
2018 Nintendo

クリスマスポップアップカード 組立説明書 （1）
く み た て せ つ め い し ょ

クリスマスポップアップカード 組立説明書（1枚目）

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置

手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

たにおりたにおり

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

↑このせんはたにおり

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置
手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

キャラクターパーツ(ヨッシー)の貼り付け位置

手前の階段パーツ（う）の貼り付け位置

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置
手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

（あ）

（い）

キャラクターパーツ(ヨッシー)の貼り付け位置

※このうらをカード台紙にはりつけます。

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置

手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

たにおりたにおり

！
◯ プリンター対応厚紙（A4）3枚　◯ ハサミ（またはカッターナイフ）

◯ のり（または両面テープ）　◯ 定規

◯ 先のとがったもの（シャープペンシルや使用済ボールペンなど）

「クリスマスポップアップカード パーツ（PDF）」（全3枚）を

厚紙に印刷します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん　まい

あつがみ　  いんさつ

折り線をきれいに折るには、定規を使い、折り線のラインにインクの
切れたボールペンや芯の出ていないシャープペンシルなど、先のとがった
もので筋を入れると、きれいに折ることができます。

ハサミやカッターナイフでけがをしないよう、

ちいさなおこさまはおうちのひとといっしょに

つくってください。

パーツを
印刷をする

カード本体を
つくる

奥の
階段をつくる

奥の
キャラクターを
取り付ける

手前の
階段をつくる

手前の
キャラクターを
取り付ける

デコパーツを
取り付ける

●用意するもの

●基本の手順

① パーツを印刷します。

② カード本体をつくります。

パーツ2枚目の「奥の階段パーツ」を切り抜き、3ヶ所の折り線にした

がって階段状に折ったあと、（あ）は表側、（い）は裏側にそれぞれのりを

付けます。手順①のカード台紙にある（あ）の貼り付け位置に「奥の

階段パーツ」の（あ）を貼り付け、次に、カード台紙にある（い）の貼り付け

位置に、「奥の階段パーツ」の（い）の裏側を合わせて貼り付けてください。

③ 奥の階段をつくります。

パーツ2枚目の「キャラクターパーツ（ヨッシー）」を切り抜き、

手順②の「奥の階段パーツ」にある貼り付け位置にのりで貼り付け

ます。

④ キャラクターパーツ（ヨッシー）を取り付けます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①（あ）の面にのりをつけて
　カード台紙の白い線にあわせて
　貼り付ける

②（い）は裏面にのりをつけ
　カード台紙に貼り付ける

①①

②② ↑奥の階段パーツ

だいし

（あ）

（い）

各パーツは、
カードを平らにした状態で

貼り付けるとやりやすいですよ！

各パーツは、
カードを平らにした状態で

貼り付けるとやりやすいですよ！

●つくりかた

↑カード台紙パーツ

↑キャラクターパーツ(ヨッシー)

この位置に貼り付ける

パーツ1枚目の「カード台紙パーツ」を黒い線で切り抜き、折り線

で半分に折り、平らに戻しておきます。

この谷折り線で

半分に折ったあと、

いったん平らに戻して

次の手順に進みます。

おく　かいだん

 お    せん 　　　  　　　　お　 　　　　　じょうぎ　つか　      お     せん

 き　　　　　　　　　　　  しん　  で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さき

　　　　 すじ    い    　   　　　　　　　　　 お

←折り線に
　定規をあてて、
　筋をいれます。

←折り線に
　定規をあてて、
　筋をいれます。

きれいに折り線を
おるには？

きれいに折り線を
おるには？

←先の
とがったもの
←先の
とがったもの

じょうぎ
じょうぎ

ポ イ ン
ト！

　　　　　　   　たいおうあつがみ　　　　　　まい　　

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 じょうぎ

  さき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しようずみ

いんさつ

いんさつ

ようい

きほん　　　 てじゅん

ほんたい

ほんたい

おく　　 かいだん

　　　　おく

かいだん

　　　てまえ

かいだん 　と　　  つ

　　　  おく

　と　　  つ

　　　てまえ

　と　　  つ

ポ イ ン
ト！

　　　　　　　まいめ　　　　　　　　　だいし　　　　　　　　  くろ　  せん　    き　  　ぬ　   　  お       せん

　　はんぶん　  お　　　たい　　 　もど

　　　 たにお     せん

はんぶん　お　　 　

　　　　　　たい　　　もど

つぎ　てじゅん　すす

お     せん
お    せん

さき

じょうぎ

すじ

　　　　　　 まいめ　　　おく　  かいだん　　　　　　　　き　　 ぬ　　　　 かしよ　　  お     せん

　　　　  かいだんじよう　　 お　　　　　　　　　　　　おもてがわ　　　　　うらがわ

 つ　　　　　　 てじゅん　　　　　　　　　だいし　　　　　　　　　　　  は　    つ　　　 いち　　　 おく

かいだん　　　　　　　　　　　　は　　 つ　　　つぎ　　　　　　　だいし　　　　　　　　　　 は　　 つ

　いち　　　 おく　 かいだん　　　　　　　　　　　うらがわ　  あ　　　　    は　    つ

　　　　　 めん　　

　　　　　  だいし　　しろ　　せん

  は  　　つ

　　　　　　   うらめん

　　　　　       だいし　　 は  　　つ

　　　　  かく

　　　　　  たい　　　　　じょうたい

は　　つ

　　　　　　　まいめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　 き        ぬ

てじゆん　　　   おく     かいだん　          　　　　　　　   は         つ　       いち                 　　　は         つ

