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折紙建築

絵画・画材

グリーティングカードセット

招待状、バースデーカードなどにどうぞ

15702 -------------------------- ￥583 ￥530

デザイン

＜セット内容＞
特製ケント紙（200 × 150㎜）5 枚
原図（アルファベット文字他）3 枚
マーメイド紙（200 × 150㎜）5 色組
（色：青竹、セルリアン、ぼたん、黒、赤）
1㎜方眼紙 5 枚、針ニードル

1本

工芸・民芸

説明書付き

折り紙建築の 90°
展開、180°
展開を
グリーティングカードにできるようにしたセットです。

版画・染色

招待状、クリスマスカード、名紙などに応用してはいかがでしょうか？マーメイ
ド紙を貼ってコントラストを出すと、より作品が引き立ちます。

オリガミックキット

白いペーパーの空間に飛び出す立体彫刻

木彫・木工芸

15700 -------------------------- ￥583

￥530

てん刻

＜セット内容＞
特製ケント紙（200 × 150㎜）5 枚
1㎜方眼紙 5 枚、実寸大原図 3 枚
針ニードル 1 本
下敷き用ゴム板（200 × 150㎜）1 枚
説明書（90°
展開）付き

90°展開の作品ができるセットです。

彫塑・彫刻

簡単な材料と用具を使って作ることのできる折り
紙建築は、国内はもとより欧米各国に愛好者の輪
が広がっています。基本のデザインをマスターす
ることによって、創造性に富んだ、新しい可能性
が無限に広がります。平面から思いがけない立体
に変わる展開の面白さを、是非お試しください。

制作：茶谷正洋

注意：ニードルは、先端が尖っていますので、力を入れ過ぎないように注意して下さい。

陶
芸
ガラス工芸

1. 立体の構図を考え、切る部分と折る部 2. ケント紙の上に 1 の方眼紙を合わせ、 3. 線と線の交差する接点をニードル、あ 4. カットする線のみをカッターナイフで
分とを区別しながら、方眼紙に下絵を描 テープで固定します。（原図を利用してもよい） るいは鉄筆で穴をあけます。
切ります。曲線は、ニードルで筋を入れ
きます。
た後に切ります。

金属工芸
皮革工芸

5. 山折り、谷折りの部分にニードル（鉄 6. 全体の折り目に注意しながら、両手で均 7. 正確な折り目が付いたら、半分に折り、 8.90°に開いて完成です。
制作：中沢圭子
等に力を入れて、折り目をなじませます。 押さえて折り目を確実にします。
筆）ですじを入れます。

七宝焼

針ニードル
オルファーアートナイフ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

資料

鉄筆

備品

特製ケント紙

マーメイド紙

針ニードル

15710 ------------------- ￥33 ￥30

10461 〜 9 1 枚 ---- 各￥33 ￥30

22100 --------------------- ￥55 ￥50

サイズ：200 × 150㎜

1白
4赤
7 青竹

鉄筆（木柄）長さ 150㎜

厚さ：200kg

2桜
3 ぼたん
5 山吹
6 もえぎ
8 セルリアン 9 黒

サイズ：200 × 150㎜
紙厚：153kg

長さ 120㎜

用途：折り目付け用

15721 ----------------- ￥605 ￥550
用途：折り目付け用

D-401P

オルファーアートナイフ

14103 ---------------- ￥605 ￥550

NT デザインナイフ D-401P

14217 ----------------- ￥484 ￥440
サイズ：φ 9㎜ 長さ 140㎜
45°、30°の替え刃各５本付。

ペーパークイリング
ペーパークイリングは習得が簡単で
手軽に楽しめるペーパークラフトです

15630 スターターキット --- ￥3,630 ￥3,300

デザイン

＜セット内容＞
ペーパークイリングテキスト 1 册
ペーパークイリングバー
1本
クイリングカラーペーパー
3㎜幅× 30㎝、6㎜幅× 30㎝各 240 本
クローリーグルー 1 本 ペーパーカード

絵画・画材

ペーパークイリング
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2枚

工芸・民芸

細長い紙をクルクル巻いてパーツを作り
それを組み合わせると多様な作品が作れます。
グリーティングカードの装飾やミニチュア等、アイ
デア次第でオリジナル作品が簡単に作れます。
初めてペーパークイリングにチャレンジされる方へ、
必要なアイテムを、ワンパッケージに揃えました。

版画・染色

ペーパークイリングの基本パーツ

5. リーフ

（葉っぱ型）

6. 変形リーフ

木彫・木工芸

紙の端をクイリングバーの溝に挟み 0.5mm 〜
1. タイトサークル 2. ルーズサークル 3. ティアドロップ 4. フレーム
1mm 程出したところを押さえてまきはじめます。 （堅巻き）
（堅巻きをゆるめたもの）（涙型またはしずく型）（炎型）

クイリング専用工具

てん刻

（中性紙）
クイリングカラーペーパー
15636 A パステル（3㎜）----------- ￥352 ￥320
15637 A スタンダード（3㎜）----- ￥352 ￥320
15633 B パステル（6㎜）----------- ￥407 ￥370

彫塑・彫刻

15634 B スタンダード（6㎜）----- ￥407 ￥370
15635 B ダーク（6㎜）-------------- ￥407 ￥370

15632 ------------------------------- ￥880 ￥800

ラベンダー、ひまわり、黄緑、あさぎ、うすあさぎ、ばら、クリーム、白茶、スノーホワイト
オリーブ、緑、うす青、藤、朱、こうばい、赤、オレンジ、スノーホワイト
草、空、藤紫、梅鼠、からべに、たばこ、スノーホワイト、銀鼠、黒
黄色、緑、あさぎ、うす紫、ばら、赤、スノーホワイト

クイリングバー
15631 ------------------------------- ￥748 ￥680
サイズ：全長：80mm

皮革工芸

15640 ------------------------------- ￥715 ￥650

＜内容＞
基本的なパーツの作り方、パーツの組み合わせ作品例
収録時間：67 分

サイズ：150 × 210㎜

DVD で分りやすく基礎・作り方をマスターできます。

クイリングの基本パーツの作り方から、それを用い
てどのような作を作ることができるかをまとめた簡
単なテキストです。
※無くなり次第廃止

グローリーグルー
45036 ------------------------------- ￥748 ￥680
容量：50g
グロリーグルーは、ツインタイプの容器、高粘度の
水溶性ののりを採用したペーパークラフト用に開発
されたのりです。ペーパークイリング、折り紙、厚
紙工作などに最適です。

備品

65420 --------------------------- ￥1,540 ￥1,400

ペーパークラフト用のり

資料

ペーパークイリングテキスト

七宝焼

廃止
はじめてのペーパークイリング DVD

金属工芸

パステル
スタンダード
ダーク
ビビット

サイズ：200 × 150 × 5㎜
目盛り印刷付きコルクボード、説明書付き。

ガラス工芸

カラーペーパー配色一覧

芸

クイリングワークボード

サイズ：長さ 300㎜ 90 本（9 色× 10 本）
※ ビビット C15㎜は、70 本（7 色× 10 本）です。

陶

15639 C ビビット（15㎜）---------- ￥528 ￥480

82

張り子

絵画・画材

張り子セット
71300 ----------------------------------------------------- ￥583 ￥530

デザイン

＜セット内容＞
張り子用和紙 約 25 枚（40 g）
（170 × 130㎜）
彫塑粘土 1kg

1個

特殊下塗り剤

35 g

工芸・民芸

接着剤（CMC）10 g
首振り用ピン

3本

ひげ（70㎜）2 本
説明書付き

版画・染色

粘土で原形をつくって、動物の置き物や人形、お面、だるまなど自由に形を考え、制作できる創作張り子です。

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

1. 粘土で原形をつくります。

2. 粘土が乾燥したら、濡らした新聞紙を 3. 乾燥後、カッターナイフで切り開き、原 4. 原形を抜き取ったら、再び元どおりに
張り合わせます。
原形に張りくるみます。
形を抜き取ります。

陶

その上に和紙をちぎって接着剤（CMC） 複雑な形は、切るところを増やすと原形が 余分な和紙に接着剤を付けて接合しま
す。その後、下塗り剤に接着剤（CMC）
に浸したものを張りくるんでいきます。 抜き取りやすくなります。
を入れ全体に塗ります。

芸

＜張り子メモ＞

張り子は、「張りぬき」、「張りぼて」ともいい、古い時代に中国から伝わってきました。
ガラス工芸

室町時代には、上流階級の間で犬の形をした張り子の犬筥（いぬばこ※ 1）を飾ることが流行りました。
その後、江戸時代になり、各地で和紙の生産が始まり、技術も発達すると、その土地土地独自の玩具と
して量産されるようになります。
有名なところでは、達磨の形をした起き上がりこぼしが江戸時代に流行しました。
※ 1. 犬筥（いぬばこ）
：犬の形をした置物。出産のお守り。御伽犬（おとぎいぬ），宿直犬（とのいいぬ）とも呼ばれます。

手に付いても
ベタベタしません。

※「だま」にならないように
少しずつ入れたください。

皮革工芸

（だまになっても時間がたてば溶けます。）

金属工芸

5. 下塗り剤が乾いたら、絵の具で絵付け
をし、透明ニスで上塗りをして完成です。

張り子用和紙
71304 -------------------------------- ￥88 ￥80
170 × 130㎜ 約 25 枚、40 g 入
CMC を適量入れてた水のりに浸し、型に貼り付けま
す。（濡らした新聞紙で二重に包んだ後に貼り付けると型から剥

