糸などの組
み立てはすべてできていますので、絵を描くだけで完成
します。

木彫・木工芸

彩（いろ）ふうりん

版画・染色

サイズ：272㎜

ガラス製の風鈴です。

※この商品は手作りの為、大きさが多少前後します。
※ 無くなり次第廃止

備品

＜応用＞
絵を描く、水性ステンドで描く

資料

ガラス内外面にアクリル絵具や水性ステンドで描画した
り、風を受ける紙の部分を切ったり描画したりして自分
だけの風鈴に仕上げて下さい。

