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ポスターカラー

絵画・画材

デザイン
ニッカーファン・ポスターカラー

サクラ ポスターカラー

版画・染色

11200 8 色スクールセット ----- ￥1,155 ￥1,050

11230 12 色 13 本セット --- ￥1,815 ￥1,650

11242 12 色 13 本セット --- ￥1,650 ￥1,500

11201 12 色スクールセット ---- ￥1,650 ￥1,500
11202 13 本スクールセット ---- ￥1,760 ￥1,600

進化したポスターカラー。
重ね塗りも思いのままに。

塗り直しや修正がきれいに仕上がります。

木彫・木工芸

一般の不透明水彩絵具の仲間なのに、ムラなくきれ
いに塗れる、ポスターカラー。
容量：11ml

てん刻

工芸・民芸

ターナー ポスターカラー

混色に適した三原色が入ったスタディーセットです

（12 色、白 2 本入り）

ターナーポスターカラーセット

乾燥後にわずかな耐水性を有します。重ね塗りして
も下地の色が溶けることなく、思い通りの描画が可
能。水が撥ねても跡が残らず、作品を事故から守り
ます。
容量：12ml（白 2 本入）
描きやすく、あざやかな発色

EX（白 2 本入）

僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれ
いに仕上がります。また作品に水がはねても跡が残
りません。重金属を含まないアニリンブラックを使
用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
容量：12 ml

ベルベットのようなマットな仕上がり

伸びやかな描き味でムラになりにくい

ポスターカラー三原色スタディーセット 14A
11315

PC14SDA -----------------------------------------------

￥2,035 ￥1,850

彫塑・彫刻

■ 11ml 絵具・10 色
+ プライマリーマゼンタ、プライマリーイエロー、プライマリーシアン、+20ml ホワイト
■ W パレット付ケース ■ミニふきん
よく使うホワイトは 20ml 入りです
絵具・絵筆・ミニふきんなどがコンパクトにセッティング

陶

ポスターカラー三原色スタディーセット 14B

芸

11316 PC14SDB4 ---------------------------------------------- ￥2,948 ￥2,680
■ 11ml 絵具・10 色
+ プライマリーマゼンタ、プライマリーイエロー、プライマリーシアン、+20ml ホワイト
■ W パレット付ケース ■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（面相筆、彩色筆、平筆）

ガラス工芸

■黒軸棒

■アクリル製ミゾ付定規（25㎝） ■ミニふきん

サイズ：138 × 300 × 35㎜

色相環の授業に対応したマゼンタをサービス授業のスタンダード

ポスターカラープライムセット 13P

金属工芸

11308 PC13MPB1------------------------------------------------------------------ ￥2,739 ￥2,490
■ W パレット付ケース ■ 11ml 絵具・11 色 + マゼンタ 1 本 +20ml ホワイト
■プラ軸筆 3 本（面相筆、彩色筆、平筆） ■黒軸棒 ■アクリル製ミゾ付定規（25㎝）■ミニふきん

三原色カラー（マゼンタ・イエロー・シアン）が入ったセット
皮革工芸

ポスターカラープライムセット 13B ＋三原色カラー入り
11363 TS16PMB4 ------------------------------------------------------------------ ￥3,278 ￥2,980
■ W パレット付ケース ■ 11ml 絵具・12 色＋ 20ml ホワイト ■三原色カラー（水彩絵具）
■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（平筆、彩色筆、面相筆） ■黒軸棒
■アクリル製ミゾ付定規（25㎝） ■ミニふきん

サイズ：138 × 300 × 35㎜

七宝焼

色相環の授業に対応したマゼンタを加えた定番

ポスターカラープレンティセット MA
12050 PC15MYA------------------------------------------------------------------- ￥2,310 ￥2,100
■ W パレット付ケース ■ 11ml 絵具・13 色＋マゼンタ 1 本 +20ml ホワイト ■ミニふきん

資料
よく使うホワイトは 11ml と 20ml の 2 本入りです

ポスターカラープレンティセット K
備品

12051

PC15PYK4------------------------------------------------------------------

■ W パレット付ケース ■ 11ml 絵具・14 色＋ 20ml ホワイト
■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（平筆、彩色筆、面相筆） ■黒軸棒
■アクリル製ミゾ付定規（30㎝） ■ミニふきん

￥3,245 ￥2,950

サイズ：137 × 353 × 37㎜

アクリルカラー

19
絵画・画材

デザイン

サクラ アクリルカラー

11310 12 色スクールセット - ￥1,760 ￥1,600

11330 12 色 13 本セット --- ￥1,925 ￥1,750

11360 12 色セット（12ml）--- ￥1,650 ￥1,500

強い接着力。
ムラなく、しっかりとしたノリのよさ。

ムラのないなめらかな塗り心地、乾くと耐水性にな
り重ね塗りをしてもにじむことはありません。
紙のほか、金属・プラスチック・木・石・布など様々
な素材に描くことができ、用途の広い絵の具です。
容量：12ml

ターナーアクリルガッシュセット

落ち着いたマットな仕上がり

制作捗る速乾性

油絵の具のような強いマチエールが
水彩絵の具を使う手軽さで表現できます。
接着性がよく、油性面以外の紙、キャンバス、ベニ
ヤ板、コンクリートなど、幅広い素材に描けます。

均一に塗れるのびやかな描き味でムラになりにくい

てん刻

幅広い用途に応える授業の新定番

アクリルガッシュプライムセット 12P
11309

AG12PMB1------------------------------------------------------------------- ￥2,882 ￥2,620

彫塑・彫刻

■ W パレット付ケース■ 11ml 絵具・11 色 +20ml ホワイト
■プラ軸筆 3 本（面相筆、彩色筆、平筆）■黒軸棒■アクリル製ミゾ付定規（25㎝）■ミニふきん

三原色カラー（マゼンタ・イエロー・シアン）が入ったセット

アクリルガッシュプライムセット 13B ＋三原色カラー

芸

■ W パレット付ケース■ 11ml 絵具・12 色＋ 20ml ホワイト■三原色カラー（耐水性絵具）
■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（平筆、彩色筆、面相筆）■黒軸棒■アクリル製ミゾ付定規（25㎝）
■ミニふきん
よく使うホワイトは 20ml 入りです絵具・絵筆・ミニふきんなどがコンパクトにセッティング

陶

11364 TT16PMB4 ------------------------------------------------------------------ ￥3,432 ￥3,120

サイズ：138 × 300 × 35㎜

ガラス工芸

色相環の授業に対応したブライトマゼンタを加えた定番

アクリルガッシュプレンティセット MA
11311

AG15MY4 ----------------------------------------------------------------- ￥2,475 ￥2,250

金属工芸

■ W パレット付ケース■ 11ml 絵具・13 色＋ブライトマゼンタ 1 本 +20ml ホワイト
■ミニふきん■パレットクリーナー

アクリルガッシュプレンティセット MB
11312

木彫・木工芸

そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ
消しの仕上がり。

マットで鮮やかな不透明アクリル絵の具です。

版画・染色

ニッカー ファン・アクリックガッシュ

工芸・民芸

ターナー アクリルガッシュ（11ml）

AG15MYL4 ---------------------------------------------------------------- ￥3,410 ￥3,100

皮革工芸

■ W パレット付ケース■ 11ml 絵具・13 色＋ブライトマゼンタ 1 本 +20ml ホワイト
■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（平筆、彩色筆、面相筆）■黒軸棒■アクリル製ミゾ付定規（25㎝）
■ミニふきん■パレットクリーナー
よく使うホワイトは 20ml 入りです、パレットクリーナーがサービスで付いてきます。
絵具・絵筆・ミニふきんなどがコンパクトにセッティング

サイズ：137 × 353 × 37㎜

七宝焼

ターナー 三原色カラー
11361 水彩絵具 7ml ------------------------------- ￥330 ￥300
11362 耐水性絵具 11ml -------------------------- ￥330 ￥300

資料

色内容：上記いずれも、シアン、マゼンタ、イエロー

混色により、色彩の構成や多様性を
学ぶための絵具です。

射が少ない、高純度の透明な顔料を使用してい
ます。

備品

シアン、マゼンタ、イエローを混ぜるとほとん
どの色が作れます。3 色を 1：1：1 の割り合い
で混色すると黒が作れます。色のにごりや乱反

水

彩

耐

水

性
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アクリルカラー

絵画・画材

次世代のアーティストを応援するアクリル絵の具「U-35」

デザイン

U-35
ACRYLICS

工芸・民芸

ターナー U-35

■最先端の技術と 70 年以上の培ってきた職人技の融合

■許容量最大の顔料濃度

■絵具業界世界最高峰の厳しい検査基準による品質

■最高レベルの透明性と黄変のなさ

■贅沢な原材料の最適な配合によるなめらかで流麗な筆運び

■圧倒的なにおいの少なさ

■多彩な技法に適した絶妙な粘度

水性：耐水性：透明・不透明・ツヤ・半ツヤ・艶消し

■鮮やかで深みのある発色と耐光性を持った顔料を厳選

※色によって異なります

アクリル絵の具 12 色セット

11317 ------------------------------------------------------ ￥1,650 ￥1,500
11ml ラミネートチューブ入り
箱サイズ：95 × 239 × 20㎜

ターナー色彩より
かつてない、新アクリル絵具

木彫・木工芸

↑ブランドサイト

版画・染色

U-35 誕生。
アーティストの
未来が進化する。

てん刻

キナクリドン マゼンタ
透明 ツヤ

ナフソール レッド ライト
半透明 ツヤ

ハンザ イエロー オペーク
半透明 ツヤ

ライト グリーン
不透明 ツヤ

パーマネント グリーン ライト
不透明 ツヤ

コバルト ブルー（ヒュー）
不透明 半ツヤ

フタロブルー（グリーン シェード）
透明 ツヤ

ウルトラマリン バイオレッド
透明 半ツヤ

イエロー オーカー
不透明 半ツヤ

バーント シェナー
不透明 ツヤ消し

ジェット ブラック
不透明 ツヤ消し

チタニウム ホワイト
不透明 半ツヤ

ターナー

U-35 アクリル絵の具プライムセット

彫塑・彫刻

11318 13A UA13PMA ---------------------- ￥2,079 ￥1,890
■ W パレット付ケース
■ 11ml 絵具・12 色 +20ml ホワイト
■ミニふきん

11319 13B4 UA13PMB4 ------------------- ￥2,992 ￥2,720
陶
芸
ガラス工芸

■ W パレット付ケース
■ 11ml 絵具・12 色 +20ml ホワイト
■黒軸デザイン筆（ナイロン）3 本（面相筆・彩色筆・平筆）
■黒軸棒
■アクリル製ミゾ付定規（25㎝）
■ミニふきん
よく使うホワイトは 20ml 入りです
絵具・絵筆・ミニふきんなどをコンパクトにセッティング

三原色に使える 3 色が入っています。

金属工芸

「ハンザイエローオペーク・キナクリドンマゼンタ・フタロブルー」

ターナー

フラッグカラー（200ml)

11551 〜 62 各色 ----------------------------------------------- ￥715 ￥650
皮革工芸

11551 白
11555 赤
11559 緑

11552 黄色
11556 ピンク
11560 空

11553 オレンジ 11554 うすもも
11557 茶
11558 黄緑
11561 青
11562 黒

七宝焼

11550 12 色セット ----------------------------------------- ￥8,580 ￥7,800
布にそのまま描ける旗専用絵の具・乾燥後耐水性
白または淡色の綿、ポリエステルに適してます。薄めずにそのまま描けます。
混色も自由自在です。のびが良く、ゴワツキの少ない仕上がりです。
十分に乾燥させてからアイロンをかけると、さらに接着性が増します。

資料

接着性：綿・ポリエステル◎ 麻・デニム◯ ニット・ガーゼ・タオル△ ビニール×
塗り面積：約 0.7~0.9㎡ /200ml ※生地により変わります
※糊、防水加工、油気のある場合は接着しませんのでご注意ください。

ターナー学級旗
備品

80224 小 1250 × 900㎜ ----------------- ￥1,067 ￥970
80225 大 2300 × 1600㎜ --------------- ￥3,014 ￥2,740
ポリエステル 80％、綿 20％、四隅ハトメ・紐 4 本付き

サイズ：138 × 300 × 35㎜

アクリルカラー
アイアンペイント

塗るだけでザラザラとした金属のような質感

青サビ塗装も可能！

11391~8 200ml------------------------- ￥1,485 ￥1,350

11393 アンティークゴールド

11394 アンティークシルバー

11395 アンティークブロンズ

11396 ライトゴールド

11397 ブロンズグリーン

11398 グリーンパティナ
塗れるもの：木部・硬質塩ビ・紙・ダンボール
塗れないもの：金属・ガラス等（マルチプライマー使用で塗装可能）

塗装面積：約 4 〜 4.5㎡（200ml を一回塗り）
乾燥時間：夏 1 〜 2 時間

アンティークブロンズ
+
ブロンズグリーン

冬 2 〜 3 時間

12346 ミニスポンジ（10 個）------------ ¥198 ￥180

より詳しい
使い方動画や

金属類、ガラス、コンクリート、プラ
スチックの塗装面等によく接着しアイ
アンペイント の密着を向上させます。

用 途・ 注 意 事 項
がわかりやすく
紹介されており
ます。

塗装面積：約 4 〜 4.5㎡（200ml を一回塗り）
乾燥時間：20 〜 30 分（完全乾燥 1 〜 2 日）

木彫・木工芸

スポンジで叩くように塗ると塗りムラも出にくく、リアルな金
属の質感になります。

アイアンペイント マルチプライマー
11390 200ml ---- ￥1,023 ￥930

版画・染色

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント。
アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
定番のブラック・ブラウンに加え、アンティーク調の
ゴールド・シルバー・ブロンズ・ライトゴールド
青銅色のブロンズグリーン・グリーンパティナの全 8 色です。

ブランドサイト
HOW TO USE
ペイントレシピなど

工芸・民芸

11392 アイアンブラウン

デザイン

11391 アイアンブラック

絵画・画材

ターナー
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ターナー ミリタリーペイント アーミー
てん刻

11341~6 200ml------------------------- ￥1,100 ￥1,000
11342 ウッドランドブラウン

11343 サンドイエロー

11344 ネイビーブルー

11345 ブルイッシュグレイ

11346 チャコールブラック

彫塑・彫刻

11341 アーミーグリーン

陶
芸

塗装面積：約 1.0 〜 1.4㎡（200ml を 2 回塗り）
乾燥時間：夏 1 〜 2 時間 冬 2 〜 3 時間

塗るだけでミリタリーテイストに
ガラス工芸

屋外でも使用できます。
金属にも塗れます。
（下処理が必要な場合もあります）
黒板機能があり、チョークは水拭きできれいに消せます。
単色塗りでアウトドア調、複数色塗るとミリタリーな仕上がりに。
水性でニオイが少なく安心安全。乾燥後はマットな質感で、耐
水性に。なめらかな質感でのびがよく、塗りやすい。

ターナー チョークボードペイント

ターナーマグネットペイント

11378 グリーン 600ml ------- ¥2,970 ￥2700
11379 ブラック 600ml ------- ¥2,970 ￥2700
塗ったところが黒板として使える。

11370 170ml--------------------------- ￥2,310 ￥2,100

11379 グリーン

塗布面積（3 回塗り）：170ml 0.3~0.4㎡

500ml

0.9~1.2㎡

下地にマグネットペイントを塗っている部分
すべてがマグネットボードになります。

水性で臭いもなく、安心して使えます。磁石が強力にくっつ
く塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。チョー
クボードペイントを上塗りする下地として使用できます。

チョークボードペイントを
上塗りすると効果的！

塗料をよくかき混ぜて マグネットペイントを
下さい。
3 回以上平滑に重ね塗り
して下さい。

備品

ブランドサイト↑

＜用途＞
屋内壁・塩化ビニールクロス・石膏ボード・プラスターボード・
モルタル・コンクリート・木部など。（下処理が必要な場合も
あります）
※平滑な面への塗装を推奨致します。
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのオレフィン系素材、
ナイロン、ゴムには接着しません。
布などにも不向きです。
※磁力の弱い磁石はくっつかない場合が
あります。

資料

11378 ブラック

11369 500ml--------------------------- ￥6,600 ￥6,000

七宝焼

室内壁、
塩化ビニールクロス , 石膏ボード、プラスター
ボード , モルタル、コンクリート、ダンボール、ア
クリル、ガラス、金属など。
（600ml 一回塗り面積 5 〜 7㎡）

皮革工芸

チョークは水拭きできれいに消せる。水性でイヤな
臭いもなく安心して使える。速乾性できれいに仕上
がる。乾くと耐水性になり、塗り重ね OK ！

磁石がくっつく下地用ペイント

金属工芸

27401 ステンシル用型紙 ----------------- ¥132 ￥120
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アクリルカラー

絵画・画材

リキテックス

ガッシュ・アクリリックプラス

デザイン

11930 10ml12 色セット G1-- ￥1,650 ￥1,500
筆ムラが目立たずきれいに平塗りができる
ひび割れにくい強さをプラス！
＜描ける素材＞
紙、キャンバス、木、金属、布、発泡スチロール、石

工芸・民芸

リキテックス

＜乾燥時間＞

約 72 時間（耐水性になるまで）

ガッシュツインパレットセット
11913 G4A --------------------- ￥3,531 ￥3,210

水を加えずそのまま塗れる、滑らかな描き心地。不透明でムラになりにくい。
つや消しタイプのアクリル絵の具。乾くと耐水性になり、下の色を覆い隠すので、重ね塗りが簡単。
濡れ色と乾いた後の色の差が少なく完成イメージがしやすい。