がしやすくなります）

七宝焼

特殊下塗り剤（胡紛）35g
71301 ----------------------------- ￥110 ￥100

張り子基本セット
資料

71306 ------------------------------- ￥308 ￥280

CMC（10g）

＜セット内容＞
張り子用和紙（170 × 130㎜） 約 25 枚（40 g）
特殊下塗り剤 35 g 接着剤（CMC） 10 g
張り子の説明書

CMC と水（ぬるま湯）をペットボトルなどに入れ、
水溶液を作ります。（500cc に CMC 約 3~5g）

備品

和紙と接着剤のセットです。

特殊下塗り剤（胡粉）を塗ることにより張り子本来
の風合いが出せます。
共同制作などで大きな張り子作品制作にお得です。

CMC を適量入れてた水のりを使用します。
塗りやすい濃度で使用してください。
※紙を貼るために作った水のりを利用しても良いで
しょう。

5516 ---------------------------------- ￥110 ￥100

お好みで濃度を調整して使えます。
CMC= カルボキシメチルセルロース（carboxymethyl cellulose,）
無味、無臭、無害であるため、食品、化粧品、医薬品、洗剤、
などに広く利用されている化学糊。

彫塑用粘土 1kg
30210 -------------------------------- ￥275 ￥250
型を作り、乾燥させ貼り付ける方法

※同じ形の張り子を量産することが可能（濡らした新聞紙で二重
に包むと剥がしやすくなります）

乾燥する前にラップなどで包み乾かせず別の型作り
に再利用することも可能です。

張り子
再生紙で作った紙です。

71303 --------------------------------- ￥242 ￥220
サイズ：約 300 × 420㎜

風船やボールなど、色々な物で型を取り
張り子の造形物を作ってみよう！

無くなり次第廃止

に優れ、水に浸すとやわら
かくなり、簡単に指でちぎ
ることができます。

※ 手作りのため納期がかかる場合があります。

工芸・民芸

厚みのある再生紙で吸水性

デザイン

張り子の下地に最適

絵画・画材

（反古紙 ほごがみ）

発泡スチロールのモデルに
水で濡らして、ちぎって貼りました。

張り子紙
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繊維が絡みやすく、厚さが
てすみ、張り子作品の下地
作業時間短縮が可能です。

版画・染色

あるので重ね貼りをしなく

しっかりした
厚みがあります

※張り子和紙の要領で、水に CMC を入れ使用すると、接着
が強力になり強度もアップします。

※ 手作りのため納期がかかる場合があります。

張り子紙をちぎり、型に貼 乾いたら剥がし、軽量粘土 下塗りをし、表面を安定さ 着色し完成
り付けます。
などで細かな調整します。 せます。

＜制作例＞

木彫・木工芸

5516 CMC---------------------------- ￥110 ￥100

てん刻
1. 粘土で型を作る
2. 型を少し濡らした新聞 3. 接着剤に浸した反古紙 4. 乾燥させる。
※未乾燥で型抜きすると型崩
凹凸の少ない単純な形が好 紙で二重に包む。（型と反 を貼り付ける。
古紙の貼り付き防止のため） ※小さく単純な型のものは包 れする恐れがあります
ましい
むように貼り付けると良い。

芸

71315 --------------------------------- ￥627 ￥570

ガラス工芸

＜セット内容＞
張り子紙（約 300 × 420㎜）1 枚（40 g）
彫塑粘土 1kg 1 個、接着剤（CMC）10 g
説明書付き

丈夫な反古紙のセットです。

6. 切目を入れ別れた物は、7. 乾燥させる。
8. 着色して完成
接着剤でつなぎ合わせる。着色や加工をすることができ
ます。
紙を貼っても良い。

風船張り子をベースに、ちぎり絵作品が作れます。

皮革工芸

71314 --------------------------- ￥1,012 ￥920

金属工芸

粘土で型を作り、反故紙を小さくちぎり張付けて、お 5. 型から抜き出す。
面や、だるま、起き上りこぶしなど、張り子の技法で ※切目を入れ、型を出す。
様々なものが作れます。

風船張り子・ちぎり絵セット

陶

※ラップでも良い

ほ ご が み

反古紙張り子セット

彫塑・彫刻

無くなり次第廃止

七宝焼

＜セット内容＞
民芸和紙（170 × 130㎜） 約 25 枚（40 g）
ちぎりえ色和紙 1
風船 2
接着剤（CMC）10 g
説明書付き

資料
備品

水で溶いた接着剤（水 500cc 接着剤３〜５g) に、適度にちぎったりハサミなどで切った民芸和紙を浸し、ふく
らませた風船に貼付けます。乾燥後ちぎり絵色和紙で模様や絵を作り完成。360 度どこからでも鑑賞できるち
ぎり絵作品が作れます。中に LED やランタンユニットなどの光源を入れ飾ると幻想的な作品になります。
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張り子

絵画・画材

雲龍紙と風船を利用した張り子づくりです。

デザイン
版画・染色
木彫・木工芸

接着剤をしみ込ませた和紙を
風船に貼り付けます。

工芸・民芸

風船張り子雲龍セット
71309 ------------------------------ ￥506 ￥460
＜セット内容＞
雲龍紙（白 2 枚、桃、水、黄
風船

各１枚）

2、接着剤（CMC）10 g

独特の紙質の雲龍紙を風船に貼り付け、和紙の球体
を作ることができるセットです。
白をベースに、桃、水、黄の三種類の雲龍紙で装飾
します。完成後、光源を入れるとおしゃれなランプ
シェードになります。

和紙が乾いたら、風船の空気を抜き、取り外します。

てん刻
彫塑・彫刻

陶

この作品は風船をひもで縛り形をつけました。

芸

風船張り子セット

ガラス工芸

71307 ------------------------------------ ￥330 ￥300

金属工芸

＜セット内容＞
張り子用和紙（170 × 130㎜）約 25 枚（40 g）
殊下塗り剤 35 g
接着剤（CMC）10 g
風船 2
説明書付き

風船を利用した張り子づくりです。

風船に和紙を貼付け乾燥後風船を抜き取ります。
＜作り方＞
接着剤（CMC）を水に溶き、和紙を使いやすい大
きさにちぎり、接着剤に浸します。風船に和紙を
貼っていきます。先に新聞紙を貼り強度をつける
こともできます。乾燥後、特殊下塗り剤を塗ります。
さらに乾燥後、着色し空気を抜いてふうせんを取
り除きます。

ゴムふうせん （100 個入）
71310 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000
一般的なゴムふうせんです。

装飾や、粘土で空洞をつくる時の芯材などに、工夫
次第でいろいろ使えます。
ふくらませた風船に張り子のように和紙を貼り、乾
燥後空気を抜きふうせんを取り外します。

顔出し、顔隠しの被り物どちらもできます！

皮革工芸
七宝焼

1. 風船を顔のサイズまで膨らま 2. 接 着 剤（CMC） を 水 に 溶 き、3. 風 船 に 和 紙 を 貼 っ て い き ま
します。割らないように注意し 和紙を使いやすい大きさにちぎ す。先に新聞紙を貼り強度をつ
ましょう。
り、接着剤に浸します。
けることもできます。

風船張り子のお面セット
資料

71308 ------------------------------------------- ￥539 ￥490
＜セット内容＞

備品

張り子用和紙（170 × 130㎜）約 25 枚
（40 g）
特殊下塗り剤 35 g
接着剤（CMC）10 g
風船 2、軽量粘土（40g）1
説明書付き

ゴムふうせん （100 個入）
71310 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000
一般的なゴムふうせんです。

装飾や、粘土で空洞をつくる時の芯材などに、工夫
4. 乾燥後、特殊下塗り剤を塗り 5. 余 分 な 部次第でいろいろ使えます。
分 を ハ サ ミ や カ ッ 6. 粘土で耳や鼻などをつけ、工
ます。さらに乾燥後、空気を抜 ターナイフで切り取ります。
夫した作品をつくりましょう。
ふくらませた風船に張り子のように和紙を貼り、乾
いてふうせんを取り除きます。
燥後空気を抜きふうせんを取り外します。
※ 特殊下塗り剤は CMC を混ぜて使います。紙を貼る時に余った接着剤を利用しても良いでしょう。

デコパージュ・紙すき
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絵画・画材
工芸・民芸

デコパージュ接着＆仕上剤
MDF 四角箱にちぎり絵

布にちぎり絵ができる！
低臭で扱いやすいデコパージュ用の塗料です。

MDF 小箱にちぎり絵

1. 貼りたい部分に本商品を塗りま 2. そっと載せ、空気を抜きながら 2. 上塗りします。充分に乾かし完成。
す。貼付ける物の裏面にも塗るとよ しっかり密着させます。
白い液体ですが、乾くと透明になり
くなじみ、接着できます。
ます。

彫塑・彫刻

紙すきプラ枠すだれセット（生徒用はがき判）

てん刻

乾燥時間：約１時間／ 20℃
うすめ液：水（基本的にそのまま使用）

木彫・木工芸

接着とトップコートを兼ねているので、１つの塗料で
仕上げることができます。落ち着きのあるつや消しの
仕上がりで、“ 塗った ” 雰囲気が出にくく、自然な仕
上がりになります。
手についてもベタつきにくく、乾きが早いので作業性
も抜群です。

版画・染色

46361 100ml --------------------- ￥968 ￥880
46362 200ml ----------------- ￥1,518 ￥1,380

