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イーゼル

絵画・画材

ターレンス

メタルイーゼル３段

ターレンス

メタルミニイーゼル 2 段

デザイン

13990 TME-3BN（ブラック）------------------------------- ￥5,076 ￥4,700
13996 TME-3S（シルバー）---------------------------------- ￥5,832 ￥5,400

13998 TMM-2B（ブラック）-------------------------------- ￥2,592 ￥2,400
13999 TMM-2S（シルバー）-------------------------------- ￥2,592 ￥2,400

サイズ：高さ 1750 ×幅 810 ×奥行 750㎜

サイズ：高さ 755 ×横 375 ×奥行 430㎜

重量：1050g（ブラック）、1030g（シルバー）

重量：400g

キャンバス受けのサイズ：横 445 ×奥行き 45㎜

キャンバス受けのサイズ：横 345 ×奥行き 45㎜

制作可能サイズ：F50 号縦（1200㎜）まで可能

最大制作可能サイズ：727㎜（F20 号タテ） 保証書付取り扱い説明書

保証書付取り扱い説明書

携帯用バック付き

工芸・民芸

小さいスペースでの絵画制作や展示などに
使いやすい、軽量メタルミニイーゼル

抜群の安定性、美しさと機能性を兼ね備えたメタルイーゼル

キャンバス受けをセットするツメが 2 箇所あり、コンパクトサイズでありながら

接地部分が常に水平になる可動式キャップを採用。
優れた安定性を実現しています。

最大 727㎜（F20 号タテ）まで制作可能。接地部分が常に安定する可動式キャップ

版画・染色
木彫・木工芸

シルバーはクリアパーツ

てん刻

ターレンス

水平メタルイーゼル３段

ターレンス

メタルミニイーゼル 3 段

彫塑・彫刻

陶

13992 TME-3FN（ブラック）------------------------------- ￥7,560 ￥7,000

13997 TMM-3B（ブラック）-------------------------------- ￥3,456 ￥3,200

サイズ：高さ 1760 ×幅 810 ×奥行 750㎜ 重量：1530g
制作可能サイズ：F50 号縦（1195㎜）まで可能
水平時：F10 号縦（550㎜）まで可能

サイズ：高さ 960 ×横 655 ×奥行 515㎜ 重量：480g
キャンバス受けのサイズ：横 345 ×奥行き 27㎜
最大制作可能サイズ：727㎜（F20 号タテ）

自在に傾斜が選べ安定性も抜群！
F50 まで制作可能
水平仕様時は F10 まで

コンパクトに収納できる軽量３段イーゼル
イスに座って描きたい人におすすめのポータブルイーゼルです

芸
金属工芸

※筆洗・筆は含まれません。

ガラス工芸

キャンバス受けをセットするツメが手前
の 2 本の脚の 1 段目と 2 段目にあり、最
大 727㎜（F20 号タテ）まで制作可能。
接地部分が常に安定する可動式キャップ
保証書付取り扱い説明書
携帯用バック付き

キャンバス受けには、筆スタンドと筆洗掛
け用フック付き。接地部分が常に安定する
可動式キャップ、保証書付取り扱い説明書、
携帯用バック付き

皮革工芸

ヴァンゴッホ

デッサンイーゼル TGDE133

ヴァンゴッホ

デッサンイーゼル TGDE155

七宝焼
記念品
資料

13994 ------------------------------------------------------- ￥15,660 ￥14,500

13995 ------------------------------------------------------- ￥16,740 ￥15,500

制作可能サイズ
F30 号縦（960㎜）まで可能

制作可能サイズ
F50 号縦（1195㎜）まで可能

サイズ
高さ 1360 ×幅 505 ×奥行 660㎜

サイズ
高さ 1645 ×幅 595 ×奥行 775㎜

重量：3.7kg

重量：4.5kg

材質：北米材（米檜）

材質：北米材（米檜）

仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

絵画制作はもちろんディスプレーにも適
した高級木製イーゼル。
自由に角度を設定し、固定できます。

絵画制作はもちろんディスプレーにも適
した高級木製イーゼル。
自由に角度を設定し、固定できます。

備品

イーゼル
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13283 チーク --------------------------------------------- ￥17,172 ￥15,900

13285 チーク --------------------------------------------- ￥46,440 ￥43,000

13284 ウォールナット --------------------------------- ￥17,172 ￥15,900

13286 ウォールナット --------------------------------- ￥46,440 ￥43,000

サイズ：H1500 × D500 × W480㎜

サイズ：H1475 × D560 × W600㎜

重さ：4.5kg

天然木のナチュラルなフラットイーゼルです。収納時の厚みはコンパクトな約 2
㎝、
フラットで綺麗な収納になります。両面どちらでも使用できますので絵画制作・

片側 10 台計 20 台を収納できキャスター付きで移動が容易です。
素敵なインテリアとしてイーゼルを陳列します。

工芸・民芸

ディスプレイ用にご利用下さい。

デザイン

スタジオイーゼルフラット用ラック

絵画・画材

スタジオイーゼルフラット 150

版画・染色

ウォールナット

チーク

ウォールナット

1 台収納

13298 120 用 ------------ ￥116,640 ￥108,000

サイズ：H1200 × D510 × W400㎜
重さ：2.8kg 材質：チーク材

13299 150 用 ------------ ￥116,640 ￥108,000

13297 150---------------------- ￥15,552

サイズ：H1200（1500）× D600 × W450㎜
重さ：12.5kg
材質：スチール

￥14,400

天然木使用の
フラットイーゼルです。

ガラス工芸

収 納 時 の 厚 み は 2.5 ㎝ の フ
ラ ッ ト に な り ま す の で、 収
納スペースも少なくてすみま
す。

金属工芸

学校用の絵画制作、ディスプ
レイ用に最適です。

120

卓上イーゼル

150

レンブラント

アトリエイーゼル

サイズ：1530 × 600 × 600 ㎜

重さ：2.5kg

重さ：17kg

材質：ペルブック材

材質：ホワイトアッシュ使用

制作可能サイズ：F25 号縦まで可能

制作可能サイズ：F100 号縦まで可能

シンプルな形で卓上で手軽に扱え、
イーゼル支柱を逆にすれば、小さな
号数にも使用できます。

中央支柱がスライドするコンパクト型
です。
支柱にキャンバス止めが 2 個あり、
キャンバス 2 枚が使えます。

資料

サイズ：630 × 350 × 450㎜

記念品

13293 TRAE166------------------------------------------- ￥86,400 ￥80,000

七宝焼

13993 TGTE411------------------------------------------- ￥19,440 ￥18,000

皮革工芸

ヴァンゴッホ

芸

片側 10 台計 20 台を
収納できキャスター
付きで移動が容易で
す。

陶

サイズ：H1500 × D510 × W450㎜
重さ：3.5kg 材質：チーク材
収納時（正面・断面））

彫塑・彫刻

13296 120---------------------- ￥13,824 ￥12,800

てん刻

スタジオイーゼル ピアット用ラック

スタジオイーゼル ピアット

木彫・木工芸

チーク

備品