＜セット内容＞

混色が学べるプライマリー 3 原色入り。様々な色相を作り出す混色の方法、色彩原理を学べます。

版画・染色

ガッシュアクリリックプラス 10ml13 本
ダブルパレット付きポリプロピレン製ケース
30㎝方眼アクリル直定規、ガラス棒、スポンジ

ガッシュ・アクリリックプラスの色に
準拠したワークブックです

ナイロン筆（平筆、色筆、相筆）各 1 本

混色ワークブック
11920 -------------------- ￥165 ￥150
生徒が絵を描く時に役立つ課題満載！

木彫・木工芸

重ね塗りができます。
すっきりとしたつや消しの落ち着いた仕上がり。
筆ムラも目立ちません。

リキテックス
練習課題は全部で 5 つ。絵の具の特性、混色、
ガッシュアクリリックプラス
三原色、応用、スキルアップ、道具の手入れ。 ↑動画配信中↑
絵の具と一緒にしまえるサイズ（297 × 123㎜）
のワークブックです。（14 ページ）

てん刻
彫塑・彫刻
2022 年 6 月 1 日価格変更

＜つや出し剤＞

＜つや出し、接着、もりあげ剤＞

芸

ジェッソ

グロスポリマーメディウム

ジェルメディウム

11303 50ml------------------------ ￥484 ￥440
11302 300ml------------------ ￥1,650 ￥1,500

11915 50ml ------------------------ ￥484 ￥440
11916 300ml ------------------ ￥1,771 ￥1,610

11304 300ml------------------ ￥1,848 ￥1,680

炭酸カルシウムとチタニウムホワイトの顔料からで
きた、純白の地塗り剤です。
絵具の発色と定着が良くなります。
乳液状で、浸透が良く速乾性。
（乾燥時間：1 縲鰀 2
時間／完全乾燥 72 時間）

乳白色をしていますが、乾くと透明になり、速乾性
で艶出し効果に有効。
絵具に混ぜると、色に透明感が加わります。
接着力も強いので、コラージュなどの接着剤にもな

ガラス工芸

陶

＜白色地塗り用塗料＞

金属工芸

る便利なメディウムです。

グロスポリマーメディウムより強い光沢と接着力を
持っています。
クリーム状の盛り上げ用メディウムです。絵具に混
ぜると透明感と艶が増し、重厚なタッチの仕上がり
になります。モデリングペーストのヒビ割れ防止に
も使用。

皮革工芸
七宝焼
＜もりあげ剤＞
資料

モデリングペースト

2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

備品

11305 300ml ------------------ ￥1,771 ￥1,610

＜剥離剤＞

＜薄塗り用遅乾剤＞

乳大理石の粉末とアクリリック・エマルジョンから
できた、粘りの強いパテ状白色地塗り剤です。地塗
り盛り上げ用として使います。乾燥後は固形化し、
非常に硬い表面になります。ジェルメディウムを
1/4 ほど混ぜてお使いください。

リムーバー

グラデーションメディウム

11306250ml ------------------------- ￥990 ￥900

11307 40ml ------------------------- ￥396 ￥360

乾いて落ちなくなったリキテックスカラーを溶かし
て落とします。

絵具の乾燥を遅らせ、絵の具をきれいにぼかすこと
ができます。

道具類に付いた絵具の掃除などに。

共同制作絵具
A

A

11801 赤

A

11804 コバルト

11801~24 ---------------------- 各 ¥1,210 ￥1,100

11803 緑

B

A

11805 黒

デザイン

普通色 24 色 550ml

A

11802 黄

A

ターナー イベントカラー

絵画・画材

準備も行事も楽しく盛り上げる
短期イベント用絵具

23

11806 白

B

B

スパウトパック入り
11807 オレンジ
B

11808 レモン
B

11809 黄緑

工芸・民芸

11825 金 170ml（ポリ容器入り）- ¥1,375 ￥1,250
11826 銀 170ml（ポリ容器入り）- ¥1,375 ￥1,250

B

11811 ピンク

11812 茶

11827 布用メディウム 550ml--- ¥1,045 ￥950
布などへの接着性が増します。

11813 朱赤

11814 深緑

11815 群青

水で薄めずそのまま描け、乾けば耐水性に

学級旗や、懸垂幕などの布への着色に適しています。
11818 黄土

11828 A------------------------------ ¥7,260 ￥6,600
（赤、黄、緑、コバルト、黒、白）

11819 朱

11820 イエローライト 11821 セルリアンブルー

11829 B------------------------------ ¥7,260 ￥6,600
（オレンジ、レモン、黄緑、空、ピンク、茶）

11822 紺

11823 ローズ

塗装面積
約 6 〜 10㎡ /550ml

11830 ----------------------------- ¥15,950 ￥14,500
イベントカラー 6 色 A+B（12 色）・計量カップ 12 個
折りたたみ式ＢＯＸ：縦 270 ×高さ 270（㎜）

11831 蛍光ホワイト 11832 蛍光イエロー 11833 蛍光オレンジ

11834 蛍光レッド

赤

コバルト

黒

緑

短期屋外用絵の具の代名詞

つや消しでムラになりにくい、頼もしい被覆力、
水で溶け乾けば耐水性になり屋外でも安心

11425 赤金 GOLD DEEP----------------- ¥3,080 ￥2,800

11425
赤金 GOLD DEEP
無くなり次第廃止

11426 青金 GOLD LIGHT---------------- ¥3,080 ￥2,800
11427 銀 SILVER------------------------------ ¥990

11426
￥900 青金 GOLD LIGHT

11427
銀 SILVER

無くなり次第廃止

無くなり次第廃止

メディウムと混合した絵具を密封容器に入れて保存するとガスが発生し、危険で
すので、その日のうちに使いきるようにしてください。

12603 うすだいだい

12604 おうどいろ

12605 ちゃいろ

12606 しゅいろ

12607 あか

12608 あお

12609 ぐんじょう

12610 きみどり

12611 みどり

12612 くろ

12613 ももいろ

12614 みずいろ

12615 こげちゃ

12616 きいろ

12618 むらさき

容量：上記いずれも 220ml
共同制作用として
大量使用に最適な
お徳用水彩絵の具です

単色仕様でも
混色しても
美しい色彩が得られます
エコマーク取得商品
ベルマーク参加商品

備品

11428 金銀用メディウム（250ml）-------- ¥550 ¥500

無くなり次第廃止

12602 レモン

資料

金属粉を使用した隠蔽力のある絵具です。水性で乾くと耐水性
になるなど、使いやすさ、仕上がりの美しさはネオカラーその
まま。あざやかな発色で演出効果を高めます。
◎専用の「金銀用メディウム」（接着剤）をご使用ください。
金・銀のみでは粉末ですので定着しません。

12601 しろ

七宝焼

ターナー ネオカラー金銀 250ml

12601 〜 18 単品 ----------------------------------------------- ¥825 ￥750

皮革工芸

有機溶剤を使う必要がないので、中毒の心配
がありません。紙、木、布、発泡スチロール、
アクリルなど様々な素材に適しています。
学園祭や模擬店などのディスプレイをはじ
め、イベント、POP 広告舞台装飾、屋外看板
など。

12600 12 色セット ----------------------------------------- ¥9,900 ￥9,000
しろ、レモン、うすだいだい、おうどいろ、ちゃいろ、しゅいろ
あか、あお、ぐんじょう、きみどり、みどり、くろ

金属工芸

白

¥1,815 ￥1,650
11504 黄 -------------- ¥1,815 ￥1,650
11507 コバルト ------- ¥1,815 ￥1,650
11515 赤 --------------- ¥2,068 ￥1,880
11517 緑 --------------- ¥2,068 ￥1,880
11522 黒 --------------- ¥2,068 ￥1,880

ガラス工芸

11502 白 --------------

芸

¥1,023 ￥930
11404 黄 ----------------¥1,023
¥1,023 ￥930
11407 コバルト ----------¥1,023
¥1,023 ￥930
11415 赤 -------------- ¥1,155 ￥1,050
11417 緑 ---------------¥1,155
¥1,155 ￥1,050
11422 黒 ---------------¥1,155
¥1,155 ￥1,050

ギター クラス用ジャンボカラー（水彩絵具）

陶

600ml

11402 白 ---------------

黄

11835 蛍光グリーン 11836 蛍光ブルー

乾燥時間
20 〜 40 分（ 指 触 乾 燥 ）
1 日（完全乾燥）
ブランドサイト→

彫塑・彫刻

スパウトボックスセット

250ml

11824 アンバー

さまざまな素材に適しています。
（紙、木、布、水性キャンバス、モルタル、石、スレー
ト、発泡スチロール、アクリルなど）
乾燥後は強く柔軟な塗膜になります。
エコロジーパック採用、樹脂の使用量を従来の
約 1/6 に抑え、捨てる時もかさばりません。
もちろん長期保管もできます。
安全性 UP! 有害な重金属を含まない安全な顔料
使用。助剤も、食品添加剤にも使われているも
のに変更しました。

てん刻

11817 うすもも

木彫・木工芸

11816 紫

イベントカラー 6 色セット（550ml）

ターナー ネオカラー

短期用イベント用絵の具

版画・染色

11810 空

11831~6 蛍光色 6 色 170ml-- 各 ¥1,045 ￥950
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筆

絵画・画材

デザイン

（φ 2 × 14㎜）

（φ 5 × 19㎜）

（φ 10 × 16㎜）

（φ 7 × 20㎜）

（φ 2.5 × 16㎜）

（φ 6 × 23㎜）

（φ 12 × 18㎜）

（φ 8 × 24㎜）

（φ 7 × 24㎜）

（φ 14 × 20㎜）

（φ 10 × 25㎜）

（φ 3.5 × 20㎜）

工芸・民芸
版画・染色

隈取筆

12122 大 ------------- ¥220 ￥200

12112 大 ------------- ¥363 ￥330

12130 小 ------------ ¥220 ￥200
12131 中 ------------- ¥286 ￥260
12132 大 -------------- ¥330 ￥300

12140 小 -------------- ¥308 ￥280
12141 中 -------------- ¥385 ￥350
12142 大 -------------- ¥484 ￥440

＜毛の質＞
馬毛、減菌処理
抗菌再生プラ軸使用

＜毛の質＞
馬・やぎと鹿の冬毛の混毛、減菌処理
竹軸

＜毛の質＞
馬毛とやぎ毛の混毛、減菌処理
抗菌再生プラ軸使用

穂先のまとまりが良く線引きや、細く
細かいところを描くのに適していま
す。
日本製

穂先のまとまりや含みも良く弾力性が
あるのでデザイン、日本画、水彩画等
幅広く使用できます。
日本製

デザイン・ポスター図案用、広い所を
塗るときに使用します。
日本製

＜毛の質＞
馬・やぎと鹿の冬毛の混毛、減菌処理
竹軸
含みが良く弾力性も適度で、広い面に
濃淡を描いたりぼかしたりできます。
別名「ぼかし筆」
日本製

（φ 4.5 × 18㎜）

（φ 4.5 × 18㎜）

（φ 8 × 35㎜）

（φ 8 × 35㎜）

（φ 11 × 38㎜）

（φ 11 × 38㎜）

北野（太筆）

彫塑・彫刻

平筆

12110 小 ------------- ¥253 ￥230
12111 中 ------------- ¥297 ￥270

こすもす（細筆）

てん刻

彩色筆

12120 小 ------------- ¥165 ￥150
12121 中 ------------- ¥187 ￥170

特製面相筆

木彫・木工芸

面相筆

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

角型ペイント筆（丸）

角型ペイント筆（平）

ナイロン筆

水墨筆（穂先硬め）

12133 小 ------------- ¥308 ￥280
12134 大 -------------- ¥462 ￥420
12135 特大 ----------- ¥704 ￥640

12136 小 -------------- ¥308 ￥280
12137 大 -------------- ¥462 ￥420
12138 特大 ----------- ¥704 ￥640

12150 小 6 号 -------- ¥286 ￥260
12151 中 12 号 ------ ¥462 ￥420
12152 大 16 号 ------ ¥660 ￥600

特製面相筆
15557 ----------------- ¥330 ￥300

特殊加工されたナイロン毛を使用。
穂先のまとまりや含みも良く弾力性、
耐久性は抜群です。

特殊加工されたナイロン毛を使用。
穂先のまとまりや含みも良く弾力性、
耐久性は抜群です。

特殊加工されたナイロン毛を使用。
穂先のまとまりや含みも良く弾力性、
耐久性に優れアクリル、水彩、不透明

柄の部分が八角形なので、ころがらず
便利です。抗菌再生プラ軸使用
日本製

柄の部分が八角形なので、ころがらず
便利です。抗菌再生プラ軸使用
日本製

等に使用できます。

デザイン筆セット 3 本組

高級デザイン筆セット

ナイロン筆セット 3 本組

12100 ------------------ ¥726 ￥660

12102 -------------- ¥2,915 ￥2,650

12104 ------------------¥880 ￥800

＜セット内容＞
平筆（中）
、彩色筆（中）
、面相筆（中）
丸筒

＜セット内容＞
彩色筆、隈取筆、平筆
面相筆（いたち毛）、アルミ棒
平筒

＜セット内容＞
彩色筆（中）、平筆（中）、面相筆（中）
丸筒

細かい部分の面相筆、面塗りなどの彩
色筆、広い部分などの平筆と一般的な
デザイン筆の筒入り 3 本セットです。

弾力、復元性や穂先のまとまり含みな
ど、あらゆる利点を備えた上級向け。
アルミ棒、黒竹軸 4 本筒入り、専門家
用に幅広く使用されている高級筆セッ
トです。
日本製

弾力性、耐久性に優れたデザイン用の
筒入り 3 本セット、アクリル絵の具に
よる制作に最適です。抗菌再生プラ軸
使用。
日本製

日本製

金色ナイロン毛 穂径 2.5㎜ 穂長 16㎜

こすもす（細筆）
15558 ----------------- ¥550 ￥500

金色ナイロン毛 穂径 6.0㎜ 穂長 25㎜

北野（太筆）
15559 ------------- ¥1,100 ￥1,000
白ナイロン毛 穂径 11.0㎜ 穂長 48㎜

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

日本製

バ二ロン

スタンダード筆セット
12105 5 本組 ---- ¥1,958 ￥1,780
サイズ：長さ：171 〜 198㎜
F#2：4㎜、F#8：9.5㎜
RO#5/0：φ 1.9㎜、RO#2：φ 3.1㎜、
RO#6：φ 4.5㎜
非常にリーズナブルでしかも高品質の
使いやすいナイロン＋馬毛筆です。
特に良く使用されるサイズを選んで
セットにしました。

刷毛

25
絵画・画材

ぼかし刷毛

デザイン

プラ製

ぼかし刷毛（木柄）

ぼかし刷毛竹柄

ぼかし刷毛歯ブラシ型

12211（幅 16㎜）----- ¥297 ￥270

12200 小 3 号 -------- ¥473 ￥430

12213 プラ柄（10 本組）- ¥374 ￥340

12210（φ 35 × 55㎜）---

¥330

￥300

12201 大 5 号 -------- ¥704 ￥640

（幅 18㎜）

穂先、軸に減菌加工、豚毛。日本製
穂先、軸に減菌加工、豚毛。
日本製

毛足の長さ：9㎜

（153㎜、化繊毛
153㎜、化繊毛）

ぼかし金網
12370 プラ製 -------- ¥253 ￥230
（網部 80 × 80㎜）

12214 竹柄（10 本組）- ¥836 ￥760
（178㎜、豚毛）
178㎜、豚毛）

12371 金属製 -------- ¥363 ￥330
（網部 120 × 120㎜）

版画・染色

ぼかし丸刷毛（木柄）

（幅 9㎜）

金属製
工芸・民芸

ぼかし丸刷毛

木彫・木工芸

てん刻

46510 5 号（幅 15㎜）- ¥132 ￥120

46524 幅 50㎜ ------- ¥627 ￥570

46514 8 号（幅 24㎜）- ¥176 ￥160

46511 8 号（幅 24㎜）- ¥165 ￥150

46515 10 号（幅 30㎜）- ¥209 ￥190

46512 10 号（幅 30㎜）- ¥198 ￥180

毛の質：やぎ

毛の質：馬

砥の粉、ウッディカラー、木部目止めカ
ラー、ポアーステインなどの、主に目止
め用塗料の塗装に向いています。

砥の粉、ウッディカラー、木部目止めカ
ラー、ポアーステインなどの、主に目止
め用塗料の塗装に向いています。

¥242 ￥220
¥319 ￥290
¥385 ￥350
¥506 ￥460

塗りムラの出にくいブラシです。簡単
にキレイに塗料を塗ることが出来ま
す。水性専用。
ラッカー系塗料は使用できません。

46525 幅 62㎜ ------- ¥671 ￥610
毛の質：豚毛
こしの強い粗目の刷毛で、水性、油性
を問わず、厚めの塗装に向いています。
ジェッソ（ゲッソ）ブラシとしても良
く使用されています。
※ 幅サイズは 2~3㎜変わることがあります

