
  
 

 

   

 

 

 
 

No 作 品 詳 細 

 

 

1 

 
 

クローバーデコレーションボールペン 
 

講師；アーメイ先生 

キット代；¥ 1,300 
 

クローバーをイメージしてグリッド表現してみ

ました。中間のイニシャル図案の置き換え図案も

付いています。カードなどにアレンジしても楽し

んで頂けます。 
 

デコレーションボールペンレッド  

サイズ約14×1.5cm １個付き 

 

 

2 

 
 

薔薇のマグネット 
 

講師；泉 恵理子先生 

キット代；¥ 1,500 
 

フェアリーズ 2017 掲載作品を作りやすく平面

にしてマグネットにしました。薔薇の花が付いた

封筒に入れて贈り物にいかがですか？  
 

長方形マグネット  

サイズ約7.5×5cm １個付き 

 

 

3 

 
 

折りたたみフレーム 
 

講師；斎藤 宏美先生 

キット代；¥ 2,000 
 

折りたためるフレーム（鏡付き）に２種類のオー

ナメントとスタンドミラーとして使用する時に

も使える枠飾りを付けました。組み合わせ自由で

す。オーナメントはミニカードにもなるように図

案にしました。 
 

折りたたみフレームブラウン  

サイズ枠内約13.5×9cm 1個付き 



No 作 品 詳 細 

 

 

4 

 
 

ミニバック 
 

講師；齋藤 陽子先生 

キット代；¥ 1,300 
 

ティライトを灯すとバックから優しい光があふ

れます。ポプリを入れて飾ったり、ギフトボック

スとしてキャンディーやチョコを詰めて親しい

方へ贈っても喜ばれますね。作品サイズ縦（高さ）

5.5×横９×幅４cm（持ち手含まず） 

図案２種類  

ティライト１個付き 

 

 

5 

 
 

Lacy カレンダー 
 

講師；志田 亜希子先生 

キット代；¥ 1,600 
 

ホビーショー翌月の2017年５月から2018年

４月まで２か月毎のカレンダー。 

トレースとエンボスのみで仕上げる事が出来る

ので初心者の方でも楽しめます。カレンダー印刷

済。全６枚／図案６種  

作品サイズ約14.5×12.5cm  
 

卓上カレンダーケース１個付き 

 

 

6 

 
 

素敵に華やぐアクセサリートレー 
 

講師；橋本 今日子先生 

キット代；¥ 1,800 
 

ベッドサイドやドレッサーにさりげなく置いて

華やかな空間に♪少し小さく作ってコースター

（PW375）にも。図案は２種類、おまけの図案

ももうひとつ。台紙は２種類入ります。 
 

アクセサリートレー  

サイズ約11×9.5cm  １個付き 

 

 

7 

 
 

レーシーなブックカバー 
 

講師；松尾 悠先生 

キット代；¥ 2,300 
 

パーチメントの醍醐味ともいえる華やかなレー

スワークをブックカバーや手帳カバーとしてお

使いいただけます。ブーケをお好きな色合いで素

敵にアレンジしてもOK。 
 

パターン図 2 点、ブックカバー１点入っています。 

内寸約11.5×７cm 
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8 

 
 

フレーム飾りの三つ折り屏風 
 

講師；松原 真美先生 

キット代；¥ 2,000 
 

和風の三つ折り屏風を６種類のパーツを組み合

わせ洋風にアレンジしています。ご自身の作品作

りの際にも取り入れやすいモチーフをご用意し

ています。色々な組み合わせをお楽しみ下さい。

図案６種類付き  
 

三つ折り屏風  

サイズ約２４×１２cm １個付き 

 

 

9 

 
 

カードホルダー 
 

講師；和田 早苗先生 

キット代；¥ 1,800 
 

２種類のパターン付きです。初心者～経験者向け

にアレンジ次第で数種のデザインを楽しんで頂

けます。カードホルダー以外にもできる参考作品

ご紹介付きです。ベルベット台紙１枚  
 

カードホルダー  

サイズ約6.8×10.4 cm １個付き 

 

 

10 

 
 

バラのロゼット 
 

講師；萩尾 智子先生  (CEO担当) 

