
トライアル・ 
キットショップ 

INAZUMA INAZUMA エンゼルキング エンゼルキング 楽習フォーラム／オール
アバウトライフワークス 

ポーチキット バッグキット エンゼルキング 
ラメ糸タッセル 

エンゼルキング 
アートラインネックレス 

ルトゥールクロッシェの
ネックレス～ベル 
・ルミエール 

1500円 1800円 600円 800円 3800円 

楽習フォーラム／オール
アバウトライフワーク 

かごや カナガワ（株） カナガワ（株） （株）KAWAGUCHI 

マルチホールのペンダン
ト～trichromatic～ 
ラグーン（針糸付き） 

やまぶどうチャーム
（ローズ模様） 

ころんとゆれる  
三角こまイヤリング 

三角こまとビーズの 
ゆらゆらキーリング 

布でつくる みつろうラッ
プ 布地みつろうセット
（グリーン） 

2400円 1400円 1000円 1000円 800円 



トライアル・ 
キットショップ 

（株）KAWAGUCHI 
KIKI PARFAIT 
 （キキパルフェ） 

KIKI PARFAIT  
（キキパルフェ） 

クイックアート クイックアート 

布でつくる みつろうラッ
プ 布地みつろうセット
（ピンク） 

キキリボンのミニバスケッ
ト～Amaii-Sutoピンク～ 

キキリボンのミニバスケッ
ト～barelneイエロー～ 

パウダープリント 
ミニＴキット 

手描きパウダー 
プリントシート 

800円 2000円 2000円 1000円 1200円 

クラフトハート トーカイ クラフトハート トーカイ クロバー（株） クロバー（株） 
Koeido-HOBBY 
（株）光栄堂 

縫わずにつくる とじこめ 
リボンヘアゴム 

縫わずにつくる  
キャンディペンポーチ 

ロゼットメーカー  
材料付きセット・Ａ 

ロゼットメーカー 
材料付きセット・Ｂ 

ナナアクヤの親子で楽し
む！プラバンマスコット
キット 

900円 1100円 1000円 1000円 1000円 



トライアル・ 
キットショップ 

サンｰケイ/ステッドラー サンｰケイ/ステッドラー 蛇の目ミシン工業（株） 蛇の目ミシン工業（株） ジュエリーパーツ 

Tole Paintで作る 
リースキット葉月
（MARINE) 

Tole Paintで作る 
リースキットSUMMER 

飾りステッチのミニバッグ
（ブルー） 

飾りステッチのミニバッグ
（イエロー） 

プレグリ+ビジュ－レジンで
作る キラキラペンダント
（シルバー） 

1400円 1400円 1500円 1500円 1600円 

ジュエリーパーツ ダーウェント チューリップ（株） チューリップ（株） DMC 

プレグリ+ビジュ－レジンで
作る キラキラペンダント
（ゴールド） 

インクテンスペンシル 
トライアルキット 

花ふきん SASHIKO 
WORLD France 永遠の誓い 

花ふきん SASHIKO 
WORLD France 踊り子と矢
車菊 

マジックペーパーキット  
 フリーステッチ 

1600円 5000円 1400円 1200円 1200円 



トライアル・ 
キットショップ 

DMC （株）東京交易 （株）東京交易 トーホー（株） トーホー（株） 

マジックペーパーキット  
 クロステッチ 

ソウタシエキット  
タッセルピアス～グリーン
系～ 

ソウタシエキット  
タッセルピアス～ピンク系
～ 

ステッチアカデミー 
キット SKS-2 

ステッチアカデミー 
キット SKS-3 

1200円 2700円 2700円 1700円 1700円 

トンボ鉛筆 日陶科学（株） 日本エアブラシホビー協会 日本エアブラシホビー協会 日本てまりの会 

水性グラフィックマーカー
ABT レタリング＆トライア
ルキット 

シルバーアクセサリーミニ
ポット初心者キット 

春色カラーのつまみ細工
（ピンク） 

春色カラーのつまみ細工
（ブルー) 

基本のてまりかがり 
 Ａセット 

1500円 3700円 2000円 2000円 2200円 



トライアル・ 
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日本てまりの会 日本ヴォーグ社 日本ヴォーグ社 ハピネス 山の幸染め ハマナカ（株） 

基本のてまりかがり Ｂセット 
こぎん刺しコースター２枚
セットＡ 

こぎん刺しコースター２枚
セットＣ 

アイロンで簡単染色 山の
幸染め トライアルキット 

はじめての編みもの  
ぼう針編みKIT 

2100円 1400円 1400円 1500円 1600円 

ハマナカ（株） ヒノデワシH.K.club ヒノデワシH.K.club （株）プレイケア 
ポーセリンアート転写紙 
Oven Ink オーブンインク 

はじめての編みもの 
かぎ針編みKIT 

はんけしくん「プリンセス
セット」ピンク 

はんけしくん「プリンセス
セット」ホワイト 

メガネケース創りキット 
オーブンインク®  
お試しパック 水彩ブーケ 

1600円 1500円 1500円 700円 1000円 
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ポーセリンアート転写紙 
Oven Ink オーブンインク 

maffon maffon メモリープレイス メモリープレイス 

オーブンインク®  
お試しパック キティキャッ
ト 

maffonで作る 
スクールセットキット 

maffonで作る 
cocoパンツ パターン付
キット サイズ90 

スクラップブッキング  
ミニアルバムキット「桜」 

スクラップブッキング  
ミニアルバムキット 
「ピーターズワールド」 

1000円 7900円 4200円 1100円 1100円 

メルヘンアート （株）やのまん （株）やのまん ユザワヤ （株）吉田商事 

マクラメタペストリー  
平結び 

ミニチュアットＵ： 
フェアリーズ ガーデン 

ミニチュアット： 
ロマンチックな街角 

Bijou Star チャーム 
樹脂脂粘土アクセサリー
キット 
ペンダント（花）シルバー 

1200円 5000円 4000円 3500円 700円 



トライアル・ 
キットショップ 

（株）吉田商事 ラティーフ ラティーフ ルシアン ルシアン 

樹脂脂粘土アクセサリーキット 
ペンダント（スマイル）シル
バー 

オーガンジーレースの 
ブローチ 

ビーズステッチで作るバッ
クチャーム「シンシア」 
（ピンク） 

「hidamari」刺し子のコー
スター（トライアルセッ
ト） 
ピンク 

「hidamari」刺し子のコー
スター（トライアルセッ
ト） 
ブルー 

600円 1800円 2000円 2000円 2000円 

若井産業（株） 若井産業（株） （株）サンセイ （株）サンセイ 

Nail it!!(ネイルイット） 
キットNo.004 welcome 

Nail it!!(ネイルイット） 
キットNo.009 サボテン 

カレイドフレームキット 
（ピンク） 

カレイドフレームキット 
（グレー） 

3500円 3500円 1800円 1800円 