屋内に飾る木・金属・ガラス・プラスチック・布
固形石鹸などのデコパージュ用

デザイン

布に、ちぎり絵和紙・千代紙

ホログラムなど接着可能。

仕立て手下げ袋にちぎり絵

70712 ------------------------------------------------ ￥594 ￥540
＜セット内容＞
樹脂製枠（外寸：215 × 146㎜、内寸：155 × 105㎜）2 個
すだれ（170 × 120㎜）竹製 1 枚、説明書付き

陶

はがきサイズに「紙すき」できます！

芸

枠の部分を樹脂製にし、個人持ちでも使用できるように廉価設定にし
ました。牛乳パックからバージンパルプを作る製法も書かれている説明
書が付いています。

使用済みのパックを開いてよく洗い、適当に切って、24 時間水につ
けます。
（浮かないように重石があると良い）ふやけたパックをもん
で表面のコーティングをはがします。ミキサーでよく撹拌し使用しま
す。
パルプを水に 10 分ほどつけ、細かくちぎってミキサーにかけます。

乾燥

バットなど大きめの容器に入れ、紙すき枠で 布または新聞紙にはさみ水を切ります。ガラ
すくい上げます。5㎜くらいの厚さになるま スや板などに貼り付けて乾燥させても良いで
で繰り返します。（押し花や落ち葉、紐や絵の具、 しょう。生乾きの時に低温でアイロンをかけ
などを入れ工夫ができます。
）
るときれいに仕上がります。

金属工芸

バージンパルプの使い方

すき方

ガラス工芸

牛乳パックの使い方

皮革工芸
七宝焼

材質：プラスチック製

22910 小 --------------------- ￥1,254

￥1,140

サイズ：350 × 310 × 50㎜

22911 中 --------------------- ￥1,958 ￥1,780
サイズ：410 × 330 × 60㎜

サイズ：540 × 410 × 100㎜

70721 ----------------------------- ￥418

￥380

バージンパルプ（3 枚入り）
70720 ----------------------------- ￥308 ￥280

容量：200cc

サイズ：約 265 × 200㎜

バージンパルプを固めるために水に溶かして使用する
ものです。本格的な和紙すきで使用するトロロ葵と同
じ成分の科学粘剤ですので、無害です。

紙の原料になるパルプのシートタイプです。

バージンパルプ 1 〜 2 枚に対して水 1L に 20cc を溶い
て使用します。

細かくちぎって水に溶かし、水 1L に粘剤 20cc と
混ぜて使用します。バージンパルプ 1 枚に付き、は
がきサイズで 8 枚くらいがすけます。

備品

22912 大 ---------------------- ￥3,630 ￥3,300

粘剤

資料

バット
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ちぎり絵

絵画・画材

スポンジちぎり絵

デザイン

かんたん・スピーディに和紙の貼り付けができ、
糊のベタベタも気にならない！

工芸・民芸

スポンジに水のりをふくませ、かんたん・スピーディ
に和紙の貼り付けができます。
糊のついた手で紙をちぎってもベタベタにならず、
仕上がりが綺麗です。
低学年〜高学年、大人の趣味としても楽しめます。

スポンジを使ったちぎり絵の和紙貼り、普通の糊付けより 2~3 倍速く作業が進む！

版画・染色

１.CMC と水（水 500cc に CMC 約 3~5g）をペットボトルなどに入れ、水溶液を作り手頃な容器に移します。（溶けるのに多少時間がかかる場合があります）

木彫・木工芸

てん刻

２. スポンジに水のりを軽くしみ込ませ、貼りたい場
所を水のりで濡らします。

３. ちぎった和紙をのせ、水のりをふくんだスポンジ
を押しつけ軽く絞り、水のりと和紙をなじませます。

４. スポンジの絞りを緩めると余分な水のりはスポン
ジに吸い込まれ定着します。

「色紙」や「うちわ」などと一緒にどうぞ
彫塑・彫刻

5 〜 6 人分

陶
芸
スポンジは、好みのサイズにカットして使用して下さい。

ガラス工芸

スポンジちぎり絵和紙セット
71019 -------------------------- ￥1,177 ￥1,070

金属工芸

＜セット内容＞
ちぎり絵和紙 18 色 1 セット
角型スタンプパッド 1 個
CMC10g 1 個、説明書

資料
備品

スポンジ（20 × 30 × 50㎜）20 個
CMC10g 1 個、説明書

ちぎり絵セットと一緒にどうぞ

手に付いても
ベタベタしません。

七宝焼
12347 -------------------------------- ￥506

※「だま」にならないように
少しずつ入れたください。

（だまになっても時間がたてば溶けます。
）

皮革工芸

ちぎり絵スポンジセット

20 人分

500cc のペットボトルに 300 〜 400cc の水を入れると
シャカシャカと混ぜやすいです！

CMC
￥460

5516 10g---------------------------- ￥110

ミニスポンジ（10 個）
￥100

CMC と水（ぬるま湯）をペットボトルなどに入れ、
水溶液を作ります。（500cc に CMC 約 3~5g）
お好みで濃度を調整して使えます。
CMC= カルボキシメチルセルロース（carboxymethyl cellulose,）
無味、無臭、無害であるため、食品、化粧品、医薬品、洗剤、
などに広く利用されている化学糊。

12346 ------------------------------ ¥198 ￥180
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。

ちぎり絵
71020 ---------------- ￥902 ￥820

絵画・画材

ちぎり絵セット
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ちぎり絵色和紙の手染めのグラデーションと、
ちぎった時に出る和紙の繊維を生かした作品を作りましょう。

サイズ：8 切（380 × 270㎜）

デザイン

＜セット内容＞
台紙（コートアイボリー紙の 2 枚合紙 8 切）1 枚
ちぎり絵色和紙

18 色

1組

工芸・民芸

ちぎり絵スポンジセット
12347 ---------------- ￥506 ￥460
＜セット内容＞
スポンジ（20 × 30 × 50㎜）20 個
1個

説明書

スポンジに水のりをふくませ、かんた
ん・スピーディに和紙の貼り付けがで
きます。

ちぎり絵色和紙は、手染めで折り染め加工されている紙です。
このグラデーションの効果を生かしてちぎり絵を制作するセットで
す。また、ちぎり絵色和紙は、ちぎった部分に細かい繊維が出ますの
で、ちぎり絵としては、最適の紙です。

木彫・木工芸

和紙の糊付け用
に便利です。
20 人分

版画・染色

CMC10g

てん刻
彫塑・彫刻

色紙 F4 1 枚
ちぎり絵色和紙 18 色

71024 -------------------------- ￥1,386 ￥1,260
サイズ：300 × 280㎜

1組

二曲の屏風がセットされてい
ます。和紙のグラデーションの
効果を生かして、ちぎり絵屛風

サイズ：幅 245 ×長さ 378㎜
両面に和紙が貼ってある竹製
のうちわです。ちぎり絵や雲
龍紙や千代紙などをはったり、
墨絵、マーブリングなどの技
法で純和風のうちわが作れま
す。

金属工芸

を制作するセットです。

71110 竹製うちわ ---------------- ￥253 ￥230

ガラス工芸

高級感ある色紙に、
ちぎり絵色和紙の手染めのグ
ラデーションを生かした作品
を作りましょう。
でき上がった作品に高級感が
でます。

屏風（1 面 300 × 140 × 4㎜）1 枚
ちぎり絵色和紙 18 色 1 組

※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

芸

71022----------------------------- ￥1,001

ちぎり絵屏風セット
￥910

陶

高級ちぎり絵セット

皮革工芸
七宝焼

ちぎり絵色和紙 （150 × 150㎜）
手 染 め の 和 紙 で す、 ち ぎ っ た 部 分 に 細 か い 繊 維 が
出 ま す の で、 ち ぎ り 絵 と し て は 最 適 の 紙 で す。

70104
70105
70106
70107
70108

赤 ------------------------------ ￥61 ￥55
紺 ------------------------------ ￥61 ￥55
黒 ------------------------------ ￥61 ￥55
濃黄 --------------------------- ￥61 ￥55
濃緑 --------------------------- ￥61 ￥55

紙質：純こうぞ製
用途：張り子、ちぎり絵、ランプシェード

雲龍紙（468 × 318㎜）
70100 白 ------------------------------ ￥72 ￥65
70101 桃 ------------------------------ ￥83 ￥75
70102 水 ------------------------------ ￥83 ￥75
70103 黄 ------------------------------ ￥83 ￥75
紙質：純こうぞ製
用途：張り子、ちぎり絵、ランプシェード

備品

※色見本 10 色 + 8 色、手染めですので染め具合は一定ではありません。

雲龍紙濃色（318 × 234㎜）

資料

70220 18 色 ---------------------- ￥792 ￥720
70222 10 色 無くなり次第廃止 ---- ￥528 ￥480
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000
はり絵

絵画・画材

はり絵色鳥の子セット
71004 ---------------------------------------------- ￥462 ￥420
サイズ：8 切（380 × 270㎜）

デザイン

＜セット内容＞
台紙（コートアイボリー紙の 2 枚合紙）1 枚
民芸色和紙（260 × 178㎜）18 色

1組

工芸・民芸
版画・染色
木彫・木工芸

18 色の色鳥の子紙で作るはり絵は
同系色の濃淡で精密な描画も可能です。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