ガラス工芸

A

12251 No.1（幅 25㎜）12252 No.2（幅 45㎜）12253 No.3（幅 70㎜）12254 No.4（幅 95㎜）-

B
C

水墨画用刷毛

油性系ニス用刷毛

22151 A --------------- ¥220 ￥200
22152 B -------------- ¥220 ￥200
22153 C--------------- ¥220 ￥200

22140 ----------------- ¥748 ￥680

46521 0.5 寸（幅 15㎜）- ¥275 ￥250

46530 幅 30㎜ ------- ¥550 ￥500

ローラー部：φ 45 × 70㎜

46522 1.0 寸（幅 30㎜）- ¥330 ￥300

46531 幅 40㎜ ------- ¥660 ￥600

仕様：取手付き

筆筒

ガラス棒（ガラス製）170㎜
サイズ：φ 25 × 285㎜

12310 -------------------- ¥99 ￥90

金属棒（アルミ製）175㎜
12311 ------------------- ¥204 ￥185

サイズ：263
サイズ：
263 × 35 × 20㎜

サイズ：265 × 40 × 13㎜

筆で直線を引くときに使用します。筆と
金属棒（玉の方を下向きに）を一緒に持
ち、玉の部分を定規の溝引きの部分には
めて、手を移動させて線を引きます。

ガラス棒
備品

筆の保護、および管理、そして周りの
ものを筆で汚さないためにも必要なア
イテムです。
また、角型は、ころがらず便利です。
青タイプは、名前シール入りです。

毛の質：ヤギ

資料

12101 丸筒 --------------- ¥88 ￥80
12108 平筒 青 -------- ¥121 ￥110
12103 平筒 透明 ----- ¥143 ￥130

羊毛の刷毛で、墨含みが良く、刷毛先
がまとまります。広い面を塗る際に便
利で、刷毛特有のカスレの表現が可能
です。一度水を含ませ毛先を整え使用
します。

七宝焼

スポンジのみ
22139 ----------------- ¥294 ￥267

46523 1.5 寸（幅 45㎜）- ¥440 ￥400

皮革工芸

スポンジローラー

金属工芸

パターンローラー

ローラー部：φ 43 × 72㎜
スポンジ製
仕様：取手付き
小学校のローラー遊びに。

芸

46513 5 号（幅 15㎜）- ¥132 ￥120

陶

コッピーブラシ

彫塑・彫刻

目止め着色用刷毛（白） 目止め着色用刷毛（黒） スポンジブラシ

金属棒

26

パレット

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

2022 年 6 月 1 日価格変更

版画・染色

デザインパレット

二つ折れパレット

12361 --------------------------------- ¥297 ￥270

12360 --------------------------------- ¥605 ￥550

12366 ---------------------------------- ¥440 ￥400

サイズ：275 × 140 × 13㎜
材質：PP 樹脂製

サイズ：308 × 146 × 11.5㎜
材質：プラスチック（ABS 製）

サイズ：225 × 110㎜

水切り用エッジ付
アクリル絵の具にも使える水彩兼用パレットです。

アクリルにも使える水彩兼用の 1 面パレットです。

材質：プラスチック（ABS 製）

ペーパーパレット

ダブル筆洗

12380 H（300 × 150㎜）------------- ¥462 ￥420
12381 F4（331 × 240㎜）------------ ¥649 ￥590

12342 ---------------------------- ¥440 ￥400

ジャバラ筆洗

木彫・木工芸

デザインパレット 小

てん刻
2022 年 6 月 1 日価格変更

彫塑・彫刻

12382 F6（410 × 320㎜）------------ ¥902 ￥820
陶

仕様：いずれも、24 枚束

12343 -------------------------------- ¥242 ￥220
サイズ：φ 95 × 90㎜
材質：軟質塩ビ

組立サイズ：幅 160 × 125 × H115 ㎜
材質：プラスチック製

ジャバラ状なので、収納に便利です。

※無くなり次第廃止

芸
筆洗のふたがパレットになっています。

ガラス工芸

金属工芸

2022 年 6 月 1 日価格変更

プラスチック筆洗
皮革工芸

12340 ----------------- ¥528

￥480

プラスチック筆洗パレット付き

3 連筆洗

12341 ----------------- ¥825

12344 ---------------- ¥550

￥750

プラスチック製重皿 5 枚組
￥500

12350 ----------------- ¥418 ￥380

サイズ：180 × 135 × 75㎜
材質：プラスチック製

組立サイズ：70 × 110 × H85 ㎜
材質：プラスチック製

サイズ：φ 80㎜
材質：プラスチック製

プラスチック製梅皿

陶製梅皿 ( ふた付き )

陶製菊皿

陶製重皿 5 枚組

12369 ----------------- ¥374 ￥340

12363 ---------------- ¥770 ￥700

12364 ----------------- ¥792 ￥720

12351 -------------- ¥2,035 ￥1,850

サイズ：φ 180㎜
材質：プラスチック製

サイズ： φ 120㎜
材質：陶器製

サイズ：φ 135㎜
材質：陶器製

サイズ：φ 90㎜
材質：陶器製

七宝焼

サイズ：175 × 130 × 75㎜
材質：プラスチック製

資料
備品

画板・筆洗

27
絵画・画材

マスキングテープ

スポンジのみ 5 枚組

ミニスポンジ（10 個）

14040 幅 12㎜ ------- ¥143 ￥130

12348 フタ付き ----- ¥275 ￥250

12349 ------------------ ¥253 ￥230

12346 ---------------- ¥198 ￥180

14041 幅 15㎜ ------- ¥176

外寸：150 × 150 × 30㎜

サイズ：140 × 140 × 15㎜

￥160

14042 幅 18㎜ ------- ¥209 ￥190

スポンジは、好みのサイズにカットして
※スポンジの色は、白または黄色です（色の指
定は出来ません）

使用して下さい。
※スポンジの色は、白または黄色です
（色の指定は出来ません）

サイズ：20 × 30 × 50㎜
手に持ちやすいサイズ
硬めの塗料を叩くように着色すると方
面び小さな凹凸ができ、塗りムラの気
にならない味わいのある塗装ができま
す。

版画・染色

貼ってはがせる弱粘着性の半透明テー
プです。
仮止めやエアーブラシにも使えます

スポンジ 1 枚付

工芸・民芸

角型スタンプパット

デザイン

10 月価格変更

木彫・木工芸

てん刻

雲形定規（6 枚入り）

アクリル定規

14407（2 枚組）------------------- ¥803 ￥730

14833 -------------------------------- ¥880 ￥800

サイズ：約 335 × 125㎜

サイズ：約 180 × 60㎜
材質：アクリル製

12320---------------------------- ¥396 ￥360

材質：塩化ビニール製、打抜き加工

サイズ：30㎝

材質：アクリル

仕様：溝引付き（方眼入り）

※無くなり次第廃止

彫塑・彫刻

デザイン定規

陶
芸
ガラス工芸

13304 --------------------------- ¥1,430 ￥1,300

（金具なし）

デザインバッグ A

13302 ---------------------------- ¥1,705 ￥1,550

12300 --------------------------------- ¥660 ￥600

サイズ：600 × 450 × 5㎜（4 切）

サイズ：330 × 165 × 40㎜

＜付属品＞

材質：合成繊維製

ひも付き

皮革工芸

サイズ：580 × 440㎜
材質：表面：PP コート仕上げ
芯の部分：発泡スチロール
取手：ソフトビニール製
仕様：裏面はゴムひもによる画用紙ホルダー付

しなベニヤ画板

金属工芸

スーパーボード

2022 年 9 月 1 日価格変更

マイルド画板

七宝焼

13410 ----------------------------------------------- ¥2,750 ￥2,500
サイズ：567 × 415 × 4㎜、アルミ製
四隅のプラスチックコーナー厚み 16㎜
材質：アルミ製、両面化粧塗装製

画板、展示板、乾燥棚として使えるマルチ画板です。
資料

両面化粧合板なので、汚れも簡単にふきとれます。
※注意：吊り金具は別売です。

13411 別売 マイルド画板用吊り金具（2 個入り）--- ¥77 ￥70
備品

2022.9 月廃止
13412 マイルド画板クラスセット ------- ¥90,750 ￥82,500
セット内容：マイルド画板

40 枚、吊り金具

80 個

乾燥棚として

展示板として

28

フレスコ・砂絵

絵画・画材

粉末顔料

デザイン
フレスコ粉

工芸・民芸

14751 フレスコ粉 --------------- ¥330 ￥300

1. スチレンボードにプライマーを刷 2. フレスコ粉を水で溶いて（フレス 3. 顔料を水で溶き、水彩画のような
毛や大きめの筆などで塗ります。
コ粉 165g に対して水 60g）つくった 感じで着色します。
石灰泥を、こてかパレットナイフで、完全乾燥まで、約 1 日かかります。
スチレンボードに厚めに塗ります。 （すぐにでも制作できますが、最も描き
やすいのは、表面が半乾きの状態に。）

材質：石灰粉 （165g）

版画・染色

フレスコ画の他にも、タイルやビーチグラスなどを
用いたモザイク作品の制作にも使用できます。
フレスコ描画用、フレスコ粉 165g に対して水 60g
モザイク用には、フレスコ粉 165g に対して水 75g
の割り合いで溶いて使用して下さい。

本製品は、1 〜 2 時間の間に十分に描写可能であることを目的に設計さ
れています。
下地材にプライマー（ジェッソやビッグアートカラー用のプライマーで
可能）を塗布し、その上にフレスコ粉末を水で溶いてつくった石灰泥を
こてやパレットナイフで塗ります。手間のかかるフレスコの下地作りを

14752 粉末顔料 7 色セット -- ¥1,540 ￥1,400

木彫・木工芸

容量：赤、緑、茶、黒、白
黄、青 → 各 5g

→

簡単に行なうことができます。（共同制作にも可能）石灰は、純正の石

各 10g

灰で、真性のフレスコ壁画の使用にも十分に耐えうる高品質の材料です。
長い歴史と伝統をもつフレスコの技術の一端に触れていただき、その時
代の作品を鑑賞するときの理解の一助になればと思い、この商品を開発
しました。

14741 スチレンボード --------- ¥132 ￥120
サイズ：200 × 150 × 20㎜

色鮮やかな砂絵用の砂です
てん刻
彫塑・彫刻

陶

片面粘着パネル A4 判

芸

砂絵

14660 --------------------------------- ¥385 ￥350

71050 〜 7 ----------------------- 各 ¥330 ￥300

サイズ：295 × 210 × 5㎜

ガラス工芸

発泡スチロール板に粘着が付いています。

金属工芸

下絵を描き、カッターで切
り込みを入れ、色砂を乗せ
たい部分の剥離紙をはが
し、色砂をふりかけます。

71050 赤
71053 青
71056 白

71051 オレンジ
71054 黄緑
71057 黒

71052 黄
71055 緑

容量：各色とも 100g（ポリ容器入り）
色鮮やかな砂絵用の砂です。アラビックボンドを使
用しながら部分的に制作したり、専用パネルを利用
してシャープな図柄の砂絵の制作をすることができ
ます。共同制作にも向いています。

※ 無くなり次第廃止

モコモコ砂絵のお皿
71059 ------------------------------- ￥759 ￥690
砂（赤、青、黄、緑、黒、白、）各 1 袋（約 25g）
皿（φ 168㎜）1 枚、水差し容器 1 個、ニス 3 本、皿立て 1 個

普通の砂絵じゃない！？

水を入れて袋の中で混ぜるだけ。
従来の砂絵と違い、モコモコと浮
き出た砂絵皿に仕上がります。
6 色セットなので幅広く表現でき
ます。砂は乾くと固くなり、お皿
を立てても絵が落ちることはあり
ません。

京土 5 色セット

1. 塗料として
土を顔料にして、木工用ボンドを
薄めて絵の具にして絵を描いてみ
よう。水に溶かして固めればクレ
パス、クレパスを砕いて蜜ロウを
混ぜて固めればクレヨンになる。

14755 各 50g5 色セット ------ ¥1,100 ￥1,000
皮革工芸

＜セット内容＞
きょうさびつち

京錆土

いなりやまぶきつち

稲荷山黄土

くろじゅらくつち

黒聚楽土

ほんじゅらくつち

本聚楽土

きょうあさきつち

京浅黄土

2. 染料として
土を染料にして、紙をすいて作る
時に染料として混ぜます。

古くから日本建築で使われている京土です。

七宝焼

水と加えドロドロにし木工ボンドを混ぜると絵具とし
て使えます。紙染めに使用したり、粘土に混ぜたりい
ろいろな用途で使用できます。
自然の色で楽しみましょう。
アイデア次第で使い途は無限です。

きょうさびつち

京錆土

きょうさびつち

資料

京錆土

いなりやまきつち

稲荷山黄土

くろじゅらくつち

黒聚楽土

ほんじゅらくつち

本聚楽土

京都の伏見深草で採れる赤土です。

いなりやまきつち

稲荷山黄土 京都の伏見深草で採れる黄土です。
くろじゅらくつち

黒聚楽土

京都市内で取れる黒土です。

本聚楽土

京都の聚楽台跡付近で産出する土です
が、聚楽台跡付近は今では建物が立ち
採取出来ないので、伏見で採れる土を
ブレンドし本聚楽土を作っています。

ほんじゅらくつち

備品
きょうあさきつち

京浅黄土

京都の伏見深草で採れる青粘土です。

きょうあさきつち

京浅黄土

3. 材料として
ミニチュア土壁にチャレンジしよ
う、砂とスサと糊を入れて土壁を
作ってみよう。

土の色の違うわけ

土の中の鉄の成分が色を決めます。
鉄も酸素と結びつきやすい鉄と結びつきにくい鉄
がある。酸素に結びつきやすい鉄は錆びてその土
も赤系統になっていく。
逆に砂鉄のような鉄を
含む土は錆びないので
灰色や青・緑色の土に
なっていく。

蛍光・蓄光
17541 ブルー -------------------------------------- ¥3,080 ￥2,800
17542 グリーン ----------------------------------- ¥3,080 ￥2,800

高輝度のアルミナタイプを使用した
蓄光スプレーです。

一般的な蓄光タイプの約 10 倍の輝度と残光時間
発光時間は約 6 〜 8 時間です。

グリーン

17544 スーパーブルー -------------------------- ¥3,080 ￥2,800

デザイン

17543 オレンジ ----------------------------------- ¥4,400 ￥4,000

工芸・民芸

日光や蛍光灯などで光を蓄え夜間や暗闇で長時間発光する無機体の顔料です。
（蓄光時間により光の強さ、時間が変わります）
ブラックライトでも発光し蓄光します。
粉末状ですので樹脂や塗料と混合して使用できます。樹脂成型する場合
ブルー

は重量比の 20％、ニスなどの塗料は 30％を基準に増減して下さい
（多く入れれば強く光ります）

蓄光スプレー
17551 ブルー ----------------- ¥1,980 ￥1,800
容量：50g

塗り面積：0.2㎡（二回塗り）

太陽や蛍光灯で光を蓄え、暗闇で長時間光ます。
ブラックライトでもよく光ります。
木部、金属、布地、紙と言ったスプレーを塗れると
ころであればどこでも光らせる事が出来ます。

（伊川谷北高校・神戸芸術工科大学・地元小学生の共同作品です。）

木彫・木工芸

スーパーブルー

● 絵の具に混ぜたり
● 粘土に混ぜたり
● 樹脂工芸に
● お化け屋敷に
● アクセサリーのワンポイントに
● 防災・防犯・安全の目印に

版画・染色

17549 グリーン -------------- ¥1,980 ￥1,800

高輝度・長持続性蓄光顔料
使い方いろいろ

絵画・画材

50g

オレンジ

蓄光パウダー

29

蓄光シート
てん刻

17545 グリーン --------------------- ¥748 ￥680
17552 ブルー ------------------------ ¥748 ￥680

通常

サイズ：100 × 148㎜

材質：PVC

彫塑・彫刻

高輝度の蓄光顔料を使用した
粘着付シートです。
太陽や蛍光灯で光を蓄え、暗闇で長時間発光するしま
す。はさみ、カッターで切れ、パンチでの穴あけもで
きます。

発光

陶

蓄光ビーズ

芸

17546 4㎜ブルー（20 個入）----- ¥176 ￥160
17547 4㎜グリーン（20 個入）--¥176 ￥160

ガラス工芸

日光や蛍光灯などで光を蓄え
夜間や暗闇で長時間発光するビーズです。

ブラックライト（ショート）

通常

金属工芸

ブラックライトの照射でも発光し、蓄光します。
発行時間は約 6 〜 8 時間です。
（蓄光時間により光の強さ、時間が変わります）
他の素材と組み合わせると効果的です。

17651 -------------------------------------------¥10,780 ￥9,800
皮革工芸

サイズ：610 × 50 × H75㎜ 電気：20W、100V
仕様：コード 1.9m、中間スイッチ付き

ブラックライト（ロング）

ブラックライト照射

サイズ：1200 × 100 × H180㎜

七宝焼

17652 ロング 一灯式 --------------------- ¥27,500 ￥25,000
2.5kg

17653 ロング二灯式 ---------------------- ¥44,000 ￥40,000
サイズ：1200 × 180 × H180㎜

5kg

ブラックライトスタンド US 型
本体サイズ：620 × 300 × 120㎜
20w のブラックライトが 2 灯付き、上下方向 180 度自在に向きを変
えられます。

17550 ---------------------------- ¥1,738 ￥1,580
容量：100ml

色：クリスタルブルー

通常は透明で、ブラックライトを照射すると
ブルーに光ります。

ガラスなど堅い面に塗布した場合は爪等で強く擦る
と剥離させる事が出来ます。

備品

17654 -----------------------------------------¥38,500 ￥35,000

ブラックライトスプレー

資料

電気：40W（二灯式は 2 本）、100V
仕様：コード 3m、スチール製足付き

30

パステル

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

ぺんてる パステルミニ

版画・染色

11004 12 色セット -------------- ¥638

サクラ コンテパステル 6 色セット
￥580

1 本のサイズ：8 × 8 × 30㎜

木彫・木工芸

鮮明な発色が得られます。
原料には、油性分を使用せず、混色、重色、ぼかし
はもちろん、水を含ませた筆でのばして、水彩絵の
具のようにも使用でき、さまざまな描き方が楽しめ
ます。