 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  と　　　  つ

いち　      は　    つ

くみたてせつめいしよ　　  まいめ
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クリスマスポップアップカード 組立説明書 （2）
く み た て せ つ め い し ょ

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

↑このせんはたにおり

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置
手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

キャラクターパーツ(ヨッシー)の貼り付け位置
手前の階段パーツ（う）の貼り付け位置

キャラクターパーツ(マリオ)をはりつけます。

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置

手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

（い）↑このせんはたにおり

キャラクターパーツ(ヨッシー)の貼り付け位置

※このうらをカード台紙にはりつけます。

手前の階段パーツ（う）の貼り付け位置

（え）

（う）

キャラクターパーツ(マリオ)をはりつけます。

奥の階段パーツ（あ）の貼り付け位置

↑このせんはたにおり

奥の階段パーツ（い）の貼り付け位置
手前の階段パーツ（え）の貼り付け位置

キャラクターパーツ(ヨッシー)の貼り付け位置
手前の階段パーツ（う）の貼り付け位置

キャラクターパーツ(マリオ)をはりつけます。

パーツ3枚目の「手前の階段パーツ」を切り抜き、3ヶ所の折り線に

したがって折ったあと、（う）と（え）の部分にのりを付けます。

手順③で取り付けた「キャラクターパーツ（ヨッシー）」にある（う）の

貼り付け位置に手前の階段パーツ」の（う）を貼り付け、（え）の部分は

カード台紙にある（え）の貼り付け位置に合わせて貼り付けてくだ

さい。

　　　　　　　まいめ　　  　てまえ   　かいだん　　　　           　き     　ぬ　　　       　しよ    　お　　せん

　　　　　　　　    お　　　　　　　　　　　　　　　　     　　ぶぶん　                   　つ

てじゆん　　　  と　 　つ

 は     　つ      　いち      　てまえ   　かいだん                                      　は     　つ                       　ぶぶん

　　　　　   だいし                                 　は     　つ       　いち      　あ                 　は     　つ

⑤手前の階段をつくります。

手順⑥まで作ったらカード半分に折り、しっかりと折りグセを

つけて閉じた状態にします。パーツ3枚目の「デコレーションパーツ」を

切り抜き、表紙に貼り付けたら完成です。3種類用意していますので、

好きなパーツを貼り付けてください。

⑦ デコパーツを取り付けます。
　　　　　　　　　　　　　  と　　　  つ

メッセージを
かきこもう！
メッセージを
かきこもう！

①（う）の面にのりをつけ、

　キャラクターパーツ(ヨッシー)の

　白い線に合わせて貼り付ける

　　　　    めん

しろ　  せん

②（え）の面にのりをつけ

　カード台紙の指定された

　位置に貼り付ける

　　　　　めん

　　　　　 だいし　 　してい

 いち　　   は　  　つ

 す

 は　     つ

 ひようし

てまえ　かいだん

①①

②②

●全体図

↑手前の階段パーツ

パーツ3枚目の「キャラクターパーツ（マリオ）」を切り抜き、

手順⑤で取り付けた「手前の階段パーツ」にある貼り付け位置に

合わせて図のようにのりで貼り付けます。

⑥ キャラクターパーツ（マリオ）を取り付けます。
てまえ   　　かいだん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と  　　　つ

（う）

（え）

好きなパーツを
貼り付ける

カード表紙

↑キャラクターパーツ(マリオ)

キャラクターパーツ(ヨッシー)

奥の階段パーツ

キャラクターパーツ(マリオ)

手前の階段パーツ

カード台紙パーツ

おく　 かいだん

 てまえ　  かいだん

　　　　　　だいし

開けた状態
閉じた状態 あ　　　 じようたい
と　　　 じようたい

デコレーションパーツ

この位置に貼り付ける

ぜんたいず

くみたてせつめいしよ　　  まいめ

いち　      は　    つ

　　　　　　　まいめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　き　　  ぬ

てじゆん 　　　  と　   　つ　　        　てまえ　   かいだん 　                                 　は　      つ      　いち

 あ　　　　　　  ず　　　　　　　　　               は  　　つ

てじゆん　　　     　つく　　　　　　　           　はんぶん　 　お　　　　　　　　　　　　  　お

　　　　     と　   　じようたい　　　　　　　　　　　    　まいめ

 き　  　ぬ　   　ひようし  　は     　つ              　かんせい　　　    　しゆるいようい

 す　　　　　　　　　      　は　  　つ