11 月 1 日価格変更

民芸色和紙（18 色組）

ガラス工芸

70201 ------------------------------- ￥352

ヤマト 和紙糊
￥320

45035 ------------------------------- ￥594

固形アラビック（固形のり）
￥540

金属工芸

サイズ：260 × 178㎜

容量：100g

落ち着いた和風色の
越前色鳥の子紙 18 色をセットしました。

しわになりにくい、ほのかな和の香り、作業しやす
い接着時間、なめらかな塗布感、和紙の風合いをそ
のままに、ちぎり絵、和紙工芸、千代紙細工など織
細な紙の接着にたいへん適しています。

切り絵・ちぎり絵など様々なペーパークラフトに

主成分：でんぷん

45038 口紅タイプ --------------- ￥132 ￥120
容量：10g
主成分：PVP（ポリビニルピロリドン）
紙、写真、布などにきれいに貼れる固形のりです。
ソフトなタッチでぬりやすい。速乾性。
グリーン購入法適合商品

皮革工芸
七宝焼
70400 色紙 サイン用 ------------ ￥110 ￥100
サイズ：240 × 270㎜

資料

70402 色紙 F4---------------------- ￥209 ￥190
サイズ：333 × 243㎜

70403 色紙 F6--------------------- ￥374 ￥340
サイズ：409 × 308㎜

70401 短冊 --------------------------- ￥99 ￥90
備品

サイズ：60 × 363㎜

紙質：奉書紙 用途：寄せ書き、水墨画、日本画、
貼り絵、ちぎり絵

ミニ色紙（しきし）
70404 1 枚 ----------------------------- ￥88 ￥80

15301 パルプコースター（5 枚組）- ￥297 ￥270

サイズ：136.5 × 121.2㎜

サイズ：90 × 90 × 2㎜
紙質：特殊和紙の圧縮パルプ製

一般の色紙の 1/4 の小さいサイズ。
書道や水墨画、水彩画 , イラストなどに最適。
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。

特殊和紙の圧縮成形素材です。

ポスターカラーなどの着彩がしやすく加工されていま
すが、にじみを抑えたい場合は最初にフキサチーフを
かけてください。コースターとして使用するのでした
らアクリル絵具が安心です。

切り絵

黒と白、シンプルな切り絵作品が作れます。

71039 （270 × 200 × 0.75㎜）----- ￥528 ￥480

絵画・画材

カットプレート BW
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アートナイフ木柄付き

デザイン

カットプレート BW ミニ
71069 （200 × 150 × 0.75㎜）----- ￥396 ￥360
アートナイフ木柄付き

工芸・民芸

白 PP 板に黒塩ビシートを貼付けた
手軽に切り絵作品が制作できるセットです。

版画・染色

下絵に沿ってカッターで切り込みを入れて、輪郭部
分のフィルムをはがしていくと、下から白い部分が
現われます。バラバラになりませんので、直感的な
作品を作ることができます。飛び地の多いイラスト
のような作品も手軽に出来ます。

鉛筆で下書きを書くことができます

木彫・木工芸

フィルムをはがすと、白い部分が現われます。

※ 消しゴムで消せます

てん刻

カットプレート クリア
71067（270 × 200 × 1㎜）-------- ￥550 ￥500
アートナイフ木柄付き

彫塑・彫刻

カットプレート クリアミニ
71068（200 × 150 × 1㎜）--------- ￥330 ￥300
アートナイフ木柄付き

応用が楽しい新しい切り絵素材です。
応用が楽しい
素材です。

カットした凸凹面を表に。

裏面から紙を貼ったり、紙を重ね
て色や柄を楽しみましょう。

飛び地の図柄でも O.K! シャープな感触です

皮革工芸

新切り絵
71035 小（270 × 200㎜）--------- ￥429 ￥390
71036 大（400 × 270㎜）--------- ￥770 ￥700
＜セット内容＞
新切り絵台紙 1 枚、アートナイフ木柄

金属工芸

水性ステンンドや、アクリル絵の
具で着色も可能です。
具で着色も可
能です。

つるっとした樹脂面を表に。

ガラス工芸

裏表お好みで！

芸

PET 板に黒塩ビシートを貼り付けた、手軽に切り絵
作品が制作できるセットです。
下絵に沿ってカッターで切り込みを入れて、輪郭部
分のフィルムをはがしていくと、下から透明部分が
現われます。バラバラになりませんので、直感的な
作品を作ることができます。飛び地の多いイラスト
のような作品も手軽に出来ます。

陶

紙を貼る・重ねる

着色する

黒と透明、いろいろアレンジのできる
黒と透明、

1本

七宝焼

＜材質＞
黒いつや消しの PP 板に白い特殊粘着付きフィルム
が貼り付けてあります。

また、表面のフィルムは、常に台紙に密着している状態ですので、
本来の切り絵と違い、図柄の上で飛び地があっても表現可能です。

71037 小用 ------------------------------- ￥407 ￥370
71038 大用 ------------------------------- ￥517 ￥470
非塩ビ製額縁
（グレー、未組立）
コーナー止め具
吊り金具 1 個

4個

備品

＜制作方法＞
1. 鉛筆で直接表面に下絵を描き（後で消しゴムで消せます）
2. 下絵に沿ってカッターで切り込みを入れて、輪郭部分のフィルムをはがします
3. 下から黒い部分が現われます。
※ 白い部分は、アクリル絵の具での着色も可能です。

新切り絵用額

資料

従来の黒紙による切り絵と違いカットする
感触がシャープですぐに制作に取りかかれるセットです。
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切り絵

絵画・画材

切り絵セット

切り絵 色鳥の子セット

デザイン

71030 ------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500

71003 ------------------------------------------------------------- ￥462 ￥420

＜セット内容＞

＜セット内容＞
切り絵用黒紙 8 切１枚、写し用紙 8 切１枚、台紙用白厚紙 8 切 1 枚
民芸色和紙 18 色（260 × 178㎜）1 組

切り絵用黒紙 8 切 3 枚、写し用紙 8 切 3 枚、台紙用白厚紙 8 切 1 枚
竹製のりべら 1 本、アートナイフ木柄 1 本
切り絵用マット（ゴム製、150 × 200㎜） 1 枚

和風色の越前色鳥の子紙 18 色の切り絵セットです。
落ち着いた風合いの切り絵が作れます。

シンプルな白黒の切り絵が作れます。

工芸・民芸
版画・染色
木彫・木工芸

切り絵 色和紙セット

金銀切り絵セット

てん刻

71029 ------------------------------------------------------------- ￥902

￥820

＜セット内容＞
切り絵用黒紙 8 切 1 枚、写し用紙 8 切 1 枚、台紙用白厚紙 8 切 1 枚
ちぎり絵色和紙 18 色セット（150 × 150㎜）1 組

彫塑・彫刻

切り絵本来の技法で、色和紙のグラデーションを生かした
ツヤのない落ち着いた作品が制作できます。

71012 ------------------------------------------------------------- ￥528 ￥480
＜セット内容＞
切り絵用黒紙 8 切 1 枚、写し用紙 8 切 1 枚、台紙用白厚紙 8 切 1 枚
金・銀紙（272 × 197㎜） 各 2 枚

切り絵本来の技法で、ツヤのないゴールド、シルバーの
落ち着いた作品が制作できます。

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

切り絵石目セット

切り絵木目セット

ラシャブラック紙

71027------------------------------- ￥660 ￥600

71013-------------------------------- ￥517 ￥470

10418 8 切（10 枚）----------------- ￥440 ￥400
10419 4 切（10 枚）----------------- ￥880 ￥800

備品

＜セット内容＞
切り絵用黒紙 8 切 1 枚
写し用紙 8 切 1 枚
台紙用白厚紙 8 切 1 枚
ストーンペーパー 6 種 1 組
（297 × 210㎜）
石目調のツヤのない
落ち着いた作品が
制作できます。

＜セット内容＞
切り絵用黒紙 8 切 1 枚
写し用紙 8 切 1 枚
台紙用白厚紙 8 切 1 枚
ウッドペーパー 5 種 1 組
（297 × 210㎜）
木目調のツヤのない
落ち着いた作品が
制作できます。

10408 8 切（100 枚）------------- ￥4,290 ￥3,900
10409 4 切（100 枚）------------- ￥8,580 ￥7,800
紙厚：130kg

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

切り絵
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版画・染色

シャープで繊細な切り絵を制作できます。
細い線でも「伸び」や「ねじれ」「たるみ」が出ず、
破れる失敗も少ない紙です。
紙繊維の毛羽立ちもありません。シンプルな白黒の切
り絵が作れます。

上製切り絵に、ちぎり絵和紙・民芸色和紙・ウッドペーパーが付いたセットです

↓

木彫・木工芸

↓

工芸・民芸

＜セット内容＞
切り絵用上製紙黒（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
写し用紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
台紙：白厚紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
アートナイフ木柄 1 本

デザイン

コシのある丈夫な紙を使用

71044 ----------------------------- ￥275 ￥250

絵画・画材

細い線、縒れない、切れない
丈夫な上製切り絵

上製切り絵

てん刻
彫塑・彫刻

71073 ------------------------------ ￥682 ￥620

71074 ------------------------------ ￥627 ￥570

＜セット内容＞
ちぎり絵色和紙 18 色セット（150 × 150㎜） 1 組
切り絵用上製紙黒（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
写し用紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
台紙：白厚紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
アートナイフ木柄 1 本

＜セット内容＞
ウッドペーパー 5 種（297 × 210㎜）1 組
切り絵用上製紙黒（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
写し用紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
台紙：白厚紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
アートナイフ木柄 1 本