11040 A ------------------------------ ¥572

￥520

11041 B ------------------------------ ¥572

￥520

白、黒、灰色、こげ茶、茶色、黄土色

サクラ コンテとめ液

14020 ---------------------------------¥990 ￥900
容量：スプレー式 300ml

ダークレッド、肌色（濃）、灰緑、青緑、あい色、ブルーグレー

11042 C ------------------------------ ¥572 ￥520
黄色、肌色（淡）、赤、紫、緑、 セルリアンブルー

コンテや木炭で描いた作品の表面を定着させるスプ
レーです。フロンガスは使用しておりませんので、
安心してご使用になれます。
一般的な使い方で 4 切画用紙約 45 枚ほど使えます。

箱のサイズ：15 × 80 × 77㎜

クレヨン画が油絵のような雰囲気に
てん刻

ワシン水性クレヨン二ス

14021 400ml------------------- ¥1,518 ￥1,380
クレヨン画にニスを塗ってコーティング

彫塑・彫刻

クレヨンの上にニスを塗ることで、作品につやを出
すと同時に、クレヨンの色移りを防ぎます。水性な
ので臭いが少なく、うすめ液も必要ありません。
＜ベタツキ解消＞
さらっとした手触り

陶
芸

＜色写り防止＞
重ねたり、はがきに書いて
郵便も OK

画用木炭（3 本入り）

ガラス工芸

食品衛生法に適合しているの
で安心。

11006 No.361---------------------- ¥528 ￥480

自画像用鏡折畳み式

クワ炭

11005 --------------------------------- ¥704 ￥640

中軸

サイズ：φ 5 〜 8 ×長さ約 155㎜

サイズ：115 × 167 ×厚み 7㎜
鏡 サイズ：110 × 150㎜（ガラス製）

100ml サイズで 12 枚
400ml サイズで約 50 枚
1L サイズで約 120 枚です。

ケースのふたを折り返すとスタンドになり、汚れや
破損も防ぎます。

シェア No.1

皮革工芸

やわらかく、のびがよい
クレパスは、クレヨンの定着性の良さ、パステルの混
色のしやすさ、これらの特長を生かした描画材料です。
混色が美しい
画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮
やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。

七宝焼

重色ができる
下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具
でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。

サクラクレパス
11044 太巻 16 色 ------------------- ¥770 ￥700

資料

色をぼかしたり混ぜたり様々な技法で描画ができ、
キレイな面塗り、パステル調、油絵調等の表現がで
きて、色々な素材に描ける画材です。
クレパスは失敗しても修正がきく描画材料です。
発泡スチロールや塩ビ板にも描けます。

備品

スクラッチ、ステンシル、
ぼかし、浮き出しなど、
様々な技法応用が出来る
画材です。

油絵風タッチに出来る！
べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレ
パス特有の軟らかさがマチエールになり、油絵風の
画面になります。

水、筆なしで、簡単スピーディーに
ステンシル

はじき絵

スクラッチ

クレパスを二スで仕上げた作品

ロングセラー

油絵のような風合いになります

金属工芸

八ツ切画用紙に塗った場合の
塗り面積の目安

マーカー・色鉛筆

31
絵画・画材

デザイン

マジェスター（油性アルコール系）

12649 8 色セット --------------- ¥1,320 ￥1,200

12648 8 色セット ------------- ¥1,320 ￥1,200

12638 スリム 8 色セット ------ ¥1,056 ￥960

12639 スリム 8 色セット ------ ¥1,056 ￥960

ろん、ガラス、金属、プラスチック、木材、陶器に

なめらかな書き味で筆記線の割れがなく、布や革、
木材、金属、陶器、ガラス、プラスチックなどにご
利用いただけます。
エコマーク認定、グリーン購入適合再生プラスチッ
クを 88% 使用。

水性顔料系
軽く細く、良く書けます。紙に書いて裏うつりが少な
くなっています。0.4 〜 0.6㎜

木彫・木工芸

書くことができます。滑らかな書き味でにじみ、裏
うつり、筆記線の割れもありません。再生プラスチッ
クを 87% 使用しており、エコマーク認定、グリーン
購入法適合商品です。両書きタイプ

12646 ------------------------------ ¥1,056 ￥960

版画・染色

顔料インクを使用、いやなにおいがなく、発色も鮮明、 「アルコール系インキ」を使用した両用書きタイプの
耐光性に優れ、乾けば耐水性となります。紙はもち
マジックインキです。

ラッションペン 細字用 12 色セット

工芸・民芸

アクアテック（水性顔料系）

てん刻
彫塑・彫刻

陶

ファーバーカステル水彩色鉛筆
11035 12 色セット ----------------------------------------- ¥1,100 ￥1,000

11033 24 色セット ------------------------------------------ ¥1,760
11034 36 色セット ------------------------------------------ ¥2,640 ￥2,400

11036 24 色セット ----------------------------------------- ¥2,200 ￥2,000
11037 36 色セット ----------------------------------------- ¥3,300 ￥3,000

描き心地滑らかな色鉛筆セット

水に溶ける水彩色鉛筆セット

￥1,600

直径 3.3㎜の太さの芯は、SV 製法により芯が折れにくい構造になっています。
また軸部分には名前の書き込めるスペースがあります。ヨーロッパの厳しい玩具
安全規格である EN71 をクリアしています。

金属工芸

直径 3.3㎜の太さの芯は、SV 製法により芯が折れにくい構造になっています。
また軸部分には名前の書き込めるスペースがあります。ヨーロッパの厳しい玩具
安全規格である EN71 をクリアしています。

ガラス工芸

11032 12 色セット --------------------------------------------- ¥880 ￥800

芸

ファーバーカステル色鉛筆

皮革工芸
七宝焼

2022 年 8 月 1 日価格変更

ケズリキャップ ツイン

11030 12 色セット ----------------------------------------- ¥4,356
11031 30 色セット ---------------------------------------- ¥10,890 ￥9,900

11038 ブルー ------------------ ¥440 ￥400
11039 ピンク ------------------ ¥440 ￥400

ハードタイプの水溶性色鉛筆。細密描写や様々な用途に。

ペットボトルに取り付ける鉛筆削り！

￥3,960

空のペットボトルに取りつけ削くずを貯め、一度
にまとめて捨てることができます。
鉛筆や色鉛筆など芯の硬さや用途に合わせて削り
角度を選べます。

備品

芯は直径 3mm ですべりの良い描き味。
高品質の顔科を使用した、発色の良い鮮やかな色が揃っています。
芯が硬めなので、水をつけるとラインを残しつつ、淡い色が広がります。

資料

水性色鉛筆 プリズマロ
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デザイン転写用具

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

チャコパー（太書）

チャコパーアーチスト（極細）
80414 青 ---------------------------------------------------------- ¥418 ￥380

版画・染色

80416 青（水で消える）----------------------------------------- ¥308 ￥280
80417 茶（水で消える）------------------------------------------ ¥308 ￥280
80418 紫（自然に消える）--------------------------------------- ¥308 ￥280
チャコペーパーのペンタイプです。

木彫・木工芸

瞬間に水で消せますので下書きの線が残りません。
刺しゅう・手芸・絵画などの下絵に最適。
青・茶は水で消せる。紫は、自然にも消え、水でも消せる。
ペン先は、フェルト製です。

80415 茶 ---------------------------------------------------------- ¥418 ￥380
繊細で細かい図案やマーキングに最適。
細さが持続するクリスタル芯。
水で消える、自然に消えない。
下書きに最適。

てん刻

スーパーチャコペーパー

グラフトペーパー（消しゴムで消えるタイプ）

220 × 200㎜（5 枚）

80411------------------------------------------------------------- ¥385 ￥350
サイズ：220 × 300㎜
セット内容：グレー 2 枚、ホワイト 1 枚

80401 青 ------------------ ¥913 ￥830
440 × 300㎜（1 枚）

彫塑・彫刻

80403 青 ------------------ ¥550 ￥500
80404 白 ------------------ ¥550 ￥500
80405 グレー ----------- ¥550 ￥500
1000 × 440㎜（1 枚）

陶
芸

80402 青 ------------- ¥1,870 ￥1,700
80406 白 ------------- ¥1,870 ￥1,700
80407 グレー ------- ¥1,870 ￥1,700

ガラス工芸

絵画・手芸・工芸・クラフト等に幅広く
使われており、青・白・グレーの３色が揃っ
ています。刺繍・染色・洋裁 ( 薄生地 )・パッ
チワーク・キルティング・絵画・ガラス
工芸・陶芸・トールペイント・ちぎり絵・
ウッドバーニング・クラフト等々。

紙・木・合成紙・合成皮革
プラスチック・ガラス・陶磁器
金属等いろいろな素材に使える
複写紙です。

水で消す !
布・ 紙・ 木・ 合 成 紙・ 合 成
皮革・プラスチック・ガラス・
陶磁器・金属等いろいろな
素材に使える複写紙です。

金属工芸

透明な薄紙のため、転写したライン
や図柄等が見やすく、柄あわせや、
位置決めも簡単で精密な図案の転写
も可能です。転写したラインや図柄
を修正、補正または不要になった場
合は、水で瞬間に消せますので、作
業が簡単にでき、作品の仕上がりも
きれいになります。

半透明な薄紙のため、曲面や球面にもなじみ、
複写したライン、図案などが見やすく、柄あ
わせや位置決めも簡単なので、精密な図案の
複写やいくつもの図案の組み合わせに向いて
います。写した線を修正、補正または消した
い場合は、消しゴムで簡単に消せますので、
作品の仕上がりがきれいです。トールペイン
トの他、絵画・手芸・工芸・クラフト等に幅
広く使われており、グレー２枚、白１枚の使
いやすいセットです。
トールペイント・絵画・ガラス工芸・陶芸・
ちぎり絵・ウッドバーニング・クラフト等々。

皮革工芸
七宝焼
資料

版画用カーボン紙（黒）

デザイン用カーボン紙
14013 黒 ------------------------- ¥2,750
14014 青 ------------------------- ¥2,750 ￥2,500
14015 赤 ------------------------- ¥3,080 ￥2,800
￥2,500

備品

サイズ：270 × 380㎜（100 枚）
紙、木に複写できます。

22010 A------------------------- ¥1,650

トレーシングペーパー
￥1,500

（300 × 225㎜ 100 枚）

22011 B-------------------------- ¥3,300 ￥3,000
（450 × 300㎜ 100 枚）

木、石、紙に複写できます。
油性ですので、消すことはできません。

10405 150 × 200㎜ -------------- ¥572 ￥520
10406 A4 ----------------------- ¥1,100 ￥1,000
10407 B4 ----------------------- ¥1,650 ￥1,500
各 100 枚セット
紙質：40g

スケッチブック・クロッキー帳
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A4 規格サイズより
ちょっとワイドなサイズで

デザイン

A4 コピー用紙

ワ イ ド

アルファークロッキー A4 WIDE

クロッキー用紙は紙肌がなめらかで筆触が
良く、紙は薄くても充分筆圧に耐え、発色

紙質：クリームフールス紙（225 × 313㎜）40 枚

もよく、濃淡がよく出ますので水彩用とし

仕様：5㎜・50㎜方眼印刷入り下敷式（裏表紙）

てもご使用になれます。

クリアポケット（マチ付き）1 枚

10050 B5

36 枚 ----------------- ¥253 ￥230

10051 B4

40 枚 ----------------- ¥550 ￥500

10052 A4

50 枚 ----------------- ¥451 ￥410

サイズ ：180 × 250㎜
サイズ ：250 × 355㎜
サイズ ：210 × 305㎜

紙質：エコパルプクロッキー用紙
いずれも資料入り・下敷付き

木彫・木工芸

A4 規格サイズより縦・横とも大きく、プリント・資料など
はみ出る事無くスマートに収納、A4 サイズが収納できるク
リアポケット付き、横入れなので落ちる心配がありません。

「無塩素漂白」法でつくられた人にもやさし
いパルプで焼却してもクロロフォルムなど
の有害な化合物をほとんど発生させません。

アルファークロッキー帳

版画・染色

10053 -------------------------------------- ¥539 ￥490

工芸・民芸

はみ出さずに収納

A4 サイズが入る
クリアポケット付き

アルファースケッチブック
てん刻

10010 B5 20 枚 --------- ¥253 ￥230
サイズ ：181 × 250㎜

並口画紙 105kg

10011 B4 20 枚 --------- ¥440 ￥400
サイズ ：250 × 355㎜

並口画紙 105kg

サイズ ：300 × 380㎜

10013 F6

厚口画紙 125kg

10060 A4（S1020A）40 枚 ---- ¥528 ￥480
10061 B4（S1030A）35 枚 ---- ¥704 ￥640

20 枚 --------- ¥682 ￥620

サイズ ：318 × 407㎜

厚口画紙 125kg

2022 年 9 月 1 日

陶

10014 B3 20 枚 --------- ¥891 ￥810
並口画紙 105kg

マルマンクロッキー帳
10060 A4（S1020A）40 枚 ------- ¥495 ￥450

10015 A4 ワイド 20 枚 - ¥385 ￥350

本体サイズ ： 縦 307 ×横 228㎜

並口画紙 105kg

10061 B4（S1030A）35 枚 ------- ¥660 ￥600

A4 サイズのプリントをはみ出さずに収納で
きます。

本体サイズ：縦 376 ×横 280㎜

2022 年 9 月 1 日

10021 F8
（S.88）--------- ¥1,430 ￥1,300

24 枚

2022 年 9 月 1 日

10020 F6（S.86）------------------ ¥880 ￥800
本体サイズ：縦 412 ×横 333 ×厚 11㎜

本体サイズ：縦 457 ×横 390 ×厚 11㎜

本文：20 枚
用紙：画用紙 厚口 ( 中性紙 ) MPS-D 156.5g/m²
製本：スパイラル ( コイルループ )

マルマン図案スケッチブック

マルマン図案スケッチパッド

10022 A4--------------------------- ¥352

10026 ハガキサイズ（100 × 148㎜）- ¥462 ￥420
10027 B5（182 × 257㎜）------------- ¥693 ￥630
10028 A4（210 × 297㎜）-------------- ¥924 ￥840
10029 B4（352 × 251㎜）------------ ¥1,045 ￥950

￥320

本体サイズ ： 縦 287 ×横 205㎜

10023 B4 ------------------------- ¥462 ￥420
本体サイズ ： 縦 352 ×横 255㎜

紙質：マルマン画用紙並口 126.5g/㎡（中性紙）
枚数：上記いずれも 24 枚
ツインワイヤ製本。ロングライフデザイン賞受賞

紙質：マルマン画用紙並口 126.5g/㎡（中性紙）
枚数：上記いずれも 50 枚（厚さ 10㎜）

一枚ずつキレイにはがせます

備品

10021 F8（S.88）------------ ¥1,320 ￥1,200

50 枚
資料

マルマンスケッチブック

2022 年 9 月 1 日

七宝焼

10020 F6（S.86）------------- ¥968 ￥880

10022 A4--------------------- ¥385 ￥350
10023 B4 --------------------- ¥495 ￥450

10027 B5 - - - - - - - - - - - - - ¥748 ￥680
10028 A4- - - - - - - - - - - - - - ¥990 ￥900
10029 B4------------ ¥1,100 ￥1,000

皮革工芸

10026 ハ ガ キ サ イ ズ - ¥495 ￥450

金属工芸

紙がソフトなので筆圧により線の強弱、強さ、かす
れをよく表現できます。
用紙 ： クリームクロッキー紙 MPS-C 60.0g/m²
備考 : 学習資料と下敷き付き

紙質：いずれも厚手画用紙

ガラス工芸

サイズ ：225 × 313㎜

芸

サイズ ：540 × 380㎜

彫塑・彫刻

10012 6 切 20 枚 --------- ¥605 ￥550
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

デザインホワイト紙（100 枚）

版画・染色

画用紙（100 枚）

ケント紙特厚

10110 中厚口 8 切（155kg）-- ¥2,420 ￥2,200
10111 中厚口 4 切（155kg）-- ¥4,840 ￥4,400

10200 4 切（545 × 393㎜）--------- ￥61 ￥55
10201 8 切（393 × 272㎜）--------- ￥30 ￥27

10112 厚口 8 切（165kg）----- ¥2,420 ￥2,200

10203 B4（364 × 257㎜）----------- ￥28 ￥25

10113 厚口 4 切（165kg）----- ¥4,840

￥4,400

紙厚：200kg

10202 A4（297 × 210㎜）----------- ￥22 ￥20

木彫・木工芸

特厚ですので、画用のほか、ペーパークラフト、
工 作 に も 可 能 で す。 ま た、 消 し ゴ ム で 消 し や す
く、 消 し て も あ と が 残 り に く く な っ て い ま す。

10300 厚口 8 切 --------------- ￥1,760 ￥1,600
10301 厚口 4 切 --------------- ￥3,300 ￥3,000
10302 特厚 8 切 --------------- ￥1980 ￥1,800
10303 特厚 4 切 --------------- ￥3,850 ￥3,500
表面の平滑性があり、白さが高い紙です。
８切 393 × 272㎜、４切 545 × 393㎜
厚口 180kg、特厚 220kg.
ペン画などによる細密画、ロットリングによる細密
画や製図、カラーインクによる制作に適しています。

