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彫刻材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

滑石

黒滑石

32029 --------------------------------------------------------- ￥1,166 ￥1,080

33009 ---------------------------------------------------------- ￥1,188 ￥1,100

サイズ：60 × 60 × 110㎜

サイズ：60 × 60 × 110㎜

約 1,1kg

木彫・木工芸

滑石（タルク）はモース小硬度 1 の鉱物です。
爪でかんたんに傷がつくほど柔らかく、鉱物の中ではとても扱いやすい石です。
彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が可能です。

約 1,1kg

硬さは滑石とほぼ同じ
丸彫りにも、てん刻にも使える柔らかい彫刻用素材です。
彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が可能です。

てん刻

高級感あふれる天然石の表札です

彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

白滑石表札

高麗石のペーパーウェイト

32031------------------------------ ￥594 ￥550

32033----------------------------- ￥734 ￥680

黒滑石のペーパーウェイト

サイズ：160 × 70 × 15㎜ 約 500g

32032 ----------------------------- ￥518 ￥480

金属工芸

柔らかく加工の楽な滑石で表札を作ります。
陽刻・陰刻、好みの表札を作る事ができます。
象嵌のベースにも最適です。彫刻刀やカッターナ
イフによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が
可能です。

サイズ：70 × 70 × 20㎜
丸彫りにもてん刻にも使える柔らかい彫刻用素材です。
彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やすり、紙
やすりによる研磨が可能です。

皮革工芸

ソフトタッチな彫刻材

七宝焼
記念品
資料

セルフォーム
32110 小（147 × 73 × 73㎜）--------------------------- ￥864

￥800

備品

32111 中（177 × 88 × 78㎜）---------------------- ￥1,242 ￥1,150

パラフィンが主成分の白色の彫刻素材です。

32112 大（200 × 100 × 100㎜）---------------------- ￥1,620 ￥1,500

石鹸彫刻をするような感じで、釘や竹べらで彫ることも可能です。

彫刻材
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絵画・画材

デザイン

石削工具

鬼目やすり
32612 丸φ 3.1㎜ ---------------- ￥324 ￥300
サイズ：各全長 185㎜

丸は刃先を砥いでありますので穴開け貫通に便利です。

サイズ：155㎜

32602 ------------------------------- ￥486 ￥450
＜セット内容＞
平刀 1 本、丸刀 1 本、切り出し 1 本

石削のみ

（ビニールケース入り）

32600 ------------------------------- ￥216 ￥200
長さ 130 ×刃幅 14㎜

木彫・木工芸

高麗石や木彫・水牛角などの
荒削りに最適です。

32601 ---------------------------------- ￥54 ￥50

版画・染色

32611 半丸 6.5㎜ ---------------- ￥432 ￥400

石材刀 3 本組

石削工具

工芸・民芸

石削のみ

てん刻
彫塑・彫刻

陶

サンドペーパーセット（4 枚組）

小（磨き面）

つるぴかシート（3 枚組）

シアバター（天然ワックス）

サイズ：230 × 90㎜

44533 大（125 × 140㎜）------------ ￥648 ￥600

＜セット内容＞
荒目（＃ 80） 1 枚
中目（＃ 120） 1 枚
細目（＃ 240） 2 枚

一枚で磨き、つや出し、
両面使える便利な研磨シートです。
ブルーの面は磨き用、ピンクはつや出し用です。
コンパウンド無しで鏡面仕上げが出来ます。

耐水ペーパー

サンドペーパー

食品や化粧品の原料として使われている
とても安全なワックスです。

石や木、角素材の仕上げに使うワックスです。
シアバターはアフリカ大陸に自生するシアの木にな
る実から抽出した天然素材です。

皮革工芸

使いやすいサイズの紙ヤスリのセットです。

44531 80g-------------------- ￥1,706 ￥1,580

金属工芸

44530 小（60 × 80㎜）---------------- ￥175 ￥162

ガラス工芸

44520 -------------------------------- ￥65 ￥60

芸

大（つや出し面）

七宝焼

44509 ＃ 80 ---------------------------- ￥45 ￥42

44540 ＃ 120 ---------------------- ￥281 ￥260
44541 ＃ 240 ---------------------- ￥281 ￥260

44511 ＃ 240 -------------------------- ￥36 ￥33

44542 ＃ 400 ---------------------- ￥281 ￥260

金属、石、アクリルなど
硬質のものを磨くのに最適です。

一般的な、紙ヤスリです。

サイズ：280 × 233㎜

丈夫な布地製のサンドペーパーです。

木、粘土、金属、石、アクリル、その他色々な素材
が磨けます。

備品

サイズ：280 × 227㎜

資料

44510 ＃ 120 --------------------------

万能サンドクロス

￥36 ￥33

サイズ：いずれも、280 × 230㎜

水で濡らして使用します。

記念品

44570 ＃ 400------------------------ ￥97 ￥90
44571 ＃ 800 ------------------------ ￥97 ￥90
44572 ＃ 1000 --------------------- ￥119 ￥110
44573 ＃ 1200 --------------------- ￥119 ￥110