＜セット内容＞
民芸色和紙 18 色（260 × 170㎜）1 組
切り絵用上製紙黒（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
写し用紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
台紙：白厚紙（八つ切 380 × 270㎜） 1 枚
アートナイフ木柄 1 本

ウッドシートの象嵌のような作品が作
れます。

日本の和風伝統色の紙で作る、風合い
のある作品が作れます。

シャープな線と、色和紙のグラデーショ
ンを生かした作品が制作できます。

手頃なはがき倍判サイズ

切り絵用上製紙の黒、金、銀

上製切り絵 DX ミニ

71061 大黒（八つ切 380 × 270㎜）- ￥110 ￥100
71062 大金（360 × 255㎜）---------- ￥132 ￥120
71063 大銀（360 × 255㎜）-------- ￥132 ￥120

71045 ------------------------------- ￥297 ￥270

上製切り絵用紙

200 × 150㎜

（黒、金、銀、200 × 150㎜）

写し用紙 1 枚
台紙：ケント紙 1 枚
アートナイフ木柄 1 本
はがき倍判サイズの
「黒、金、銀」
高級切り絵セット。

＜セット内容＞
切り絵用上製紙 黒 1 枚

（八つ切 380 × 270㎜）

切り絵用上製紙 金・銀各 1 枚

（360 × 255㎜）

写し用紙 8 切 1 枚
台紙：白厚紙 8 切 1 枚
アートナイフ木柄 1 本
どの紙をベースにしても OK。
メタリック色の切り絵が
楽しめます。

備品

71064 小黒 --------------------------- ￥44 ￥40
71065 小金 --------------------------- ￥55 ￥50
71066 小銀 --------------------------- ￥55 ￥50

＜セット内容＞
切り絵用上製紙各 1 枚

金銀黒のコントラストが
作品を引き立てます

資料

上製切り絵用紙

七宝焼

71047 ------------------------------- ￥539 ￥490

皮革工芸

上製切り絵 DX

金属工芸

71071 --------------------------- ￥1,067 ￥970

ガラス工芸

上製切り絵色鳥の子セット

芸

上製切り絵木目セット

陶

上製切り絵色和紙セット
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切り絵

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

ミニ切り絵セット

ミニ切り絵カラーセット

＜セット内容＞
黒紙・白紙（マーメイド紙 150 × 200㎜）各 1 枚
写し用紙（150 × 200㎜）1 枚、台紙（ケント紙 150 × 200㎜）1 枚
アートナイフ木柄 1 本、切り絵用マット（ゴム製 150 × 200㎜）1 枚

＜セット内容＞
マーメイド紙（150 × 200㎜）9 色各 1 枚

71015-------------------------------------------------------------- ￥330 ￥300

71016 ------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500
（黒、白 、赤、桜、ぼたん、山吹、もえぎ、青竹、セルリアン）

木彫・木工芸

4 種類の紙とゴムマットとアートナイフがそろったすぐに始められる小さな切り
絵セットです。

写し用紙（150 × 200㎜）1 枚
台紙（ケント紙 150 × 200㎜）1 枚
切り絵用マット 1 枚、アートナイフ木柄 1 本

黒抜きに白、白抜きに黒、お好みで作品を作ることができます。 階層のある、
おしゃれな切り絵が作れます

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

ミニ切り絵木目セット

切り絵モビール

71014-------------------------------- ￥286 ￥260

17509-------------------------------- ￥506 ￥460

71011 ------------------------------- ￥506 ￥460

ウッドペーパー 5 色（150 × 200㎜）1 セット
マーメイド紙黒・白各 1 枚
写し用紙 1 枚、アートナイフ木柄 1 本

マーメイド紙（150 × 200㎜）9 色

マーメイド紙（150 × 200㎜）9 色 黒× 3 枚
白 、赤、桜、ぼたん、山吹、もえぎ、青竹、セルリアン各 1 枚
写し用紙（150 × 200㎜）1 枚
台紙（ケント紙 150 × 200㎜）1 枚
アートナイフ木柄 1 本、竹ひごφ 3 × 360㎜ 3 本

ウッドシート作品を切り絵で再現！
ガラス工芸

金属工芸

本物の木のような質感の
ウッドペ−パーが小さな
作品も存在感のある作品
に仕上げます。ワッペン
風な作品やしおりなどの
小物を製作したり、自由
な発想で切り絵を楽しん
で下さい。

切り絵のフォトプロップス
各1枚

（白、桜、ぼたん、赤、山吹、もえぎ青竹、セルリアン、黒）

写し用紙（150 × 200㎜）1 枚
吊り糸（テグス・糸 1m）各 1 本、回転金具 2 個
針金（鋼線、400㎜）3 本、丸環（φ 9 ）6 個

風にゆらゆらオシャレな
切り絵モビール
ひらひらと揺れる切り絵のモ
ビールが作れます、バランスに
注意しながら素敵なインテリア
を制作してください。

写真の小道具です。
フォトプロップスは写真を撮
る時の変装や吹き出しなどを
作り楽しむアイテムです。
眉 毛 や ヒ ゲ、 メ ガ ネ な ど ユ
ニークでカワイイ作品を作り
ましょう。

透明な額で切り絵をおしゃれに演出

皮革工芸
七宝焼

1

クリアスタンド切り絵

4

5

6

7

8

9

資料

10461 〜 9 ------------------------ 各￥33 ￥30

完成サイズ：228 × 182 × 4㎜

備品

黒紙・白紙（マーメイド紙 150 × 200㎜） 各 1 枚
写し用紙（トレーシングペーパー 150 × 200㎜） 1 枚
台紙（ケント紙 150 × 200㎜） 1 枚
アートナイフ木柄 1 本

3

マーメイド紙

17032----------------------------- ￥1,100 ￥1,000
＜セット内容＞
アクリル板（182 × 227 × 2㎜ ) 2 枚
スタンド用ネジセット

2

2 枚のアクリル板に切り絵作品をはさみ
金属の足で高級感ある展示ができます
切断面はクリアカットで透明感があり、
お気に入りの写真とのコラボレーションも出来ます。
縦・横お好みに展示出来ます

10461 白
10463 ぼたん
10465 山吹
10467 青竹
10469 黒
サイズ：200 × 150㎜
厚さ：153kg

10462 桜
10464 赤
10466 もえぎ
10468 セルリアン

切り絵
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絵画・画材

デザイン

アクリル額

ゆれるインテリア

17031 ------------------------------- ￥880 ￥800

17039 ------------------------------- ￥770 ￥700

17521 ------------------------------- ￥550 ￥500

お気に入りの写真とのコラボレーションも出来ます。
2 枚のアクリル板にはさんで展示が出来ます。

ゆらゆら揺れる
インテリアが作れます。
鉄製で安定した展示が
できます。

木彫・木工芸

150 × 200㎜サイズが金具の内側に収まります。
切断面はクリアカットで透明感があり、直接ステン
ド絵の具で描いたり、表や裏にさまざまな素材を貼
付けて装飾できます。縦横どちらでも展示できます。

透明な額で切り絵をおしゃれに演出

＜セット内容＞
台板（φ 120㎜、鉄、黒）1、線材（φ 1.2 × 200㎜）1

※ 無くなり次第廃止

メタル箔セット

はがね青

てん刻

32222 はがね青 ------------------ ￥341 ￥310
32223 いぶし銀 ------------------ ￥341 ￥310

彫塑・彫刻

＜セット内容＞
着色アルミ箔（のり付き 300 × 240㎜） 1 枚
作業へら（太刀ようじ）1 本
ピカピカスポンジ 1 個、綿棒 2 本、説明書

裏面のり付きの箔セットです。

プラアート額

いぶし銀

16007 はがき倍判 ---------------- ￥484 ¥440

芸

紙が金属に！

陶

彫刻した板や、紙を貼り重ねたものにアルミ箔を貼っ
ていき、研磨材で磨きますと重量感のある作品に仕上
げることができます。

版画・染色

アクリル板（228 × 182 × 2㎜ ) 2 枚
スタンド用ネジセット
写真や平面作品を 2 枚のアクリル板にはさみ
金属の足で高級感ある展示ができます

工芸・民芸

アクリルクリアスタンド

飾れるサイズ 200 × 150 × 2㎜

ガラス工芸

発泡 ABS 樹脂
ベージュ一体型スタンド
吊りひも付き
縦と横、お好みで飾れます。

カット作業にあると便利

皮革工芸

45°、30°の替え刃各５本付。

NT デザインナイフ D-401P
14217

17063 はがき倍判 ---------------- ￥440 ￥400

刃幅 4㎜

14102 長さ 135㎜ ------------------- ￥110 ￥100

手廻しろくろ

樹脂製

31715 ---------------------------- ￥1,705 ￥1,550
サイズ：

オルファーアートナイフ 替刃 25 枚付

14103 長さ 140㎜ ------------------ ￥605 ￥550

200 × 38㎜

290g

回転球入、軽量で回転も滑らかです。
彫塑台、展示台のろくろですが、上にカターマットを
乗せて使うと、カット作業の方向転換が楽にできス
ピーディーに作業が進みます。

備品

裏面のポリエステルフィルムを
カッターで切ってはがすことに
より、鏡と透明の部分ができま
す。裏から着色してインテリア
として飾ることもできます。裏
面は、マーカーや水性ステンド、
アクリル絵の具による着色も可
能です。なくなり次第廃止