てん刻
彫塑・彫刻

水彩画紙

芸

10120 キャンソン --------------- ￥363 ￥330

10100 -------------------------- ￥7,920 ￥7,200

サイズ：650 × 500㎜
キャンソン紙は表面がきめこまやかで細やかな表現
に向いています。

サイズ：4 切（545 × 393㎜）

ガラス工芸

陶

木炭紙

美術 No.300（100 枚）

紙厚：250kg

キャロア 500（100 枚）

10102 -------------------------- ￥9,493 ￥8,630
サイズ：4 切（545 × 393㎜）
紙厚：244kg

10121 MBM----------------------- ￥550 ￥500

金属工芸

サイズ：650 × 470㎜
MBM 紙は、表面が粗く、大胆な表現（塊としてと
らえる）に向いています。手や布で木炭をはたき落
としやすいという特長があります。

水彩画紙

目の細かい水彩紙です。
ワットマンタイプの水彩紙

皮革工芸
七宝焼

この写真は、部分拡大撮影したものです。

資料
備品

デザインペーパー（50 枚）

ボールドキャンバス（キャンバスボード）

方眼ケントボード (2㎜厚）

14000 B4（257 × 364㎜）---------- ￥594 ￥540

11630 B5（257 × 182㎜）------------ ￥51 ￥46

14702 8 切（270 × 380㎜）--------- ￥209 ￥190

14001 A3（297 × 420㎜）--------- ￥792 ￥720

11631 B4（364 × 257㎜）------------ ￥105 ￥95

14703 4 切（380 × 540㎜）--------- ￥418 ￥380

＜用途＞
上質紙の上に 5㎜方眼の青い線が印刷されています。

11632 F6 （409 × 318㎜）----------- ￥176 ￥160

この線は、コピーなどには写りませんので、デザイ
ン、スケッチ、レタリングなど原稿や下書きに向い
ています。

本格的な油絵や、アクリル絵の具にも適し、教材と
してご使用いただくために廉価にいたしております。

上質の特厚ケント紙の両面にそれぞれ斜方眼（一辺
5㎜正方形に斜線）、正三角方眼（一辺 10㎜）が薄く
印刷されています。デザイン及び透視図に最適で、
能率的な学習が出来ます。

特殊布目加工画紙を台紙に合紙しました。

イラストボード
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2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

キャンバスボード SW

14725 A4 --------------------------- ￥187 ￥170
14724 A3 --------------------------- ￥330 ￥300

14722 B4---------------------------- ￥440 ￥400
14723 B3---------------------------- ￥814 ￥740

14698 B4 --------------------------- ￥209 ￥190
14699 B3 --------------------------- ￥385 ￥350

14701 B4 --------------------------- ￥220 ￥200
14700 B3 --------------------------- ￥396 ￥360

布目加工画紙・両面貼り

ボール紙に両面クラークケント紙張り

ボール紙に両面上質バロンケント紙張り

厚さ 1.3㎜

厚さ 1.5㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

布目加工画紙を台紙に合成してあり、本格的な油絵
具、アクリル絵具の定着性に富んでいます。
厚さ 2.5㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

てん刻

2022 年 6 月 1 日価格変更

限りなく強靭に仕上げられ、紙面はきめ細かく高平
滑。さらに伸縮性を小さくした、理想的な最高級ケ
ント紙です。

木彫・木工芸

ケント紙本来の持つ均一な地合いと肌合いを高めてい
ます。強靭な紙面と腰の強さ、不透明度の高さを誇る
ケント紙です。カラーインク、水彩絵具、エアーブラ
シなどに適しています。

版画・染色

ケントボード AW

14697 A4 --------------------------- ￥176 ￥160
14696 A3 --------------------------- ￥308 ￥280

工芸・民芸

ケントボード NW

デザイン

2022 年 6 月 1 日価格変更

彫塑・彫刻

10104 A4 --------------------------- ￥220 ￥200
10103 A3 --------------------------- ￥363 ￥330

10108 B4 --------------------------- ￥319 ￥290
10107 B3 --------------------------- ￥561 ￥510

14718 B4 --------------------------- ￥286 ￥260
14719 B3 --------------------------- ￥506 ￥460

10106 B4 ---------------------------- ￥264 ￥240
10105 B3 ---------------------------- ￥418 ￥380
ボール紙に両面上質シリウス紙張り

ボール紙に片面上質ワーグマン紙張り

片面白、片面クリーム色

2022 年 11 月 1 日価格変更

表面に凸凹のある紙質で水彩画に向いています。
厚さ 1.5㎜

厚さ 1.5㎜

2022 年 7 月 1 日価格変更

2022 年 7 月 1 日価格変更

金属工芸

最高技術を駆使したプロ向けに開発された高級水彩
画紙です。過酷な消しゴムによる紙むけが無いよう
表面強度を高めながらも、紙肌はパステル、コンテ、
鉛筆等の描画にも適すラフな質感を充分に保ってい
ます。厚さ
厚さ 1.5㎜

ワーグマンの強靭な紙面は、水彩画に欠かせない水
洗いにも充分耐えられるよう処理され、その自然の
白さは、発色の素晴らしさをお約束致します。
紙質は、絵の具の変色を起こしにくい中性漉き。

ガラス工芸

マーメイドボード FM

芸

ワーグマン GA（中目）

陶

シリウス SA

皮革工芸

ミューズボード ワトソン

ミューズボード KMK ケント

14710 B4---------------------------- ￥297
14711 B3---------------------------- ￥517 ￥470

14716 B4 1㎜ ---------------------- ￥231 ￥210
14717 B4 3㎜ ---------------------- ￥429 ￥390

仏製キャンソン社の最高級ケント紙を
1mm の台紙にマウント。

透明水彩の発色性に優れ、
にじみやぼかし技法に向きます。

良質な木材繊維を使用した、

水彩画に定評のあるナチュラル色のワトソン紙を
1mm 台紙にマウント。木綿繊維を主原料としている
ため表面が強く、中目の肌にはパステルも良くのり
ます。
厚さ：1㎜

強靭で滑らかな KMK ケント紙をマウント
消しゴムやマスキングテープなどによる毛羽立ちが
無く、製図、パース画、POP ディスプレイ、ペン画
など最も多目的に使用できるボードです。

備品

視覚的にソフトな紙肌の印象を持ちながら非常に堅
牢です。
水を多く使う技法にも使え、毛羽立ち、滲みにも強
いいためあらゆる素材の表現にも適しています。
厚さ：1㎜

￥270

資料

14712 B4 --------------------------- ￥275
14713 B3 --------------------------- ￥418 ￥380
￥250

七宝焼

ミューズボード キャンソン
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イラストボード

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

タント FK-224

オールブラックボード（無垢）

ラシャブラック紙

14706 B4---------------------------- ￥220 ￥200
14707 B3---------------------------- ￥385 ￥350

14708 B4---------------------------- ￥220 ￥200
14709 B3---------------------------- ￥385 ￥350

10418 8 切（10 枚）----------------- ￥440 ￥400

ブラック、グレーの両面使えるボードです。

視覚、触覚など全てにおいて
豊かな感性を見せる新素材です。

10408 8 切（100 枚）------------- ￥4,290 ￥3,900
10409 4 切（100 枚）------------- ￥8,580 ￥7,800

タイトルデザイン、モデリング、イラストレーショ

木彫・木工芸

ン等に御利用ください。

モデリング、プレゼンテーションなどにどうぞ。

厚さ 1.5㎜

厚さ 1.0㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

10419 4 切（10 枚）----------------- ￥880 ￥800

紙厚：130kg
8 切（270 × 390㎜）
4 切（390 × 540㎜）
＜用途＞
深みのある黒い紙で、版画、切り絵に適しています。

白ボール紙（薄口）
てん刻

10658 100 枚 ------------------ ￥5,940 ¥5,400
10659 10 枚 ------------------------ ￥605 ¥550
サイズ：600 × 450㎜

210g/㎡

彫塑・彫刻

展示・描画・版画・工作なんでもこい！

薄口ですがしっかりした白ボール紙（片面グレー）です。
展示用台紙として
一般的なボール紙より軽いので展示用台紙に最適で
す。画鋲や養生テープ相性良し

陶
芸

紙版画の素材としても優秀！
折りやすく丈夫、工作用紙として万能！
紙版画や立体工作などにも使える万能な絶妙な硬さ
の薄口のボール紙。

ガラス工芸

白ボール紙（厚口）
71032 ---------------------------------- ￥44 ￥40
サイズ：八つ切 380 × 270㎜
白ボール紙（片面グレー）です。

工作用紙
10660 ---------------------------------- ￥50 ￥45
サイズ：320 × 450㎜
方眼部分 300 × 400㎜
ボール紙に 10㎜の方眼が印刷されている工作用紙で
す。

金属工芸

A4 サイズの作品の展示に最適サイズ

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

マニホールドイラストレーションボード

エンジェルビューイラストボード

15440 ------------------------------------------------------------- ￥715 ￥650

15441 ------------------------------------------------------------- ￥572 ￥520

サイズ：388 × 355㎜
材質：ケントボードに表面印刷済み
説明書付き

サイズ：340 × 265 ×厚さ 2.2㎜
材質：ケントボードに表面印刷済み
説明書付き

平面構成はもちろんのこと、一点透視図法や二点透視図法の作品まで 1 枚のボー
ドでできるように、表面に薄い青の線が印刷されています。
ボードですので、完成した作品は、そのまま展示しても引き立ちます。

部屋を上から覗いた様子を一点透視図法で描くためのイラストボードです。
あなたの部屋、あなたの住んでみたい部屋などをここに描いてみてはいかがで
しょう。

イラストボード

絵画・画材

現代アートへの誘い、色彩学習の集大成に！

37

A（丸三角）

オプアートボード 大

14732 A（丸三角）----------------------- ￥418 ￥380

デザイン

14733 B（丸丸）-------------------------- ￥418 ￥380
14734 C（ピラミッド）------------------- ￥418 ￥380
サイズ：250 × 250 × 2㎜

工芸・民芸

オプアートボード 中
14735 A（丸三角）----------------------- ￥330 ￥300
14736 B（丸丸）-------------------------- ￥330 ￥300
14737 C（ピラミッド）------------------- ￥330 ￥300
サイズ：170 × 170 × 2㎜

版画・染色

ベース丸の三角の集合体

B（丸丸）

オプアートコースター
サイズ：90 × 90 × 1㎜

木彫・木工芸

14738 A（丸三角）----------------------- ￥176 ￥160
14739 B（丸丸）-------------------------- ￥176 ￥160
フィルム付き

てん刻
彫塑・彫刻

ベース丸にセンター丸

C（ピラミッド）

オプアート調の凸凹に見える
幾何学模様の線描きを描いてあるボードです
線に囲まれた部分を色塗りして模様を表現します。

陶

色彩学習の仕上げにすぐれています

芸

明度、色相のグラデーション、寒色暖色、色彩の感情な
どの学習の集大成として一枚のボードにそれらの学習を
活かした表現ができます。

ガラス工芸

精度の高い線が引かれてあるので
予想以上の高度な作品をつくりだせ
作者は満足感と自信をつかめて次の制作課
題に意欲が出ます。

金属工芸

ピラミッドのようなもり上がり

皮革工芸
七宝焼

ユポ紙

10670 白 ---------------------- ￥3,300

￥3,000

10175 ------------------------------- ￥110
サイズ：630 × 465㎜

サイズ：1091 × 788㎜

古紙パルプ配合率 70％

71023 ------------------------------- ￥110 ￥100

材質：TPG 合成紙
サイズ：380 × 270 × 0.8 ㎜

50 枚

半透明で耐水性屋外の展示も OK です
表面が平滑で、厚みがあり、半透明の紙で、耐水性
にも優れています。一見すると、プラスチック性の
フィルムの様な感じの紙です。

アイボリーコート紙を 2 枚合紙して作ったつるつる
したデザイン工作用紙です。
※表面に別の紙を貼る作業には向いていません。

備品

上質紙 55kg

モデリングボード
￥100

資料

模造紙
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パネル

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

デザイン・立体造形など、いろいろ使えるパネルです

アートパネル

版画・染色

14600 ジャケット判 ------------- ￥418

￥380

サイズ：300 × 300 × 6㎜

14601 B4 判 ------------------------ ￥407 ￥370
サイズ：257 × 364 × 6㎜

木彫・木工芸

14602 B3 判 ------------------------ ￥682

￥620

サイズ：364 × 515 × 6㎜

材質：スチレンボード、両面ケント紙

両面張りですので表にも裏にも制作することができます。
デザイン、平面構成の学習はもちろんのこと各種素
材を貼り付けるボードとしてもご
利用になれます。

ジャケット判 BW
14610--------------------------------- ￥440 ￥400
サイズ：300 × 300 × 6㎜

工作用ボードとして
スチレン製ですので簡単にカッ
ターで切断できます。
箱庭・模型などアートパネル自体
を工作用素材として切ったり接着
したりして、立体構成にもご利用
いただけます。

片面白、片面黒のアートパネル
片面白、片面黒のリバーシブルになっていますので、
表現に合わせて選択ができます。
また、黒い面は、一版多色版画にもご使用になれます。

変形張りキャンバス
てん刻

11626 ハート型 20㎝ ------- ￥1,045

￥950

11627 ハート型 30㎝ ------- ￥1,320 ￥1,200
サイズ：横の最大値

彫塑・彫刻

11628 丸型 20㎝ --------------- ￥726 ￥660
11629 丸型 30㎝ ------------- ￥1,562 ￥1,420
サイズ：直径

11634 楕円 16 × 22㎝ ------- ￥693

￥630

陶

11635 楕円 24 × 30㎝ ----- ￥1,364 ￥1,240

芸

11636 六角 15㎝ -------------- ￥858

￥780

11637 六角 20㎝ ------------- ￥1,188

￥1,080

サイズ：対角線の長さ

ガラス工芸

11638 三角 15㎝ ---------------- ￥440

￥400

11639 三角 20㎝ ---------------- ￥561

￥510

サイズ：一辺の長さ

ハート型

丸型

楕円

六角

三角

綿化繊（テトロンコットン）
油彩、アクリル両用 個包装シュ
リンクパック
※シュリンクが多少敗れている場
合もございますが品質には問題ご
ざいませんのでご了承ください。

金属工芸

2022 年 10 月 21 日価格変更

皮革工芸
七宝焼

0黒

張りキャンバス
資料

11614
11615
11616
11617

F4 ---------------------- ￥1,034 ￥940
F6 --------------------- ￥1,199 ￥1,090
F8 --------------------- ￥1,595 ￥1,450
F10 ------------------ ￥2,035 ￥1,850

備品

11618 F15 ------------------- ￥3,773 ￥3,430
11619 F20 -------------------- ￥4,477 ￥4,070
純麻 100％、油彩、アクリル両用

1 グレー

2緑

木製パネル

水張りテープ（ミューズテープ）

14503 B4（257 × 364㎜）----------- ￥583 ￥530
14502 B3（364 × 515㎜）----------- ￥913 ￥830
14501 B2（515 × 728㎜）--------- ￥1,672 ￥1,520
14500 B1（728 × 1030㎜）-------- ￥3,300 ￥3,000

14510 〜 2 ---------------------- 各￥660 ￥600

木製のパネルです。水張り用のパネルですが、丈夫
なパネルですのでジオラマのベースや、共同制作な
どのタイルモザイクのベース、使い方はいろいろ流
用できます。
（ 別サイズ見積致します）

14510 黒

14511 グレー

14512 緑

サイズ：25㎜× 50m
＜使用方法＞
作品を木製パネルに張るときの縁止め用テープです。
テープの裏面を水に濡らした刷毛などで湿らせてく
ださい。

パネル・展示用額
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絵画・画材

軽くて、しかも水張りいらず

デザイン

15101 ------------------------------- ￥836 ￥760
サイズ：350㎜× 2m
仕様：A3 判で 4 枚分のコーティングが可能です。

ポリプロピレン製透明フィルム（0.075mm 厚）粘着
剤付裏紙 2cm 方眼入
表面に光の反射を少なくする加工がしてあり、長時
間たっても黄ばみ、ひび割れなどがありません。
一度貼ると剥がせません。

アルバム、本、ファイル、ケース、ジャケットなど
の作品へのコーティングに。

サイズ：257 × 364㎜

14521 B3 ------------------------ ￥1,342 ￥1,220
サイズ：364 × 515㎜

14520 B2 ------------------------ ￥2,024 ￥1,840
サイズ：515 × 728㎜

従来の木製パネルに比べ、軽く、美しく、
しかも水張りの手間を一度に解消した画期的な
パネルです。
表面は、スチレンボードにケント紙を張ったもので
す。裏面は木枠です。

14523 ジャケット判 ------------ ￥781 ￥710 ※別サイズ見積致します。
サイズ：300 × 300㎜

木彫・木工芸

※注意

14522 B4 ---------------------------- ￥759 ￥690 上質ケントを使用したパネルです。

版画・染色

デザインした作品のカバー用に最適です。

マイルドパネル

工芸・民芸

ピッチン（粘着付きフィルム）

みんなの画用紙額
てん刻

14883 ナチュラル 8 切用 --- ￥1,595 ¥1,450
14884 ナチュラル 4 切用 --- ￥2,200 ¥2,000

彫塑・彫刻

14885 ブラウン 8 切用 ------ ￥1,595 ¥1,450
14886 ブラウン 4 切用 ------ ￥2,200 ¥2,000
14887 ホワイト 8 切用 ------ ￥1,595 ¥1,450
14888 ホワイト 4 切用 ------ ￥2,200 ¥2,000

陶

材質：PS（ポリスチレン）
、MDF
付属品：吊金具（タテ・ヨコ）
吊り紐、トリミング台紙

芸

ナチュラル

ブラウン

ホワイト

＜収納寸法＞

8 切：270 × 380㎜
4 切：380 × 540㎜

ガラス工芸

画用紙ぴったりサイズ、プリンターから出力した作品も付属の台紙を切り抜き
八つ切りは A4、四つ切りは A3 のコピー用紙が飾れます。
8 切用は画用紙八ッ切とコピー用紙 A4
4 切用は画用紙四ッ切、八ッ切とコピー用紙 A3