キット代；¥ 2,000 
 

簡単なクイリングやスクラップブッキングの手

法を応用して、ちょっぴりパーチメントクラフト

の世界も広がる！初心者の方にも楽しんでいた

だける作品です。 
 

PW348 紀州檜フレームブラウン 1 個付き 

 

 

 

11 

 

春のひな飾り(夫婦びな) 
 

講師；藤田 博美先生 (CEO担当) 

キット代；¥ 2,000 
 

梅の花を自由に飾ってあなただけの作品に仕上

げてください。 

少し時期がずれてますが、夫婦びなの人形として

飾ってお祝いしましょう。 
 

PW304 折りたたみフレームグリーン １個付き 
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12 

 
 

体験キット(カードケースCEO) 
 

講師；実行委員 

キット代；¥ 1,500 
 

日本ホビーショーの今回体験品をキットにしました。 

今回のキットは、カードケース作成の方のみを 

セレクトしました。 

図案は、2種類付き 

差し込みのベルベットペーパー２色付き 
 

カードケース１個付き 

 

日本ホビーショーで販売される 

T.Tキットについて 
 

本年の日本ホビーショーで販売される T.T キットに興味をお持ちなのに、当日会場

訪問できないので購入をあきらめていらっしゃる方があるようなので当社(セオ)が、

一括で購入してホビーショー後にお送りすることが出来るように取扱いたします。 
 

方法 ① 当社に希望商品を発注(予約書をセオにFAX) 

 ② ホビーショー後に当社より 

    ご連絡して商品発送します。 

    （その他パーチメントクラフト商品と同送できます。） 

 ③ 支払いは、当社規定通り 

    （商品価格は、チラシ通りです。） 

 

この商品は、日本ホビーショーをお手伝いいただく先生の作品

ですので送付の際に送料と代引き手数料が必要になります。 
 

連絡先  TEL  075-645-4051 

    FAX 075-645-4052 

    有限会社 セオ まで 

 

追伸 今回も、ホビーショーでの体験品を T.T キットとして同時にご提供いたします。 

    ご自分の体験会にご利用ください。 
 



  
キットご予約申込書 

 

お名前：                 
 

ご自宅ＴＥＬ：               ＦＡＸ：                 

ご住所：〒 

                                           
キットは、当日売りもご用意しておりますが、数に限りがございます。 

本申込書にて、早めのご予約をお願いいたします。 
 

○キットの販売予約（希望個数欄に数量を記入して下さい。） 
 

№ 講師名 タイトル 希望個数 

１ アーメイ 先生 クローバーデコレーションボールペン  

２ 泉 恵理子 先生 薔薇のマグネット  

３ 齋藤 宏美 先生 折りたたみフレーム  

４ 齋藤 陽子 先生 ミニバック  

５ 志田 亜希子 先生 Lacy カレンダー  

6 橋本 今日子 先生 素敵に華やぐアクセサリートレー  

7 松尾 悠 先生 レーシーなブックカバー  

8 松原 真美 先生 フレーム飾りの三つ折り屏風  

9 和田 早苗 先生 カードホルダー  

10 CEO(萩尾) 先生 バラのロゼット  

11 CEO(藤田) 先生 春のひな飾り(夫婦びな)  

12 実行委員 先生 体験キット(カードケース CEO)  

   合計個数  
 

☆ご来場・引取予定日に 

○を記入してください。 

未定の方は、27 日に○をしてください。  
 

 
（注意事項） 

＊ 申込受理後、翌週月曜日に『引換書』をＦＡＸまたは郵便でお送りします。 

＊ ＴＥＬは、ご自宅の番号をご記入下さい。こちらから、お問合せの電話をすることもございます。 

＊ 代金は、当日会場にて『引換書』を必ず提示のうえ、お支払ください。 

＊ ホビーショー開催期間中に、会場にいらっしゃれない場合は、FAX またはTEL(留守電可)にて下記に必ずご連絡をください。 

 

 

 

 

 

 

 

 予定日 

4月27日（木）  

4月28日（金）  

4月29日（土）  

*** FAX･TEL受付時間は、午前9時～午後9時まででお願いします。*** 

送付先  ＦＡＸ：０７５-５８１-４２８１（ＴＥＬ兼） 
      〒６０７－８１6２ 京都市山科区椥辻草海道町4-7-405 

                           髙垣 成美 宛 

申込締切   ４月 20日(木)着分まで 