アートナイフ木柄

資料

サイズ：150 × 200 × 2㎜ 材質：2㎜の PET 板（2㎜）
片面にポリエステルフィルム（鏡面）の特殊蒸着

￥484 ￥440

七宝焼

カッティングミラーハード

φ 9㎜ 長さ 140㎜ ----------

金属工芸

マーメイド紙との相性抜群！
表面のデコボコがより金属風に仕上がります。
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切り絵

絵画・画材

マルチ 切り絵

＜表面は段差の無いつややかな切り絵作品が出来ます＞

図柄をカットし台紙を剥がすと接着面が出てきます、そこに様々な色紙を貼付け仕上げます。
台紙を自由な形に切り取っても面白い作品が出来ます、工夫した作品を作りましょう。

デザイン

バラバラになりませんので、直感的な作品を作ることができます。飛び地の多いイラストのような作品も手軽に出来ます。

きらきらと輝くホイルカラー

工芸・民芸
版画・染色
木彫・木工芸

マルチ切り絵・サンシャインステンド

マルチ切り絵・色和紙

粘着台紙、ホイルカラー 10 色 12 枚組（150 × 150㎜）

粘着台紙、民芸色和紙 18 色（260 × 178㎜）

マルチ切り絵・手染和紙

グラデーション
16675 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥979 ￥890
16676 B4（254 × 364㎜）--------------------------------------- ￥1,067 ￥970

マルチ切り絵・石目調

粘着台紙、ちぎり絵色和紙 18 色（150 × 150㎜）

粘着台紙、ストーンペーパー 6 種 （A4 判 297 × 210㎜）

16671 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥319 ￥290
16672 B4（254 × 364㎜）---------------------------------------- ￥407 ￥370

16673 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥539 ￥490
16674 B4（254 × 364㎜）---------------------------------------- ￥627 ￥570

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

石材モザイク風
16677 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥704 ￥640
16678 B4（254 × 364㎜）---------------------------------------- ￥792 ￥720

ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

メタリック

マルチ切り絵・金銀

16679 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥605 ￥550

マルチ切り絵・木目調

ウッドシート風

16681 A4（210 × 297㎜）---------------------------------------- ￥594 ￥540

七宝焼

16680 B4（254 × 364㎜）---------------------------------------- ￥693 ￥630

16682 B4（254 × 364㎜）---------------------------------------- ￥682 ￥620

粘着台紙、メタルペーパー金銀 各 2 枚（272 × 197㎜）

粘着台紙、ウッドペーパー

5 種 （A4 判 297 × 210㎜）

切り絵と違い、図柄には飛び地が
あっても構いません。

資料
備品

1. 裏面に下絵を描きます。
2. 切り絵と同じ要領で、下絵の輪郭線に 3. 黒い輪郭線が残るように、カットした 4. 塩ビ板の接着面に貼り付けます。
完成した作品は、下絵とは左右が逆にな 沿ってカッターで切り込みを入れます。 部分を剥がしますと、塩ビ板の接着面が 貼り付ける紙類は少し大きめにし貼り付
りますので注意したください。
現われます。
け余分なところを切り取ります。

切り絵
16976------------------------------ ￥605 ￥550

16977 創作台紙のみ ----------- ￥407 ￥370
創作台紙、下絵用紙、白い薄紙

NIZI キャンドル

版画・染色

置き方によって別の立体に見える、正三角形と正方
形で構成されている立体です。三角形を底面にした
時と正方形を底面にしたときと全く違った趣が出る
不思議な立体です。下絵用紙に下絵を描きそのまま
台紙にのせて切り絵を制作ができます。台紙には折
り目がついており綺麗に組み立てができます。

工芸・民芸

感覚的に立方体を思わせる
不思議な立体切り絵！

デザイン

創作台紙、下絵用紙、白い薄紙
NIZI キャンドル（電池付き）、両面テープ

絵画・画材

創作台紙のみでも
立体的な切り絵作品になります。

切り絵ライト・ボール

95

完成サイズ：高さ
正方形底の場合 130㎜
三角形底の場合 145㎜

木彫・木工芸

NIZI キャンドル (LED）は虹
色に点灯します。
ゆっくりと発光色が変わります

切り絵ライト・ロング
てん刻

16978 ----------------------------- ￥748 ￥680
創作台紙、下絵用紙、白い薄紙
NIZI キャンドル（電池付き）、プラ筒、両面テープ
固定用板

彫塑・彫刻

プラ筒

16979 創作台紙のみ ----------- ￥352 ￥320
創作台紙、下絵用紙、白い薄紙
両面テープ

切り絵を施し LED ライトに被せます

固定用板

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

NIZI キャンドル (LED）
は虹色に点灯します、
プラ筒の中に入れる
と光が拡散します。

プラ筒に入れると光が拡散

高さ：180㎜

ゆっくりと発光色が変わります

台紙には切り取り線、折れ線がついており綺麗に組
み立てができ精度の高い仕上がりの立体ができます。
完成サイズ

NIZI キャンドル

創作台紙のみでも
立体的な切り絵作品になります。

8 面の三角形で構成される構造で不思議感のある立
体です。下絵用紙に下絵を描きそのまま台紙にのせ
て切り絵を制作ができます。

皮革工芸

16651 B5（182 × 254㎜）------------ ￥154 ￥140
16652 A4（210 × 297㎜）------------ ￥187 ￥170
16653 B4（254 × 364㎜）------------ ￥275 ￥250

16960 ------------------------------ ￥198 ￥180

材質：塩ビ粘着加工

剥離紙：表黒・裏方眼

虹色に輝く
キャンドル型ライト
裏面のスイッチで ON・OFF
ゆっくりと灯の色が
変わります。
ボタン電池（動作確認用）3 個付

16961 ------------------------------ ￥297 ￥270
サイズ：φ 36㎜×全高 42㎜
ボタン電池（動作確認用）3 個付

蝋燭の炎ように揺らぎのある暖かい光
裏面のスイッチで ON・OFF。

ゆらぎキャンドル用リモコン（別売）
16980 ---------------- ￥418 ￥380
複数のゆらぎキャンドルを一斉に点灯さ
せることもできます。
ボタン電池（動作確認用）1 個付

備品

＜使用方法＞
裏から図柄を描いて、切り絵の要領でカットし剥が
すと、樹脂板の粘着面が現われますので、そこへ色々
な紙の素材やセロファンなどを貼ることができます。
はさみなどで切り抜く事も出来ます。

サイズ：φ 38㎜×全高 40㎜

ゆらぎキャンドル（暖色 LED）

資料

NIZI キャンドル（LED）

七宝焼

マルチ切り絵粘着台紙
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プッシュステンド

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

プッシュステンドピラミッド

プッシュステンド工芸ランプ

16952 本体のみ ------------------------------------------------ ￥471 ￥428
16971 ピラミッド LED セット（単四電池 3 本付き）------- ￥860 ￥782

16947 本体のみ ------------------------------------------------- ￥880 ￥800

粘着加工 PET 板（型抜き済） 1 枚
ステンドカラー８色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 125 × 96㎜）
ステンドカラー２色（茶、ピンク 100 × 103㎜）各 1 枚
プッシュ LED ライト３灯式（白色灯）１個、止め部品 3 個、単四電池 3 本

粘着加工 PET 板（型抜き済） 1 枚
ステンドカラー８色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 104 × 160㎜）
ステンドカラー２色（茶、ピンク 104 × 100㎜）、金銀カラー（87 × 125㎜）各 1 枚
止め部品 2 種、試作用 PET 板（55 × 80㎜）1 枚
プッシュ LED ライト３灯式（白色灯）１個、単四電池 3 本

完成サイズ：高さ 125 × 110㎜

木彫・木工芸

ライトの連続点灯時間も大幅に長くなり、３灯式チップ型で従来のライトより光
が広角に広がります。

16972 工芸ランプ LED セット（単四電池 3 本付き）------- ￥1,271 ￥1,155

完成サイズ：高さ 190 ×φ 120㎜

ライトの連続点灯時間も大幅に長くなり、３灯式チップ型で従来のライトより光
が広角に広がります。

てん刻
彫塑・彫刻

プッシュステンドファンタジーライト（電池別売）

芸

16973 ------------------------------------------------------------- ￥701 ￥637

16964 ------------------------------------------------------------- ￥960 ￥873

専用粘着加工 PET 台紙（0.3㎜厚）1 枚、変色用台紙（53㎜φ）2 枚
ステンドカラー 8 色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 104 × 128㎜）
ステンドカラー 2 色（茶、ピンク 104 × 100㎜）各１枚
プッシュ JED ライト（単 4 電池別売り、3 本使用）1 個
和紙製ライトカバー 1 枚

1㎜厚粘着加工制作板（型抜き済み）1 枚
ステンドカラー８色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 103 × 165㎜）
ステンドカラー２色（茶、ピンク 100 × 103㎜）各 1 枚
プッシュライト LED １個（電池別売り）、上フタ部品

ガラス工芸

陶

プッシュステンド光のツリー（電池別売）

プシュステンドで素敵な四角翠の関節照明ができます。

金属工芸

折り目入りですので簡単に組み立てできます。
和紙のカバーで光が和らぎ絶妙な明るさになります。また、色変用台紙にプッシュ
カラーで色をつけライトの上に乗せると面白い効果が出ます。

LED ライトを上部から照射させることにより美しい模様が、壁面に映し出されます。
1㎜厚の粘着加工制作板にプッシュステンドカラーで様々な模様をデザインする
ことによって、おもしろい模様が床面に浮き出ます。制作板は型抜き折り目入り
なので、短時間で製作できます。完成サイズ：92 × 245㎜