金属工芸

環境にやさしく、軽くて丈夫な PET シートを使用。

展示用吊り額
13401 B4 判用 ---------------------------- ￥554 ¥504

皮革工芸

枠外サイズ：460 × 350㎜

作品サイズ：364 × 257㎜

13400 B3 判用 ---------------------------- ￥785 ¥714
枠外サイズ：620 × 460㎜

作品サイズ：515 × 364㎜

七宝焼

材質：厚手パルプに印刷製、塩ビシート貼り込み
付属品：連結金具 2 個付き

スターパネル
14806 B4 判用 ---------------- ￥1,980 ¥1,800

資料

14805 A4 判用 ---------------- ￥1,760 ¥1,600

サイズ：210 × 297㎜
サイズ：257 × 364㎜

14807 B3 判用 ---------------- ￥2,310 ¥2,100

塩ビ板面

サイズ：364 × 515㎜

仕様：アルミ製、塩ビ入り裏板発泡スチロール製
アルミフレームの新星！
スライド式で簡単にフレームの開け閉めが出来ます。

備品

作品
←
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石膏像

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

12707
ラオコーン半身像
￥62,920 ￥57,200

12712
ガッタメラータ胸像
￥62,920 ￥57,200

12714
ミケランジェロ胸像
￥62,920 ￥57,200

12715
ボルゲーゼのマルス胸像
￥62,920 ￥57,200

12716
カップァヴィナス胸像
￥61,710 ￥56,100

12700
ミロ島ヴィナス全身像
￥104,830 ￥95,300

12717
聖ジョルジョ胸像
￥61,710 ￥56,100

12721
ジュリアーノ・メヂチ胸像
￥29,150 ￥26,500

13230
アポロ胸像
￥61,710 ￥56,100

13231
ブルータス大胸像
￥62,920 ￥57,200

13232
ヘルメス胸像
￥62,920 ￥57,200

13233
アリアス胸像
￥61,710 ￥56,100

13240
マルス頭像
￥26,840 ￥24,400

13242
ヴィナス古代頭像
￥13,970 ￥12,700

12726
クラシックヴィナス半面
￥11,000 ￥10,000

13234
ミロ島ヴィナス胸像
￥24,530 ￥22,300

13235
ミロ島ヴィナス胸像（面取）
￥24,530 ￥22,300

13236
アグリッパ胸像
￥24,530 ￥22,300

13237
12733
12734
アグリッパ胸像（ 面取） ベートーヴェン半面 ベートーヴェン半面（面取）
￥24,530 ￥22,300
￥7,260 ￥6,600
￥7,260 ￥6,600
サイズ：580 ㎜

サイズ：230 ㎜

12731
ミロ島ヴィナス半面
￥11,000 ￥10,000

12732
ミロ島ヴィナス半面（面取）
￥11,000 ￥10,000

12735
アグリッパ半面
￥11,000 ￥10,000

12736
アグリッパ半面（面取）
￥11,000 ￥10,000

13241
男子大顔面
￥12,870 ￥11,700

サイズ：830㎜

サイズ：850㎜

サイズ：790 ㎜

サイズ：830 ㎜

サイズ：760㎜

版画・染色
木彫・木工芸

てん刻

サイズ：1090㎜

サイズ：670 ㎜

サイズ：580 ㎜

サイズ：800㎜

サイズ：820㎜

サイズ：820㎜

彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

サイズ：730㎜

サイズ：580㎜

サイズ：430㎜

サイズ：355㎜

12730
12729
ジュリアーノ・メヂチ半面 ジュリアーノ・メヂチ半面（面取）
￥11,000 ￥10,000
￥11,000 ￥10,000
サイズ：380㎜

サイズ：395㎜

金属工芸
皮革工芸
七宝焼

サイズ：610㎜

サイズ：610㎜

サイズ：580㎜

サイズ：230 ㎜

資料
備品

サイズ：340 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：370 ㎜

12728
男子大顔面（面取）
￥12,870 ￥11,700
サイズ：390 ㎜

※ 受注後製造するため納期がかかります（約 1 ヶ月）配送のご注文のみの受付で荷造費、運賃が別途かかります。詳細についてはお問い合わせください。

石膏幾何形体・人体部位

41
絵画・画材

13253 角錐角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13257 角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13254 三角二十面体
￥5,170 ￥4,700

13255 五角十二面体
￥5,170 ￥4,700

13256 円錐角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

12762 角錐円柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

12763 円柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13258 円錐体
￥4,840 ￥4,400

13259 円筒体
￥4,840 ￥4,400

13260 三角柱体
￥4,840 ￥4,400

13261 立方体
￥4,840 ￥4,400

13262 四角柱体
￥4,840 ￥4,400

13263 六角柱体
￥4,840 ￥4,400

13264 八角柱体
￥4,840 ￥4,400

13265 五角柱体
￥4,840 ￥4,400

13266 四角錐体
￥4,840 ￥4,400

13267 五角錐体
￥4,840 ￥4,400

13270 六角錐体
￥4,840 ￥4,400

12758 八角錐体
￥4,840 ￥4,400

13268 三角錐体
￥4,840 ￥4,400

12757 正三角体
￥4,840 ￥4,400

13269 円筒切断体
￥4,840 ￥4,400

サイズ：φ 130㎜

高さ：200㎜

高さ：200㎜

高さ：180㎜

高さ：120㎜

高さ：120㎜

工芸・民芸

13252 円錐円筒相貫体
￥5,170 ￥4,700

デザイン

13251 球
￥5,170 ￥4,700

版画・染色

高さ：210㎜

高さ：180㎜

高さ：200㎜

高さ：180㎜

高さ：190㎜

木彫・木工芸

高さ：200㎜

てん刻

高さ：180㎜

高さ：185㎜

高さ：185㎜

高さ：185㎜

高さ：200㎜

彫塑・彫刻

一辺：120㎜

陶
芸

高さ：200㎜

高さ：200㎜

一辺：210㎜

高さ：185㎜

金属工芸

高さ：200㎜

ガラス工芸

高さ：200㎜

皮革工芸

高さ：260㎜

12748 男の手（棒持つ）
￥11,000 ￥10,000
高さ：225㎜

12750 男の手（布持つ）
￥10,010 ￥9,100
高さ：280㎜

12749 男の足
￥11,000 ￥10,000
足の長さ：295㎜

12747 女の足（かかと up）
￥11,000 ￥10,000
足の長さ：295㎜

七宝焼

12746 女の手（布持つ）
￥10,010 ￥9,100

資料

180 × 185㎜

12752 鼻
￥5,060 ￥4,600
130 × 200㎜

12753 口
￥5,060 ￥4,600
190 × 150㎜

12754 耳
￥5,060 ￥4,600
110 × 180㎜

13244 女の手（ダ・ヴィンチ） 13245 女の足（ヴィナス）
￥24,530 ￥22,300
￥13,530 ￥12,300
高さ：500㎜

足の長さ：330㎜

※ 受注後製造するため納期がかかります（約 1 ヶ月）配送のご注文のみの受付で荷造費、運賃が別途かかります。詳細についてはお問い合わせください。

備品

12751 目
￥5,060 ￥4,600

42

モチーフ用モデル

絵画・画材

樹脂製

樹脂製

樹脂製

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

果物モデル 7 種 8 点セット

果物モデル 11 種 12 点セット

野菜モデル 14 種 15 点セット

貝殻モデル（10 点セット）

13100 --------- ￥13,970 ￥12,700

13101 --------- ￥27,060 ￥24,600

13102 --------- ￥17,820 ￥16,200

13110 --------- ￥14,850 ￥13,500

かご（大）1

がご（大、小）各 1

かご（角）1

オレンジ 1、赤りんご 2

じゃがいも 1、なす 1

＜注意＞
この商品は、輸入品です。

グレープフルーツ 1、レモン 1
バナナ 1、パイナップル 1

ピーマン 1、たまねぎ 1
トマト 1、きゅうり 2

赤ぶどう 1、白ぶどう 1、アボカド 1
もも 1、西洋ナシ 1

にんじん 1、セロリ 1
アスパラガス 1、とうもろこし 1
レタス 1、万能ねぎ 1
にんにく 1、だいこん 1

オレンジ 1、グレープフルーツ 1
赤りんご 2、レモン 1、バナナ 1
もも 1、赤ぶどう 1

木彫・木工芸

女性

また、自然物でもありますのでサイズ
の大小、あるいはセット内容が上の写
真と違う場合もありますので、あらか
じめご了承ください。

男性廃止
男性
廃止

てん刻
彫塑・彫刻

男性
女性

陶
芸

ウッドドール

モデル人形ミニ

ガラス工芸

13211 女性 ------------------- ￥3,190

￥2,900

サイズ：高さ 31cm

手のモデル

13212 --------------------------- ￥1,155

￥1,050

サイズ：高さ 140㎜

13221 女性右手 ---------------- ￥5,500 ￥5,000
13222 男性左手 ---------------- ￥5,610 ￥5,100

小さなモデル人形です。

13223 女性左手 ---------------- ￥5,500 ￥5,000
サイズ：男性 30㎝・女性 24.5㎝

皮革工芸

かごの形状が変わる場合がありますので
ご了承ください。

金属工芸

目やボディラインがわかりやすいように印をつける
テープとポイントシールが入っています。
手足の関節が自由に曲げられるのでデッサン等に役立
ちます。

13220 男性右手 ---------------- ￥5,610 ￥5,100

七宝焼
資料

バック布（ビロード）

バック布

13204 茶 -------- ￥1,100 ￥1,000
13205 えんじ -- ￥1,100 ￥1,000
13206 黒 -------- ￥1,100 ￥1,000
13207 緑 -------- ￥1,100 ￥1,000

13200 5 枚組 --- ￥6,600 ￥6,000

備品

サイズ：上記いずれも、90 × 100㎝
※ 写真と現物は多少色合いが異なります。

※ 無くなり次第廃止

色・柄：無地

13201 9 枚組 - ￥13,200 ￥12,000

ジュート麻

72712 ----------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：約 1100 × 1000㎜
材質：麻 100％、さらし

色・柄：模様 4 枚、無地 5 枚
サイズ：上記いずれも、90 × 100㎝
※ 写真と現物は多少色合・柄が異なることがあ
ります。

＜用途＞
ラッピング
ディスプレイ
ペイント

モチーフ用造花
13340 ----------- ￥10,450 ￥9,500
サイズ：高さ約 300㎜ 口の径約 145㎜
バラ 10 本 、ライラック 4 本、デージー
3 本、 か す み 草 5 本、 な ど 各 種 22 本
の造花に籐かご付きのセットです。
かごの形状が変わる場合がありますので
ご了承ください。

イーゼル
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フラットイーゼル
13272 小 ------------------------ ￥8,800 ￥8,000

デザイン

画面可能サイズ：F30 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1200 × 400㎜ 本体重量 2.2kg

13271 大 ---------------------- ￥10,780 ￥9,800
画面可能サイズ：F50 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1500 × 450㎜ 本体重量 2.5kg

2022 年 9 月 1 日価格変更

13274 専用ハンガー小 --- ￥92,400 ￥84,000
13273 専用ハンガー大 --- ￥92,400 ￥84,000

13271 大 ----------------------- ￥12,430 ￥11,300

工芸・民芸

たたむと 20㎜の厚さになるコンパクトなデッサン
イーゼルです。

13272 小 ------------------------- ￥10,120 ￥9,200
13274 専用ハンガー小 --- ￥106,260 ￥96,600
13273 専用ハンガー大 --- ￥106,260 ￥96,600

専用ハンガーは 20 台収納可能

版画・染色

フラットイーゼル GX
13288 小 --------------------- ￥17,160 ￥15,600

木彫・木工芸

画面可能サイズ：F30 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1200 × 400㎜ 本体重量 3.0kg

13287 大 --------------------- ￥18,700 ￥17,000
画面可能サイズ：F50 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1500 × 450㎜ 本体重量 3.7kg

2022 年 9 月 1 日価格変更

13290 専用ハンガー小 --- ￥78,100 ￥71,000

13287 大 ----------------------- ￥19,690 ￥17,900

てん刻

たたむと 25㎜、安定性抜群のツイン式後脚を採用し
堅牢性と安定性を高めたイーゼルです。

13288 小 ----------------------- ￥18,040 ￥16,400
13290 専用ハンガー小 ----- ￥82,280 ￥74,800

13289 専用ハンガー大 --- ￥78,100 ￥71,000

13289 専用ハンガー大 ----- ￥82,280 ￥74,800

13993 TGTE411------------ ￥19,800 ￥18,000

13994 TGDE133-------------- ￥15,950 ￥14,500

サイズ：630 × 350 × 450㎜
材質：ペルブック材

制作可能サイズ：F30 号縦（960㎜）まで可能
サイズ : 高さ 1360 ×幅 505 ×奥行 660㎜ 重量：3.7kg
材質：北米材（米檜）
仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

重さ：2.5kg

＜制作可能サイズ＞
F25 号縦まで可能

芸

ヴァンゴッホ デッサンイーゼル

陶

ヴァンゴッホ 卓上イーゼル

彫塑・彫刻

専用ハンガーは 20 台収納可能

13995 TGDE155-------------- ￥17,050 ￥15,500
ガラス工芸

制作可能サイズ：F50 号縦（1195㎜）まで可能
サイズ：高さ 1645 ×幅 595 ×奥行 775㎜ 重量：4.5kg
材質：北米材（米檜）
仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

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。

TGDE133

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

サイズ：高さ 1750 ×幅 810 ×奥行 750㎜
キャンバス受けのサイズ：横 445 ×奥行き 45㎜
制作可能サイズ：F50 号縦（1200㎜）まで可能
重量：1050g（ブラック）、1030g（シルバー）
保証書付取り扱い説明書 携帯用バック付き

サイズ：高さ 755 ×横 375 ×奥行 430㎜ 重量：400g
キャンバス受けのサイズ：横 345 ×奥行き 45㎜
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

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
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。

13999 TMM-2S（シルバー）---------------------------------- ￥2,640 ￥2,400

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

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
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

七宝焼

￥5,170
13996 TME-3S（シルバー）----------------------------------- ￥5,940 ￥5,400

13998 TMM-2B（ブラック）---------------------------------- ￥2,640 ￥2,400

￥4,700

皮革工芸

13990 TME-3BN（ブラック）--------------------------------

TGDE155

金属工芸

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。

資料

可動式キャップ

備品

シルバーは
クリアパーツ

※このページの商品はメーカーから発送になります。（送料別途かかりますのでお問い合わせください）
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絵画・画材

I・C スクリーン ユース

デザイン

半透明のフィルムにパターンやデザインを印刷して
各 ¥385 ￥350 いるので、原稿に貼った時に必要な文字や線を消し
サイズ：349 × 242㎜ 印刷面：325 × 230㎜
てしまうことがありません。
材 質：アセテートフィルム
フィルム裏にはワックスタイプの接着剤を使用して
※
「○○ L/ ○％」
は。線数
（1 インチあたりの線数）と濃度を表しています。 いるので、貼ったり剥がしたりが簡単にできます。
線数が多くなると点同士の間隔が細かくなリ％が大きくなると点が大き 使用後は、汚れや湿気を防ぐために裏紙を当てたま
く（濃く）なります。
ま袋に入れて保管しましょう。
同じ線数同士だとモアレを起さずに重ね貼りができます。

工芸・民芸
版画・染色

91032 Y-1032

91033 Y-1033

91051 Y-1051

91052 Y-1052

91053 Y-1053

91204 Y-1204

アミ 42.5L( 線 )/10%

アミ 42.5L( 線 )/20%

アミ 42.5L( 線 )/30%

アミ 55L( 線 )/10%

アミ 55L( 線 )/20%

アミ 55L( 線 )/30%

砂目 細目 15%

91061 Y-1061

91062 Y-1062

91063 Y-1063

91071 Y-1071

91072 Y-1072

91073 Y-1073

91205 Y-1205

アミ 60L( 線 )/10%

アミ 60L( 線 )/20%

アミ 60L( 線 )/30%

アミ 65L( 線 )/10%

アミ 65L( 線 )/20%

アミ 65L( 線 )/30%

砂目 細目 25%

91231 Y-1231

91232 Y-1232

91233 Y-1233

91234 Y-1234

91238 Y-1238

91239 Y-1239

91240 Y-1240

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

60L( 線 )/0% ～ 90% /1 段

60L( 線 )/0% ～ 90%
/1/3 段 ,2/3 段

60L( 線 )/0% ～ 90% /2 段

60L( 線 )/0% ～ 90% /3 段

60L( 線 )/0% ～ 80% /1 列

60L( 線 )/0% ～ 80% /2 列

60L( 線 )/0% ～ 80% /3 列

91589 Y-1589

91596 Y-1596

91626 Y-1626

91638 Y-1638

91639 Y-1639

91649 Y-1649

91728 Y-1728

効果

効果

効果

効果

効果

効果

効果

91702 Y-1702

91717 Y-1717

91719 Y-1719

91609 Y-1609

91660 Y-1660

91697 Y-1697

効果

効果

効果

洋服柄

洋服柄

洋服柄

木彫・木工芸

91031 Y-1031

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

Y-1609 洋服柄（拡大）

ガラス工芸

Y-1660 洋服柄（拡大）

Y-1697 洋服柄（拡大）

金属工芸

I・C イラストスクリーン

各 ¥275 ￥250

皮革工芸

サイズ：235 × 175㎜ 印刷面：196 × 165㎜
材質：アセテートフィルム
漫画やイラストを描くのに不可欠なスクリーンです。半透明のフィル
ムにパターンを印刷してあるので、原稿にはった時に、必要な文字や
線を消してしまうことがありません。
フィルムの裏にはワックスタイプの接着剤を使用しているので、貼っ
たり、剥がしたりが簡単にできます。

