
年 月 日 申込

単価 単価

※レザークラフトの、小銭入れ・創作レザーをご希望の場合は、事前にご相談ください。

※その他、ご希望の教材がございましたら、お気軽にご相談ください。

単価 単価

※裏面の「創作活動・教材のご案内」もご覧ください。

キーホルダー　金具 130

ブローチ 金具 120

プラ板

数量 金額

※キャンプファイヤーは、丸太を使わず、
　焚き火台に薪を組む「エコファイヤー」になりました。

灯油（2リットル） 200

※２０本以上のトーチ棒を使われる場合は、灯油（4リットル）をご注文くださ
い。

要望・希望・その他特記事項 

ファイヤー
のつどい

薪セット（1回分） 850 キャンドル
のつどい

ロウソク（小） 10

160

灯油（4リットル） 390

活動 教材品名 数量 金額 活動 教材品名

トーチ棒 180 ロウソク（大）

杉板 900

【野外活動教材】

焼き杉
吊り下げ用　クサリ 180

透明シュリンクシート　1枚 220

白シュリンクシート1枚 220 マグカップ

ガラス
工芸

中皿 780

創作レザー 460
ジェル

キャンドル
ジェルキャンドルセット

レザー
クラフト

キーホルダー セーフティー 530 ※作陶用粘土も取り扱っています。ご相談ください。

630

230

820

※この他にもペンケースや眼鏡ケースなどもあります。
ご相談ください。

飾りレリーフ 900

小銭入れ 1000

140

コースター 320 てん刻消しゴム 180

キーホルダー　エンブレム

キーホルダー スクエア 230

絵手紙
絵手紙セット

キーホルダー サークル 230

素焼湯呑（小） 380

※この他にもブローチや模様の入っているものなどもあります。
ご相談ください。

素焼湯呑（大） 510

キーホルダー ルクレ 750 トール
ペイント

プラーク 丸 630

七宝焼

日

キーホルダー 丸 530 素焼皿（大） 420

キーホルダー 角 530

陶芸
(絵付け)

素焼皿（小） 320

キーホルダー 小判 530
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【創作活動教材】

活動 教材品名 数量 金額 活動

研修団体名

合計金額

教材品名 数量 金額

円

活動予定日 月

別紙3



～創作活動・教材のご案内～

教材品名 仕様 教材品名 仕様

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様 教材品名 仕様

プラーク 丸 円形、直径170mm、厚さ15mm 飾りレリーフ 長方形、四辺波型、壁掛用金具付、175×250mm

プラ板

ジェルキャンドルセット 直径6cm　高さ7cmの円柱形の器

2時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様

中皿 透明、マスキングセット付、直径180mm

ジェル
キャンドル

主な対象 所要時間

ガラスの器に砂を敷き、貝殻、色つき砂、プラ板など好みの飾りを入れ、
ジェルを溶かして流し込んで固めて作ります。

小学校高学年から

てん刻消しゴム ハンコ用消しゴム。12×12×40mm

ガラス
工芸

主な対象 所要時間

サンドブラストマシンを使ってガラスの表面に研磨剤を吹き付けて、
凹凸をつくって絵や文字などを美しく表現する工芸です。

小学校高学年から 3時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様 教材品名 仕様

マグカップ 透明、マスキングセット付、直径70×高さ90mm

白シュリンクシート1枚 A4サイズ、297×210mm キーホルダー 金具 作成したプラ板に通して、キーホルダーにします。

絵手紙

主な対象 所要時間
「にじみ」の出る紙と墨を使って、絵や文字を書き色をつけます。
消しゴムを使って、オリジナルのハンコを作り押印することもできます。
絵が苦手な方でも思い切りよく描くことで、とても味のある素敵な作品が出来ます。

小学校低学年以上 2時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

透明シュリンクシート1枚 B4サイズ、366×258mm  ブローチ　金具 作成したプラ板につけて、ブローチにします。

絵手紙セット 絵手紙用紙2枚、半紙1枚。

主な対象 所要時間
専用のプラスチックシートに色鉛筆などで好きな絵を描き、はさみで切り抜きます。
それをオーブントースターに入れて加熱すると、約6分の1の大きさに縮みます。
キーホルダー・ブローチのほか、工夫次第でいろいろなものがつくれます。

幼児から 2時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様 教材品名 仕様

素焼皿（大） 円形。直径160mm 素焼湯呑（大） 飲み口の直径75mm、高さ100mm

トール
ペイント

主な対象 所要時間

専用の板に色々な技法を使って、絵や模様を描いていきます。
完成品はレリーフなどに使えます。

小学校高学年から 2～3時間程度

仕様

素焼皿（小） 円形。直径125mm 素焼湯呑（小） 飲み口の直径70mm、高さ85mm

陶芸
(絵付け)

主な対象 所要時間
素焼きのしてある陶器（湯のみ、皿）に陶芸用絵の具で絵付けをします。
その後、全体に釉薬をかけ、窯に入れて焼き上げます。
（本焼き完成までに1ヶ月程度かかります。）

幼児から 2時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様

杉板 杉板155×450mm

キーホルダー スクエア 正方形、キーホルダー金具付。40×40mm 創作レザー

教材品名 仕様 教材品名

正方形。100mm×100mm。

焼き杉

主な対象 所要時間
杉板を糸のこぎりで好きな形に切り取り、
表面に泥で模様をつけ、ガスバーナーで焼きます。
壁飾り・ドアの標示板等、創意工夫で様々な作品ができます。

小学校高学年から 3時間程度

キーホルダー ルクレ 細皮を通してカシメ打ち。ナスカン付。65×42mm 小銭入れ ホック形、編込み有。要指導。70×85mm

キーホルダー サークル 円形、キーホルダー金具付。直径45mm コースター 円形。直径80mm

研修可能な人数

40人程度まで

キーホルダー 丸 円形、キーホルダー金具付。直径32mm

教材品名 仕様 教材品名 仕様

キーホルダー セーフティー 細皮を通してカシメ打ちします。48×40mm キーホルダー　エンブレム ホームベース形、キーホルダー金具付。40×30mm

※サイズは実際に細工をする丹銅版のサイズです。（飾り部分除く）

レザー
クラフト

主な対象 所要時間

革のコースターや、キーホルダーなどに、工具で切り込みや打ち込みをほどこし、
色をのせ、オリジナル作品を作り上げます。

幼児から 3～4時間程度

研修可能な人数

50人程度まで

キーホルダー 角 長方形形、キーホルダー金具付。31×24mm キーホルダー 小判 だ円型、キーホルダー金具付。32×23mm

2〜3時間程度

研修可能な人数

40人程度まで

教材品名 仕様 教材品名

七宝焼　

主な対象 所要時間
銅板の上に色ガラスの粉末を溶いた釉薬をのせて自分なりにデザインします。
それを専用の炉に入れて焼き上げます。
できあがったものをブローチ、キーホルダーなどの台座に接着して完成です。

小学校低学年から

仕様

※「主な対象」「所要時間」「研修可能な人数」についてはおおよその目安としてお考えください。
　方法によって対象より幼い方でも研修可能な場合や、教材によって所要時間が前後する場合もあります。