皮革工芸
七宝焼

プッシュステンド光のタワー

（電池別売）

16967 ------------------------------------------------------------ ￥721 ￥655
資料

専用粘着加工 PET 白台紙（240 × 352㎜）
プッシュカラー（10 色 + 金）
（ピンク、茶色 103 × 100㎜）
（青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫 175 × 103㎜）
LED ライト（単４電池 3 本使用）

備品

完成サイズ：φ 85 × H240㎜

ステンドグラス風ランプシェードが作れるセットです。
カラーは透過性があり単色、混色などの色の重なりが楽しめます。
台紙はカットなどの加工が可能です。

プッシュステンド六角ランプ

（電池別売）

16968 ------------------------------------------------------------- ￥740 ￥673
専用粘着加工 PET 台紙 1 枚
プッシュステンドカラー 10 色＋金
（青、水色、緑、黄緑、黄、赤、オレンジ、紫 125 × 103㎜）
（ピンク、茶色 103 × 100㎜）
プッシュライト LED １個（電池別売り）
完成サイズ：一辺 103

全高 90㎜

プッシュライト
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デザイン

完成サイズ：φ 80 × H168㎜

16969 ------------------------------------------------------------- ￥750 ￥682

プッシュステンドで作るかわいい間接照明です。

16970 ------------------------------------------------------------ ￥821 ￥746
ペット樹脂粘着加工型抜き済制作板 1 枚、天板用 1 枚
ステンドカラー８色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 103 × 165㎜）
ステンドカラー２色（茶、ピンク 100 × 103㎜）金カラー（87 × 125㎜）各 1 枚
プッシュ LED ライト３灯式（白色灯）１個
両面テープ 17㎜角 3 枚、上下黒フタ（厚紙）各 1 枚、ひも（460㎜）2 本

木彫・木工芸

下絵が透けて見えますので表面に絵を描くことが可能、より一層短時間で作品が
仕上がります。
※油性マーカーが必要です。この制作板は、表面に油性マーカー等で下絵を描き、
裏面で色を着色させて制作します。

（電池別売）

版画・染色

粘着加工樹脂台紙（白）
（168 × 270 × 0.3㎜）1 枚
ステンドカラー８色（青、赤、黄、緑、紫、オレンジ、黄緑、水色 125 × 96㎜）
ステンドカラー２色（茶、ピンク 100 × 103㎜）、金銀カラー（87 × 125㎜）各 1 枚
プッシュ LED ライト３灯式（白色灯）１個、単四電池 3 本

プッシュステンドランタンⅡ

工芸・民芸

プッシュステンド光の塔 LED（単四電池 3 本付き）

完成サイズ：110 × 165㎜

てん刻
彫塑・彫刻

光を通す型抜き済み和紙で作品を作り透明プラ台座
にかぶせるだけで柔らかな光を放つランプシェード
が出来ます和紙に色紙やセロハンを貼ったり、水彩
やマーブリングなどをすると綺麗です。
高さ 165㎜

サイズ：φ 38㎜×全高 40㎜

虹色に輝く
キャンドル型ライト
裏面のスイッチで ON・OFF
ゆっくりと灯の色が
変わります。
ボタン電池（動作確認用）3 個付

ランプは別売りです。

16961 ------------------------------ ￥297 ￥270
サイズ：φ 36㎜×全高 42㎜
ボタン電池（動作確認用）3 個付

蝋燭の炎ように揺らぎのある暖かい光
裏面のスイッチで ON・OFF。

ゆらぎキャンドル用リモコン（別売）
16980 ---------------- ￥418 ￥380
複数のゆらぎキャンドルを一斉に点灯さ
せることもできます。
ボタン電池（動作確認用）1 個付

とても明るい暖色灯ライトです

金属工芸

完成サイズ：1 辺幅 145㎜

16960 ------------------------------ ￥198

￥180

ガラス工芸

型抜き済み白和紙制作板 1 枚
型抜き済み 0.3㎜厚透明プラ台座 1 枚
ジョイントテープ

NIZI キャンドル（LED）

芸

16918------------------------------- ￥200 ￥182

ゆらぎキャンドル（暖色 LED）

陶

和紙ランプシェード（四角錐）

皮革工芸

単四電池 3 本付き
サイズ：φ 70 ×全高 46㎜（ライト部分 25㎜）

16919 ------------------------------ ￥426 ￥387

プッシュライト LED 暖色

16939 ------------------------------ ￥391 ￥355

16946 ------------------------------ ￥345 ￥314

サイズ：φ 68㎜×全高 25㎜

サイズ：φ 68㎜×全高 25㎜

＜セット内容＞
本体、単四電池 3 本

ライトと拡散用透明カバーの間にカラーセロハンを
置いて彩りを楽しむこと
ができます。ライト底面
に両面テープが付いてい
ますので、いろいろな場
所に直接貼れます。
セロハンを重ねる事にで
別の色も作れます
マンガン電池約 30 時間・アルカリ電池約 50 時間
単４電池 3 本使用（別売り）

備品

ドーム状のプッシュライトを、
上から軽く押すとライトのオ
ン・オフ操作ができます。

３灯式で明るい電球色の LED
ライトです。
チップ型ですので光が広がり
ます。裏面に両面テープが付
いていますので作品に直接貼
ることができます。
電池別売 / 単四電池 3 本使用

LED の光を拡散することができます
資料

プッシュ LED ライト３灯式

白外カバー、プッシュライト LED
光拡散用透明カバー、カラーセロハン 5 色

七宝焼

プッシュライト LED・光拡散型

98

プッシュステンド

絵画・画材

プッシュステンド

16929 B5 判セット --------------- ￥345 ￥314
ステンド用プッシュカラー透明 10 色

デザイン

青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫（125 × 96㎜）
ピンク、茶色（100 × 100㎜）

16920 A4 判セット --------------- ￥440 ￥400
ステンド用プッシュカラー透明 10 色
青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫（165 × 103㎜）
ピンク、茶色（103 × 100㎜）

工芸・民芸

16921 B4 判セット --------------- ￥591 ￥537
ステンド用プッシュカラー透明 10 色
青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫（175 × 125㎜）
ピンク、茶色（103 × 150㎜）

16922 A3 判セット --------------- ￥811 ￥737

版画・染色

ステンド用プッシュカラー透明 10 色× 2
青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫（165 × 103㎜）
ピンク、茶色（103 × 100㎜）

共通セット内容：粘着加工 PET 制作板 1 枚
アルミホイル 1 枚、裏台紙 1 枚

他の描画材ではまねの出来ない独特な手法で透明度の高い染料塗料を使用したあざやかな色彩と、アルミホイ
ルの乱反射との組合わせによる美しい作品が出来ます。※プッシュカラーの色組が変わる場合があります

木彫・木工芸

てん刻

1. 鉛筆で制作板に下書き
を描きます。

2. 下絵をマーカ等で線を
太くします。

3. 下絵を完成させます

4. 太線の内側をカッター
で軽くカットします。

5. 着色したい所の剥離紙を
剥がし粘着面を出します。

6. カラーを「おもて」と
描いてある方を上にして
着色します。

窓飾用本格プッシュステンド

彫塑・彫刻

16924 B5 判 12 色セット ------- ￥351 ￥319
プッシュカラー半透明 12 色

85 × 125㎜

16925 A4 判 12 色セット ------- ￥461 ￥419
プッシュカラー半透明 12 色

103 × 155㎜

陶

16926 B4 判 12 色セット ------- ￥595 ￥541
プッシュカラー半透明 12 色

125 × 170㎜

芸

16927 A3 判 12 色セット ------- ￥831 ￥755
プッシュカラー半透明 12 色

103 × 155㎜ 2 セット

金属工芸

プッシュ窓用本格ステンドイベント用

1㎜の厚い耐熱プラスチック板を使用
しておりますので、窓にしっかり飾
れます。

PP 粘着加工板 650 × 480 × 1㎜ 1 枚、試作板 1 枚
プッシュカラー半透明 12 色＋金銀 4 セット

カッターやはさみで自由にカット出
来ますのでいろいろなデザインで作
品を製作出来ます。

卒業記念、文化祭、学校行事や
校内案内板など幅広く利用出来ます。

固定時は透明の両面テープや幅広の
透明テープを使用すると良いでしょ
う。

皮革工芸

ガラス工芸

専用台紙（耐熱粘着加工ポリエステル製） 1 枚
特製のステンドカラーにより、窓ごしの光が透過す
る色彩は、スリガラス状で半透明の中世を思わせる
本格的なステンドグラスが出来ます。

16923---------------------------- ￥3,260 ￥2,964

七宝焼

プッシュカラー 日本画セット
16906 絹（きぬ）-------------- ￥801 ￥728
16907 苔（こけ）-------------- ￥801 ￥728
サイズ：B4 判

画面寸法：147 × 230㎜

資料

＜セット内容＞
専用台紙 1 枚、
マット・金外枠（マットの色：絹または苔）
プッシュカラー（120 × 100㎜）22 色 + 金 5 枚

備品

水彩絵の具では表現出来ない金箔を使用した
日本画が簡単に描写できます。

絵具では表現出来ない金箔と鮮やかな色彩の顔料色を使った日本画作品が簡単に出来ます。
プッシュカラーを使った様々な技法で表現することができます。金箔部分を布などで擦り付
けるとマットな仕上がりになり、新たな効果をつけることが可能です。
フレームを付けた装飾作品として実用的に飾れます。