七宝焼
資料
備品

10761 S-301

10763 S-331

10767 S-352

10769 S-392

27.5L/10%

42.5L/10%

55L/20%

85L/20%

10772 S-505

10774 S-507

10777 S-525

10779 S-536

10758 S-537

10757 S-538

10780 S-539

10753 S-545

10797 S-808

10760 S-810

10781 S-812

10748 S-849

10745 S-854

10747 S-864

10746 S-866

10744 S-6000

10735 S-6001

10743 S-6003

10736 S-6004

10742 S-6006

10741 S-6010

10740 S-6013

10795 S-595

10737 S-6007

※メーカー販売終了です。
在庫無くなり次第、順次廃止になります。

漫画・イラスト
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デザイン

無くなり次第廃止

つけペンセット

まんが原稿用紙

10720 L サイズ -------¥275 ￥250

10702 ------------------ ¥550 ￥500

10703 ----------------- ¥946 ￥860

全長約 235㎜

耐水性で塗りむらなく、つや消しの純
黒に仕上がります。
線書き、ベタ塗り用。

＜セット内容＞

10700 A4 判 40 枚 -- ¥627 ￥570
10701 B4 判 50 枚 - ¥1,012 ￥920

10721 M サイズ ----- ¥275 ￥250
全長約 225㎜

漫画修正インク（ホワイト）20cc
10705 ------------------ ¥308

￥280

漫画やイラストの修正用。乾くとつや
消しの耐水性になり、加筆もできます。

上記いずれも、基本枠、外枠（葉書大

専用ホルダー 1 本

は郵便番号枠）が印刷済みなので、直

アニメや漫画の基本的なラインを描く
ペン先（英国ジロットペン）2 本、カ
ブラペン（タチカワ 600 クローム）3
本とペンホルダーのセット

接版下になります。
（上質紙 135kg）

10715 葉書大 30 枚 - ¥242 ￥220
※ 無くなり次第廃止

エ ス ト

アイシーイレイザー ESTO

木彫・木工芸

イラストを描くときに、手油で紙など
が汚れるのを防ぐための綿 100％手袋
です。サイズは伸縮性があるので目安
程度にお考えください。

アニメ用 3 本・作画用 2 本

版画・染色

漫画専用インク 30cc

工芸・民芸

アニメ用手袋

10726 ------------------------- ¥110 ￥100
てん刻

消しクズがまとまり、軽い消し心地！
2 種類の樹脂を配合した新しい消しゴムです。
消しクズがまとまりやすく、軽いタッチで消
すことができ下地を痛めません。
下描き線消しに最適。

彫塑・彫刻

TONE ERASER（トーンイレイザー）
10727 ------------------------- ¥110 ￥100
トーンのボカシ効果に！

ニ ー ド

10728 ------------------------- ¥165 ￥150

＜セット内容＞
まんが Lesson 1、お手本セット 4 種各 1、ミニサムネイルノート 1
アイシー漫画原稿用紙 A4・110kg（40 枚入り）1
アイシースクリーン B5 サイズ 8、30cm 定規 1
アイシープロギアスクリーンツール 1
つけペン先 (2 種各 2 本 )・つけペン軸 (1 本 ) 1
アイシープレミアムブラック（つけペン用）1
アイシープレミアムホワイト 1、細筆 1
雲型定規 1、トーンイレーサー 1、ニード 1
コピックマルチライナーブラック 0.8mm 1
ミニモデル人形 1、投稿用封筒 1、説明書 1

金属工芸

下書き線の濃度の調節、スクリーンの削りカ
スの処理に原稿の汚れ、ごみ取りなどに最適
なねり消しゴムです。
消しクズがが出ないので綺麗に作業ができま
す。漫画の下書き線が濃くなりすぎたときの
濃度調節や、スクリーンの削りカスやホコリ
などを取るのに便利です。※ 消しゴムの表面
が黒くなりましたら、指で練り込んで下さい。

「まんがを描きたいけれど何から始めればいいの？」という初心者の方へ、お手
本や説明書を見ながらまんがの描き方・道具の使い方を楽しく学べるセットです。

ガラス工芸

アイシーイレイザー NEAD

10711 ---------------------------------------------------------- ¥8,030 ￥7,300

芸

※スクリーン専用なので、鉛筆の線は消せません

アイシーまんが工房 PRO
陶

特殊研磨剤を配合したスクリーン用の消しゴ
ムです。フィルムを傷めずボカシのテクニッ
クが簡単に出来ます。

スクリーンツール

バーニシャー

I.C B COLLECTION

I.C スクリーン テクニカルギャラリー 2

61077 Vol,1 東京サイト編 ------ ¥550 ￥500
61078 Vol,2 ビル街・繁華街編 -- ¥550 ￥500
61079 Vol,3 住宅・商店街編 --- ¥550 ￥500

61085 --------------------------- ¥1,320 ￥1,200
61086 --------------------------- ¥1,320 ￥1,200

10723 スクリーンツール -------- ¥605 ￥550
広範囲の定着に便利です。※黒→透明に変更予定です

10724 バーニシャー 2------------ ¥605 ￥550

版権フリーの背景カット集です。

スクリーントーンの細い部分の 転写・定着に便利です

そのまま張り込める「スクリーン加工済」とアレン
ジができる「線画」の２種類を揃えた、背景素材と
解説が一つになったテキストです。
各巻 A4 判・総 52 頁

10722 プロギアカッター -------- ¥935 ￥850
太めのグリップで細かい部分や曲線を切るのに適し
ています。替刃 16 枚付き。

備品

人気漫画家の完全書きおろしイラストを元に、スク
リーンの使い方を詳しくお教えします。
基本的な使い方から応用までさまざまな場合の使い
方をわかりやすく解説、これ一冊でスクリーンの事
が何でも解る永久保存版です。
各巻 A4 判 頁数：92 頁

アイシープロギヤ
資料

I.C スクリーン テクニカルギャラリー 1

七宝焼

カッター

皮革工芸

※黒→透明に変更予定です
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

水墨画用和紙

水墨画練習帳（50 枚入り）

70010 水墨画用和紙 A（530 × 393㎜）白：にじむ効果が表現できます。-------------------- ￥39 ￥35

15561 F4（333 × 242㎜）----------- ￥770 ￥700

70011 水墨画用和紙 B（540 × 390㎜）白：にじまないどうさ引き済みです。---------------- ￥33 ￥30

15562 F6（410 × 318㎜）-------- ￥1,540 ￥1,400

70012 水墨画用和紙 手すき（540 × 390㎜）白：にじまないどうさ引き済みです。------ ￥418 ￥380

木彫・木工芸

70015 雁皮紙（がんぴし）10 枚（540 × 380㎜）

ナチュラル色の丈夫な和紙です。---- ￥1,430 ￥1,300

水墨画に最適の紙を選びました。

少し厚手ですが墨色もよく出て、にじみも少なく描
きやすい紙です。

程よくにじみがあります。薄くて強度があるので、表装ができます。写経用に使用されている和紙です。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

墨の精

水墨画用青墨

15570 No.31（100ml）---------- ￥1,320 ￥1,200

ガラス工芸

水墨画用に開発された濃縮の練墨で、墨色はやや地
味な灰蒼色の青墨です。
使用濃度は 5 倍〜 30 倍に薄めてご使用下さい。薄
めた後少し時間をおくと、より一層美しいニジミと

金属工芸

立体感・透明感を表現できます。美しい淡墨を作る
時には 20℃前後の水で薄めて下さい。植物性純松煙、
合成糊剤使用。

絵墨 6 色

顔彩メタリック 6 色セット

15566 --------------------------- ￥1,320 ￥1,200

15550 --------------------------- ￥1,320 ￥1,200

墨と和絵具のミックスカ
ラ ー。 渋 い 暗 色 彩 で、 水
墨画、俳画やモノトーン
のはがき絵など簡単に立
体感をつけて描けます。
従来の絵具や墨では出せな
い 色 調、 日 本 の 心 の 色 で
す。 淡 い 色 調 で、 す こ し
にじむ紙でお使いくださ
い、より一層淡彩色が引
き立ちます。

赤 金・ 青 金・ 銀・ 赤・ 緑・
青のメタリックカラー 6 色。
キラキラした色彩は目にも
きらびやかでかわいく表現
できます。

５色セット

皮革工芸
七宝焼

マーブリングセット 6 色

画墨 清尚（がぼく せいしょう）
資料

15572 ---------------------------- ￥1,320

￥1,200

容量：1.0 丁型（約 15g）

やや青味の強い灰蒼色の黒。
すずり

学友硯 4.5 平（しごひら）
備品

15573 ---------------------------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：74 × 134 × 18㎜

軽くて、海の容量が多い。

288g

彩液セット

マーブリングセット

80602 6 色セット ------------ ￥5,280 ￥4,800

80600 5 色セット ---------------- ￥660 ￥600

＜セット内容＞
赤、橙、黄、緑、青、黒（各 1 本 70g）、筆 6 本

赤、 橙、 黄、 緑、 青（ 各 5ml）
、フロート紙 1 枚

80605 白液 -------------------- ￥1,100 ￥1,000

赤、橙、黄、緑、青、黒（各 1 本 12ml）、フロート紙 1 枚

80601 6 色セット ---------------- ￥990 ￥900

容量：120g
用途：彩液のトーンを変えるときに使用します。

紙（洋紙、和紙を問いません）、皮、布などへのマーブ
ル染め、板じめなどにも使用できます。
水性ですが、乾くと耐水性になります。

水墨画

絵画・画材

永楽
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墨染セット

15567 ------------------------- ￥1,430 ￥1,300

デザイン

＜セット内容＞
画仙紙（257 × 364㎜）10 枚、筆、水刷毛
墨液 60ml、液（赤、黄、青）、皿

2 枚、説明書

淡墨（薄墨）で書いた場合、後から書いた線は先

白抜き剤

の線に分断されて下に潜ったように見えます。

わんぱう

15568 ---------------------------- ￥1,100 ￥1,000

特性と言えます。

容量：40g
（600 〜 800ml の液が作れます）

この特性を利用して紙に多種多様な模様を染めそ
れぞれの用途にお使い下さい。
包装紙、ランプシェード、ブックカバー等のデザイン。

木彫・木工芸

お湯に溶かして書き、裏から墨を塗るだけで、白抜
き文字が簡単に出ます。

＜用途＞

版画・染色

これは先の墨が濡れている間は、後の墨は上に乗
らないことから起こる現象で墨（ニカワ）の持つ

工芸・民芸

永楽「墨染」とは
画仙紙などのよくにじむ紙に
墨の特性を利用して
模様を染めることです。

てん刻

パート 1

71006 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000

61058 パート 1-------------------- ￥550 ￥500
61059 パート 2 白文技法 ------- ￥550 ￥500

サイズ：257 × 364㎜（B4）

紙の繊維が長く耐折強度がぐるれています。 サイズ：148 × 210㎜／ A5
（パート 1 36P、パート 2 44P）
色付きが良く、発色が美しい、吸水力にすぐれ、濡
墨と紙が織りなす不思議な模様や文字、紙の上で墨
れても破れにくい、紙質がしなやかで強靭です。
を育てる新しい技法の解説
絞り染、マーブリング、水墨画、版画、など様々な

15558 こすもす（細筆）---------- ￥550 ￥500
金色ナイロン毛

穂径 6.0㎜

穂長 25㎜

白ナイロン毛

穂径 11.0㎜

穂長 48㎜

水墨画に使いやすい筆を選びました。

極（きわみ）

15571（中字）---------------------- ￥880 ￥800
究極の黒、こだわりの墨液（本物）を
入れた墨液筆。

乾くと書いた文字が水に流れません。
穂先は中字が書ける太さ、腰のある本格的な毛筆タ
イプを採用しました。墨の含みもよく細字、中字が
連続して書けます。和紙、普通紙、インクジェット
用紙まで幅広く使えます。

46521 0.5 寸（幅 15㎜）------------ ￥275 ￥250
46522 1.0 寸（幅 30㎜）------------ ￥330 ￥300
46523 1.5 寸（幅 45㎜）------------ ￥440 ￥400
羊毛の刷毛で、墨含みが良く、
刷毛先がまとまります。
広い面を塗る際に便利で、刷毛
特有のカスレの表現が可能です。
一度水を含ませ毛先を整え使用
します。

備品

15559 北野
（太筆）------------ ￥1,100 ￥1,000

墨筆

水墨画用刷毛

資料

穂長 16㎜

すみふで

七宝焼

墨液

15557 特製面相筆 ---------------- ￥330 ￥300
穂径 2.5㎜

皮革工芸

北野（太筆）

こすもす（細筆）

特製面相筆

水墨筆（穂先硬め）
金色ナイロン毛

61055 --------------------------- ￥1,980 ￥1,800
篆刻、滲みの表現、マスキング効果を利用した表現、
墨流し技法、わんぱうを利用した表現など掲載され
ております。英文での説明付き。技法 DVD をセット。
A4：30P

金属工芸

和紙工芸に使える万能和紙です。

墨アートⅡ（テキスト・DVD）

ガラス工芸

永楽墨染（テキスト）

文字だけではなく、多くの表現に墨はその威力を発
揮します、にじみやかすみなどが効果的に働き、造
形的にも面白い表現ができます。
英文での説明付き。A4：56P

芸

板締和紙（100 枚入り）

61057 --------------------------- ￥1,980 ￥1,800

陶

パート 2

彫塑・彫刻

墨アート（テキスト）
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水墨画・拓本

絵画・画材

はじめての拓本用具
15580 ------------------------ ￥7,238 ￥6,580
＜セット内容＞

デザイン

拓象 1 個、タンポ 2 個、拓本ブラシ 1 個
拓本用和紙 12 枚、布 1 枚、綿 1、裏打用紙 10 枚
テキスト、ケース、拓本用版木（百寿字）1
「拓本」は、
文字や文様の刻まれた石、金属、木などに、

工芸・民芸

紙を貼り、その文字や文様を写し取ったものをいい
ます。ノートに 10 円玉の上に紙をのせて、鉛筆で
こすって写し取った記憶が有りませんか？あれも立
派な「拓本」です。このセットは本格的な「拓本」
の技法「湿拓法」を体験できます。

版画・染色
木彫・木工芸

1. 拓 本 を 取 る 素 材 を 並 べ ま す（ 簡 2. 素材の上に和紙をのせ、霧吹きで 3. 手ぬぐいや和紙を重ね、ブラシで
単に手に入る樹の葉を使い説明しま 和紙を湿らせます。
たたき和紙を密着させます。
す）

てん刻
彫塑・彫刻

版画の板や、
彫刻作品を「拓本」にすると面白いです。
屋外でマンホールの蓋や、橋の欄干も良い対象物で
4. タンポに墨を含ませ、もう１個の 5. いきなり濃い墨が付かない様に墨 6. 葉の葉脈がきれいに写りました、
す。石碑などを「拓本」する場合は、承認を得てか
タンポに移します。
の濃度を調整し付けます。
仕上に干彩などで着色しても良いで
ら行ないましょう。
しょう。

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

拓象（たくしょう）
15575 黒 --------- ￥1,650

拓本用タンポ
￥1,500

15576 2 個組 -------- ￥550

拓本用ブラシ
￥500

皮革工芸

サイズ：φ 94 × 31㎜

サイズ：φ 45 × 80㎜

油性のため、拓本用紙の乾燥具合を、
あまり気にせずに拓本をとることがで

タンポに墨を含ませ、もう１個のタン
ポに移して、いきなり濃い墨が付かな

きます。50g 缶入り

い様に墨の濃度を調整します。

15577 ---------------- ￥550

拓本（テキスト）
￥500

サイズ：50 × 225 × 40㎜
対象物に和紙を密着させる時に使用し
ます。馬毛使用。

七宝焼
資料

かんたくよう つりがねずみ

乾拓用 釣鐘墨

15578 ----------------- ￥660
備品

サイズ：42 × 50 × 13㎜
重さ：約 22g

￥600

煤（すす）を蝋（ろう）で固めた墨です。
拓本をとる対象に和紙をのせて上から
擦（さす）って拓本を取ります。
和紙を濡らさないので「乾拓法」とい
う技法です。

拓本用紙（4 枚入り）

15579 ------------- ￥1,375 ￥1,250
サイズ：全紙判（680 × 1370㎜）
包装サイズ：150 × 236 × 28㎜
薄手で丈夫な手漉き和紙です。
必要なサイズにカットして使用します。

61056 ---------------- ￥220 ￥200
拓本の用具、技法の説明書です。
B6 サイズ

24 ページ

水墨画用紙
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絵画・画材

デザイン

21142 ------------------------------- ￥462 ￥420

21143 -------------------------------- ￥528 ￥480

サイズ：約 150 × 100㎜

サイズ：約 150 × 100㎜

仕様：白

仕様：5 色

越前手すき画仙紙を使用、絵手紙用はがきとして、
一番多く使用されている、はがきサイズの和紙です。
切手をはる位置や、郵便番号を書く欄も印刷されて
います。

淡い 5 色の越前手すき画仙紙を使用、はがきサイズ
の和紙です。
切手をはる位置や、郵便番号を書く欄も印刷されて
います。

色紙（しきし）

ミニ色紙（しきし）

ミニ色紙額

70400 サイン用（240 × 270㎜）--- ￥110 ￥100

70404 1 枚 ----------------------------- ￥88

70401 短冊（60 × 363㎜）------------ ￥99 ￥90

サイズ：136.5 × 121.2㎜

70402 F4（333 × 243㎜）------------ ￥209 ￥190

一般の色紙の 1/4 の小さいサイズ。

70403 F6（409 × 308㎜）----------- ￥374 ￥340

書道や水墨画、水彩画 , イラストなどに最適。

仕様：耳付き、白

鳥の子製のはがきです。
切手をはる位置や、郵便番号を書く欄も印刷されて
いますので、印刷した作品を郵便物として投函でき
ます。

各2枚

木彫・木工芸

21140 100 枚 ------------------ ￥4,840 ￥4,400
21141 10 枚 ----------------------- ￥495 ￥450
サイズ：約 150 × 100㎜

