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描画用素材

絵画・画材

スローパッケージ（Slow Package）
15027 S（SL-001）------------------ ￥238 ￥220

絵の具・クレヨン・色鉛筆などで
着色・描画

S

サイズ：150 × 104 × 60㎜

デザイン

15028 L（SL-003）------------------ ￥367 ￥340
サイズ：345 × 244 × 86㎜
紙質：圧縮パルプ製

工芸・民芸

100％古紙を原料としたパッケージです。

L

直接描画したり、はり絵、ちぎり絵、BOX アートのベー
ス、様々な装飾加工に使用できます。製造段階では糊や
接着剤、化学物質を使用しておりません。
また、焼却時には有害物質を排出せず、CO2 の排出も

軽量粘土との相性も抜群！

版画・染色

非常に少なく、地中に埋めれば生分解されます。

100％古紙を原料

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

陶
紙質：圧縮パルプ製

15403 コースター（100 × 100㎜）----- ￥119 ￥110

3 連ペン立て小物入れ

ガラス工芸

15404 銘々皿（φ 120㎜）----------------- ￥140
15405 ペン皿（240 × 145㎜）----------- ￥421 ￥390
15406 菓子器（200 × 200㎜）----------- ￥475 ￥440

15408-------------------------------------------------------------- ￥259 ￥240

金属工芸

芸

パルプ盆（ジュピーライト）

パルプを圧縮して成形加工した材料です。

￥130

15407 丸盆（φ 300㎜）------------------- ￥659 ￥610

描画、貼り付け等のベース素材です。工芸うるしの使用も可能ですので、らでん
工芸にも使用できます。

ミルパック

＜セット内容＞
六角底 紙 1 辺 30㎜ 3 枚
側 紙 40、70、100㎜各 1 枚

彩色や紙を貼ったり、粘土などの芯材に使えます。
側面紙（40、70、100㎜）を、自由に配列して接着します。
ミルパック（牛乳パック 100％再生紙、厚さ 1.5㎜）

皮革工芸
七宝焼
記念品

完成サイズ：φ 80 × 112㎜

円筒ペン立て

ポケットティッシュボックス

15402 ミルパック ------------ ￥162
15401 ブラック --------------- ￥194 ￥180

15409 ミルパック ------------ ￥238 ￥220
15400 ブラック --------------- ￥292 ￥270

＜セット内容＞
筒用紙 110 × 145㎜ 2 枚
プラスチック製キャップ上下 φ 80㎜各１

＜セット内容＞
本体紙 135 × 270㎜ 1 枚
側面紙 100 × 50㎜ 2 枚

彩色や紙を貼ったり、粘土などの芯材に使えます。
ミルパック（牛乳パック 100％再生紙厚さ 1.5㎜）

彩色や紙を貼ったり、粘土などの芯材に使えます。
ポケットティッシュが約 4 個入ります。
ミルパック（牛乳パック 100％再生紙、厚さ 1.5㎜）ブラック（黒ボール紙、厚さ 1㎜）

￥150

資料
備品

ブラック（片面ツヤあり黒ボール紙、厚さ 1㎜）※ツヤあり面、ツヤなし面お好みで使用して下さい。

描画用素材
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絵画・画材

デザインボックス
15024 ------------------ ￥378 ￥350

デザイン

材質：紙製
サイズ：110 × 160 × 47㎜

工芸・民芸

使い方色々のベース素材！
絵を描いたり、紙を貼ったり
強度のある紙の箱

直接箱にデザインしたり、包装紙や千代紙などを張り付けデコパージュ作品を作っ

木彫・木工芸

たり、モザイクチップやブリックタイル貼りモザイク作品にも使用できます。
また、螺鈿工芸のベースに使用したり、穴などを開け貯金箱や時計ユニットなどを
取り付けオリジナル工作のベースに使用できます。
紙製ですので加工しやすく厚紙ですので強度もあります。

版画・染色

厚紙に白上質紙を貼付けたしっかりした箱です。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

15026--------------------------------------------------------------- ￥259 ￥240

ギフトボックス

サイズ：220 × 130 × 130㎜

15620------------------------------- ￥119 ￥110

ショッピングバッグ

直接箱にデザインしたり、包装紙や千代紙などを張り付けデコパージュ作品を制
作出来ます。

※グレーは廃止です

33040 白 ------------------- ￥3,456 ￥3,200

Ｇダンボールは、厚さ約 1mm の極薄サイズのダンボールです。

皮革工芸

贈り物（ギフト）用の素敵なパッケージデザインを
制作するための教材です。

金属工芸

＜セット内容＞
外箱（型抜済）1、ペーパーセット台紙（型抜済）1、両面テープ（15 × 120㎜）1

完成サイズ：80 × 80 × H 約 120㎜
紙質：上質ケント紙製

描画用石（20 個入り）

紙質：G ダンボール

白

ガラス工芸

ロールペーパーボックス G

15622 小 ------------------------ ￥238 ￥220
サイズ：W320 × D110 × H260㎜

＜ 1 個の重量＞
約 200 〜 300g

紙質：いずれも、晒しクラフト紙
＜付属品＞
カバー用袋（透明 OP 樹脂製）
手下げ用紐
イラストを描いたり、貼り絵
をしたりして様々なデザイン
の展開が可能です。
OP 透明樹脂製のカバーが付
属しておりますので、完成し
たら立派なショッピングバッ
グになります。

備品

表面に描画する場合は、ア
クリル系の絵の具か、油性
のマーカー等を使用してく
ださい。

サイズ：W320 × D110 × H450㎜

資料

＜用途＞
描画、立体造形、造形遊び

黒

記念品

＜規格＞
4 〜 6㎝（袋入り）

15623 大 ------------------------ ￥270 ￥250

七宝焼

33041 黒 ------------------- ￥3,456

￥3,200