いろどり越前はがき（10 枚）

版画・染色

越前手すきはがき（10 枚）

工芸・民芸

手すき鳥の子はがき（100 枚）

てん刻
彫塑・彫刻

飾るのにちょうどいいサイズ
木製額は、彫刻・ペイントなど様々な装飾ができます。

色紙用掛軸（サイン用）

裏打用紙

70410 ------------------------------- ￥660 ￥600

15581 半切判 -------------------------- ￥1,650 ￥1,500

サイズ：780 × 330㎜

サイズ：360 × 7200㎜（半切 5 枚分）

15582 半紙判 ------------------------------ ￥550 ￥500
サイズ：半紙判 243 × 334㎜（10 枚入り）

霧吹きとアイロンで難しかった裏打が簡単にできます。
従来より裏打は難しいものだという考えがあり表具屋さんに
まかせきりでしたが、この裏打用紙では知識、経験がなくて
も手軽に裏打が楽しめます。
万が一、失敗してもはがすことができます。

七宝焼
資料

1. 作品伸ばし

2. 貼り合わせ

3. アイロンがけ

全体にムラが生じないように霧吹 作品と同じかまたは少し大きめの ズレたり空気が入らないように中
きをします。
裏打紙を光沢面（ツルツルした面） 央から外へ均一にムラなくかけま
を下にして作品の上に置きます。
す。

備品

ビニールシートに挟みますので、表面に汚れがつきません。

サイン用色紙が入れられる、掛軸です。

皮革工芸

無くなり次第廃止

手軽にできる！

金属工芸

用途：寄せ書き、水墨画、日本画、貼り絵、ちぎり絵

ガラス工芸

木製額（157 × 172 × 10㎜）
トンボ、鎖付き

芸

墨や顔彩の発色に優れる画仙紙色紙です。
はり絵、ちぎり絵などにも可愛いサイズです。

16010 ------------------------------- ￥594 ￥540

陶

紙質：奉書紙

￥80

50

配色・色彩

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

新配色カード 129

新配色カード 104

配色カード 158

18010 129a（120 × 35㎜）--------- ￥484 ￥440

18002 104a（120 × 30㎜）-------- ￥407 ￥370

18013 129b（175 × 60㎜）----- ￥1,320 ￥1,200

18003 104b（175 × 120㎜）--- ￥1,540 ￥1,400

18015 158a（120 × 35㎜）--------- ￥825 ￥7500
18014 158b（175 × 60㎜）----- ￥2,310 ￥2,100
18019 158c（175 × 120㎜）---- ￥3,300 ￥3,000

仕様：表面特殊印刷、裏面 5㎜方眼入り、
a ユニパックビニール袋入り
b ケース入り

仕様：上記いずれも
表面特殊印刷、裏面 5㎜ドット方眼入り
ユニパックビニール袋入り。

木彫・木工芸

マット調になり、光沢版とは違う質感の配色効果が
得られます。日本色研配色体系 166 体系から、201
体系になりました。

新配色カード 199
てん刻

18016 199a-------- ￥935 ￥850

作品づくリのための基本的な配色です、色を選べば配
色の効果を一目で理解できます。色紙裏面に色記号印
刷がされています。

仕様：表面特殊印刷、裏面 5㎜方眼入り
ユニパックビニール袋入り。
PCCS（日本色研配色体系）に基づき、トーン に分類
された高品質な印刷色紙です。
彩度段階も入っているので色の三原色の学習にも使
用できます。色紙裏面に色記号印刷がされています。

マット調の印刷インクで製作
トーン の色系統に実用的な色系をプラス。

サイズ：120 × 30㎜
ビス止め、ユニパックビニール入り

彫塑・彫刻

18017 199b---- ￥2,420 ￥2,200
サイズ：175 × 60 ㎜
ビス止め、ケース入り。

陶

18018 199C --- ￥3,520 ￥3,200

混色ガイド

芸

サイズ：175 × 120㎜
インデックス付き、
ユニパックビニール入り。

18101 ------------------------------ ￥385 ￥350

ガラス工芸

サイズ：180 × 178㎜
仕様：表面グロスコーティング済
ビス止め、回転式、ビニールケース入り

金属工芸

＜特長＞ PCCS201 系に基づいて、マット調の印刷インクで製作された高品質なカラーカードです。トーン
別の色系統（11 トーン各 12 色相：ビビッドトーンのみ 24 色相、無彩色 17 段階）に実用的な色系統をプラ
スして、より実践的な配色プラン、トレーニングが行えます。
特殊印刷色紙 199 色組、色紙裏面に 5mm 方眼、色記号、系統色名を印刷、解説、インデックス付き

作りたい色を窓から見えるようにすると、それに必
要な純色と白、黒の割合がグラフで表示されます。
色見本有彩色 84 色（12 色相 7 トーン）
色見本の色は「配色カード」と対応しています。

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

デザインの色彩

色彩 造形のたのしさ

18102 --------------------------- ￥1,980 ￥1,800

18100 ------------------------------- ￥517 ￥470

18103 --------------------------- ￥1,650 ￥1,500

デザインに必要な、色彩学の基礎事項から色彩計画
の展開まで、具体的に分りやすく解説。豊富なカラー
図版や色こまが、色彩の理解をいっそう深め、学習
効果をより高めます。デザイナー志望はもとより一般
向け色彩入門書としても使える充実した内容。

色 の 美 し さ、 表 現 す る 喜 び を 味 わ い な が ら
造 形 学 習 が で き る 色 彩 の ワ ー ク ブ ッ ク で す。
貼り付け用こま 140 色付きです。

改訂増補版、各種色彩検定にも対応のとれた内容・
図解を新たに加えました。従来からの多くの図や解
説に捕足、修正を加え、より分りやすくなりました。
配色技法の配色を全て新しいものに変え、配色例も
増やしました。

付属品：貼付用色こま（338 色）色相・トーン一覧表
サイズ：AB 判 頁数：32 頁（カラー）
発行：日本色研

サイズ：A4 判 頁数：33 頁
著者：真鍋一男著
発行：日本色研

カラーコーディネーター入門

サイズ：B5 判

頁数：94 頁

色彩

配色・色彩

PCCS 配色パレット（スタート編）

18108 -------------------------- ￥3,190 ￥2,900

18107 -------------------------- ￥1,320 ￥1,200
CD-ROM 版です。
ファッション、インテ
リア、テーブルコーディ
ネートのイラストの部
位 の 色 を、PCCS の カ

＜セット内容＞
インテリアカラーブック
テーブルカラーコーディネート
ファッション＆ビューティーの色彩
PCCS 配色パレット

デザイン

ファッション、インテリア、テーブルのカラーコー
ディネートの基礎を学ぶことができる三冊のテキ
ストと、PCCS のカラーパレットを使ってパソコン
の画面で、配色演習ができるソフトがセットになっ
た色彩学習教材です。

絵画・画材

カラーコーディネートの基本
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ラーパレットを使って
色効果を実験すること
ができます。

ファッション＆ビューティーの色彩

18104 ----------------------------- ￥594

18105 ----------------------------- ￥484

￥440

18106 -------------------------- ￥1,100 ￥1,000

インテリアにおいて、色彩がもたらす視覚効果や作用

色と料理のおいしい関係、料理をおいしく見せるた

を学び、目的にあった色を意識的に選べるようになる
ことをテーマとしています。サイズ：A4 判 24 頁

めの食材や器の色使いを考えたり、味覚と色との関
係などたのしく学べます。サイズ：A4 判 16 頁

ファッションや理容・美容に向けた、新しい色彩
入門書。配色のための色彩体系である PCCS をベー
スに色彩の基礎的な内容から、わかりやすく解説
しています。サイズ：A4 判 40 頁

木彫・木工芸

テーブル・カラー・コーディネート

￥540

版画・染色

インテリア・カラー・ブック

工芸・民芸

自由に色変換して、配

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

ファッションカラーコーディネートに活用できる配
色法が短時間でマスターできます。
「カラー＆ライフ」
を広げながら実習することでよりスムーズに配色の
基本を理解することができます。
実習には「配色カード 158（別売）」が適しています。

衣・ 食・ 住 と 色 彩 の 関 係 を 生 徒 さ ん の 興 味 を ひ
く 構 成 で 作 り 上 げ た、 初 心 者 向 き の テ キ ス ト。
20 册に 1 册、指導手引書有り

18119 ------------------------------- ￥275 ￥250

サイズ：A4 判

6 チャート

18120 ----------------------------- ￥440 ￥400

サイズ：A4 判

頁数：26 頁

Lovely Color（ラブリーカラー）

18109 --------------------------- ￥1,760 ￥1,600
今よりもっと可愛く見える！
見て、読んで知るおしゃれ度ＵＰの色えらびポイン
トは、肌や髪の色との共通感。

金属工芸

カラー＆ライフ

ガラス工芸

work paper 配色実習台紙

サイズ：Ｂ５変形版／ 40 頁

18114 ------------------------------- ￥858 ￥780

皮革工芸

色彩ワークショップ

しる・みる・つかうシリーズ

18514 --------------------------- ￥4,070 ￥3,700

サイズ：B5 判 頁数：82 頁
著者・発行：日本色研

サイズ：A4 判
頁数：36 ページ
貼付用色コマ 216 色付
著者：日本色彩教育研究会
監修：日本色彩研究所

備品

日本人の暮らしに生き続ける
伝統色 143 色を収録。

資料

日本伝統色 色名事典

対 象： 中 高 学 校 美 術、 デ
ザ イ ン 専 門、 大 学、 社 会
人色彩学習など

七宝焼

これから色を学びたい人が「使いながら考える・考
えながら使う」ワークブックです。
色の原理・色の活用・色の文化
の三つの視点から様々なワークを通して、色彩の世
界を案内します。
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配色・色彩

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

日本色研 ライト色立体 PCCS
18611 ------------------------ ￥25,300

￥23,000

版画・染色

サイズ：W230 × H310㎜ 215g
仕様：ラミネートチャート色こま（17 × 17㎜）12 枚
（12 色相）有彩色 308 色、明度 9 段階
＜付属品＞ 解説書、ビニールケース付き

木彫・木工芸

軽くて持ち運びに便利なラミネート方式の色立体で
す。PCCS（日本色研配色体系）の色相、明度、彩度
によって色が配列されており、色の三次元性を視覚
的に理解できます。

日本色研 ライト色立体 マンセル

18612 ------------------------ ￥26,400 ￥24,000
サイズ：W230 × H310㎜ 150g
仕様：A5 判ラミネートチャート 10 枚（10 色相）
色こま（17 × 14mm）付有 色 298 色
明度 10 段階
＜付属品＞ 解説書、ビニールケース付き
軽くて持ち運びに便利なラミネート方式のマンセル色
立体です。JIS で使用されているマンセルカラーシス
テムの色相、明度、彩度によって色が配列されており、
色の三次元性を視覚的に理解できます。

日本色研 修正マンセル色立体

18604 ------------------------ ￥55,000 ￥50,000
サイズ：W420 × H300㎜
仕様：アクリル板チャート 10 枚に色こま（22 × 17㎜）
両面添付有彩色 378 色、明度 10 段階
両面コールドラミネート加工済
＜付属品＞

活用解説書、収納ケース付き

てん刻
彫塑・彫刻

PCCS カラートーンサークル

ー早技配色ツールー

陶

18113 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000

芸

仕様：円形透明ペット板（直径 11､ 5㎝）12 枚
132 色カラー印刷、収納ポーチ付
トーンサークル 11 部各 12 色
色相関係早見サークル１部

ガラス工芸

金属工芸

色彩の勉強をされている方々の学習用ツールとして最
適の教材です。配色を考える時に、ストレスなく色ど
うしを比べてみることができます。透明ペット板に印
刷してあるため、対象に直接あてて配色の感じを確認
するときにも、大変便利です。配色カードと併用する
ことで、より感度の高い配色を生みだすことができま
す。

日本色研 小型色立体

日本色研 大型色立体

サイズ：W330 × H270㎜
仕様：有彩色 308 色、明度 9 段階。
アクリル板チャート 12 枚に色こま（19mm 角）両面添付。
両面コールドラミネート加工済
＜付属品＞

サイズ：W415 × H520㎜
仕 様：有彩色 308 色、明度 9 段階。
アクリル板チャート 12 枚に色こま（3 角）両面添付。

活用解説書 収納ケース
色フィルター（あか、あお、き

活用解説書 収納ケース 色紙 15 色
色フィルター（あか、あお、き 230 × 330㎜）3 枚

18601 ------------------------ ￥49,500 ￥45,000

210 × 280㎜）3 枚

18600 ---------------------- ￥148,500 ￥135,000

両面コールドラミネート加工済
＜付属品＞

皮革工芸
七宝焼

日本色研

混色デザインこま

資料

18619 ------------------------------ ￥528 ￥480
＜セット内容＞
円盤制作用デザイン台紙（作図用罫線入り）
カラー刷り実験用円盤 8 パターン（φ 95㎜）
木製こま 回転用ひも 各 1

備品

回転によっておこる現象
混色 、ストロボ効果
不思議な現象を体験できる 8 つの円盤パターンがつ
いています。

改訂新版 中学校美術科演習セット色の学習

よくわかる基礎色彩図表

18121 1 年用 --------------------- ￥330 ￥300
18122 2 年用 --------------------- ￥330 ￥300
18123 3 年用 --------------------- ￥330 ￥300

18610 ------------------------ ￥24,200 ￥22,000

色コマを貼りながら、短時間で色彩基礎演習ができ
ます。発行：日本色研
サイズ：A4 判

頁数：6 枚組

貼付用色こま 1 年→ 78 色 2 年→ 62 色 3 年→ 42 色

児童・生徒の参考となる「色のイメージ」
「色の見え方」
「調和する配色」等を多く掲載。実践的色彩図表です。
＜主な内容＞
色とは・色の三属性と色立体・色相環・明度と彩度
トーン分類・トーンと色相別表・調和する配色 1、2
色のイメージ・配色のイメージ・色の見え方 1、2
サイズ：B4 判 仕様：12 チャート、バインダーつづり、
カラー印刷、色票 272 枚貼付、解説付き

配色・色彩
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

配色パネル（初級用）

18605 ------------------------ ￥55,000

￥50,000

日本色研

配色パネル（中級用）

18602 ------------------------- ￥66,000

￥60,000

配色パネル（上級用）

18606 ------------------------ ￥77,000 ￥70,000
サイズ：900 × 600㎜
スチール製パネル（片面白、片面グレー 5 方眼入）1 枚
マグネット付き色シート 140 色 164 枚
（18㎝角 13 枚、9㎝角 151 枚）
指導用解説書（A ４判 16 頁） 1 冊

木彫・木工芸

サイズ：900 × 600㎜
サイズ：900 × 600㎜
スチール製パネル（表白、裏グレー 5 方眼入）1 枚、マ
スチール製パネル（片面白、片面グレー 5 方眼入）1 枚
グネット付き色シート 43 色 80 枚（18㎝角 12 枚、 マグネット付き色シート 69 色 107 枚
9㎝角 56 枚、φ 6㎝ 12 枚）
（18㎝角 13 枚、9㎝角 81 枚、φ 6㎝ 13 枚）
指導用解説書（A ４判 16 頁） 1 冊
指導用解説書（A ４判 16 頁） 1 冊

日本色研

版画・染色

日本色研

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

日本色研

18609 ------------------------ ￥44,000 ￥40,000
サイズ：B 全判（1080 × 785㎜）
仕様：カラー刷りチャート 8 枚色票貼付 ケース入り
＜付属品＞ 指導解説書付き

日本色研 改訂新版 色の基本掛図
18613 ------------------------ ￥16,500 ￥15,000

日本色研 PCCS 基本掛図
18614 ------------------------ ￥14,300 ￥13,000

サイズ：B 全判 1080 × 785㎜
もっとも配色理論が分りやすく配色演習のしやすい
体系です。PCCS 色相環と PCCS トーン別

サイズ：515 × 728㎜
色彩と配色の指導をする際に最低限必要な、色相環
とトーン分類の掛図です。
PCCS 色相環と PCCS のトーン分類

ガラス工芸

基本色彩掛図（中級用）

金属工芸
皮革工芸
七宝焼

無くなり次第廃止

日本色研 教育用色彩掛図（中級用）

無くなり次第廃止

18603 改訂版 -------------------------------------------- ￥48,400 ￥44,000

サイズ：B2 判（728 × 515㎜）二つ折り
仕様：カラー刷り二つ折りチャート 9 枚、油性色票貼付ケース入り

サイズ：B2 判（728 × 515㎜）二つ折り
仕様：カラー刷り二つ折りチャート 13 枚、油性色票貼付ケース入り

付属品：指導解説書（A4 判 18 頁）付き
1. 色のなまえ 2. 色のなかまと感情効 3. 色のわ 4. 色づくり 5. 色の調子
6. 色の見えかた 7・8. 色による表現 1、2 9. コンピューターの色

付属品：指導解説書（A4 判 26 頁）付き
1. 色相（色相環） 2・3. 色相と明度と彩度 1、2 4. 表現技法と混色 5. 色の堆肥と同化 6. 色の感
情効 7. 色の同一・類似・対照の配色（色相）8. 色の同一・類似・対照の配色」
（色の調子） 9 〜
11. 色の 積や配置を考えた構成 1、2、3 12. 色の機能 13. コンピューターの色

備品

18608 改訂版 ------------------------------------------ ￥38,500 ￥35,000

資料

日本色研 教育用色彩掛図（初級用）