苔（こけ）

絹（きぬ）

プッシュカラー
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プッシュカラー カッティング画
16900 B セット（B4）---------- ￥611 ￥555
＜セット内容＞

専用台紙

1枚

デザイン

プッシュカラー（160 × 100㎜）16 色 + 金、銀

16901 C セット（B4）---------- ￥681 ￥619
＜セット内容＞

専用台紙

1枚

プッシュカラー（160 × 100㎜）22 色 + 金、銀
＜セット内容＞

専用台紙

工芸・民芸

16902 A3 セット --------------- ￥960 ￥873
1枚

プッシュカラー（120 × 100㎜）22 色 + 金、銀× 2

16903 A4 セット ---------------- ￥530 ￥482
＜セット内容＞

専用台紙

1枚

プッシュカラーの基本な平面着色法

2. 下絵にカッターナイフ
で軽くカットします。

ニークなマチエールが得られます。絵画、ポスター、デザイン等幅広い美術の教材として最適です。
22 色＋金・銀の２色が加わり創作の幅が広がりました。※プッシュカラーの色の変更及制作方法の一部変更有り。

3. 着色したい所のはくり
紙をめくります。

5. 指でしっかりと押して
下さい。

6. 押し終えたカラーを静
かにめくり取ります。
着色されています。

プッシュカラー プッシュきり絵
16910 18 色セット ------------- ￥595 ￥541

彫塑・彫刻

サイズ：B4 判
＜セット内容＞
専用台紙 1 枚
プッシュカラー（160 × 100㎜）16 色 + 金、銀

てん刻

4. 粘着面の上に着色した
いカラーを「おもて」を
上にしてのせます。

木彫・木工芸

1. 台紙にしっかりと下書
きを描きます。

プッシュカラーは、顔料そのままのあざやかな発色で、他の描画材では絶対にまねの出来ない独特な方法で、ユ

版画・染色

プッシュカラー（120 × 100㎜）22 色 + 金、銀

16911 24 色セット -------------- ￥666 ￥605

陶

サイズ：B4 判
＜セット内容＞
専用台紙 1 枚
プッシュカラー（160 × 100㎜）22 色 + 金、銀

芸
ガラス工芸

黒の台紙に独特の彩色で、はじめてで
もすばらしい作品が出来上がります。
金・銀の２色が加わり創作の幅が広がりました。

2. 剥離紙をめくりカラー
をのせ押さえますます。

3. カラーをはがすと着色
されます。

4. 色々な技法で着色でき
ます（次頁参照）

樹脂板、ホログラムフィルム、厚紙の三層構造

金属工芸

1. 下 書 き を 描 き、 軽 く

※プッシュカラーの色の変更及制作方法の一部変更有り。 カットします。

皮革工芸

らでんまきえかざりばこ

螺鈿蒔絵飾箱

16668---------------------------- ￥1,180 ￥1,073

螺鈿蒔絵飾ティッシュボックス

16667 ------------------------------- ￥601 ￥546
0.3㎜厚粘着加工制作板（型抜き済み）1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 6 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 4 枚
型抜き済み組み立て用厚紙 1 枚
0.3㎜の粘着加工制作板
にプッシュカラーの金カ
ラーと螺鈿風カラーで本
物の様な螺鈿工芸品が作
れます。

プッシュステンドティッシュボックス
16930 ------------------------------- ￥691 ￥628
0.3 ミリ厚型抜き済み粘着制作板（塩ビ樹脂）1 枚
ステンド用プッシュカラー透明 10 色 1 セット
青、水色、緑、黄緑、黄色、赤、オレンジ、紫（175 × 125㎜）
ピンク、茶色（103 × 150㎜）

組み立て用型抜き厚紙 1
枚
ホログラムフィルム 1 枚
組み立て部品 4 個

備品

しっかりとした 1㎜厚の
粘着加工制作板にプッ
シュカラーの金と螺鈿風
カラーで本物のような螺
鈿工芸品が作れます。

らでんまきえかざり

完成サイズ：243
完成サイズ：
243 × 122 × 60㎜

資料

粘着加工制作板（型抜き済み）上下各 1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 7 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 8 枚
中飾り紙上下各 1 枚

完成サイズ：243 × 22 × 60㎜

七宝焼

完成サイズ：200 × 122 × 52㎜
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モビール

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

モビール A

モビール B

17500 ------------------------------------------------------------- ￥418 ￥380

17501 無くなり次第廃止 ------------------------------------------ ￥682 ￥620

＜セット内容＞

＜セット内容＞
アルミ板（400 × 120㎜）1 枚、黒塩ビ板（290 × 110㎜）1 枚
カラー塩ビ板（180 × 70㎜）2 色 各 1 枚、カラー塩ビ板（160 × 65㎜）2 色 各 1 枚
テグス 50㎝（吊り糸）1 本、回転金具セット 1 組、針金（鋼線、400㎜）3 本

カラーボール紙（360 × 130㎜）5 色 各 1 枚、テグス 50㎝（吊り糸）1 本
回転金具セット 1 組、針金（鋼線、400㎜）3 本

5 色の塩ビ板と 1 枚のアルミ板を使用してつくるモビールのセットです。
バランスに注意しながら素敵なインテリアを制作してください。

17519 単品カラーボール紙（5 色入り ）-------------------- ￥220 ￥200

17530 単品カラー塩ビ（5 色組）無くなり次第廃止 ---------- ￥275 ￥250

モビール C

切り絵モビール

芸

17502 ------------------------------------------------------------- ￥550

木彫・木工芸

バランスに注意しながら素敵なインテリアを制作しましょう。

陶

5 色のボール紙を使用してつくるモビールのセットです。

※カラー塩ビ板の色が変更になる場合があります

てん刻
彫塑・彫刻
￥500

ガラス工芸

＜セット内容＞
着色ボール紙（360 × 130㎜）5 色 各 1 枚
プリズムフィルム（150 × 50㎜）2 種 各 1 枚
テグス 50㎝（吊り糸）1 本、回転金具セット 1 組、針金（鋼線、400㎜）3 本

きらきらと光るプリズムフィルム 2 枚をセット

金属工芸

モビール A にプリズムフィルムをプラスしたモビールのセットです。

17509 ------------------------------------------------------------ ￥506 ￥460
＜セット内容＞
マーメイド紙（白、桜、ぼたん、赤、山吹、もえぎ、青竹、セルリアン、黒 150 × 200㎜）9 色
写し用紙（150 × 200㎜）1 枚、吊り糸（テグス・糸 1m）各 1 本
針金（鋼線、400㎜）3 本、丸環（φ 9 ）6 個、回転金具 2 個

ひらひらと揺れる切り絵のモビールが作れます。
バランスに注意しながら素敵なインテリアを制作してください。

太陽光やライトに照らすと
綺麗な透過光が現れます。

皮革工芸
七宝焼
資料

ねんどでモビール

プッシュステンドモビール

17510 ------------------------------------------------------------- ￥429 ￥390

16914 A4 判セット -------------------------------------------- ￥530 ￥482
16915 B4 判セット -------------------------------------------- ￥650 ￥591

＜セット内容＞
軽量粘土 40g 1 個、吊り糸（テグス 50㎝・糸 1m）各 1 本
針金（鋼線、400㎜）3 本、丸環（φ 9 ） 6 個、回転金具 2 個

備品

軽くてふわふわの粘土を使用して作るモビールのセットです。
粘土に絵具を混ぜたり、完成乾燥後着色することが可能です。粘土の乾燥前と乾
燥後では重さが変わります。バランスに注意しながら素敵なインテリアを制作し
てください。粘土が足りないときは「天使のねんど」を使用して下さい。

粘着加工ペット制作板 0.3㎜ 1 枚
ステンド用プッシュカラー透明 10 色 1 セット
アクリル棒φ 3㎜× 250㎜ 1 本
吊り金具 3 個、テグス 1m 1 本

光を通すプッシュステンドで、モビールを制作するキットです。
制作板をハサミで切ることにより、いろいろな形が表現できます。
耐熱 60℃の制作板ですので窓にも展示できます。

モビール

101
絵画・画材

デザイン

モビールユニット
＜セット内容＞
鋼線（400㎜）3 本

17521 ------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500
＜セット内容＞
台板（φ 120㎜、鉄製、黒） 1 枚
線材（鋼線φ 1.2 × 200㎜） 1 本

切り絵作品やその他ペーパークラフトをゆらゆら飾れます。

回転金具セット（糸 1m、丸かん大 6 個、サルカン 2 個）1 組

好みの素材を吊るしてモビールを作ろう！

木彫・木工芸

鋼線の片側の螺旋部分に様々な素材で作った作品をはさみ、もう片方を台板に差
し込むことにより、ゆらゆらと揺れるインテリアを作ることのできるセットです。
台板は、鉄製で安定しており、倒れにくくなっています。
※ 無くなり次第廃止

版画・染色

17520 -------------------------------------------------------- ￥220 ￥200

工芸・民芸

ゆれるインテリア A

てん刻
彫塑・彫刻

動く目玉（粘着剤付）

プリズムフィルム

30520 φ 100 ㎜（1 個）-------- ￥264 ￥240
30521 φ 50 ㎜（5 個 ）--------- ￥286 ￥260
30522 φ 30 ㎜（10 個 ）------ -- ￥264 ￥240

30514 小 φ 10㎜（20 個入）-------- ￥374 ￥340

17516-------------------------------- ￥440 ￥400
仕様：2 種各 3 枚入り

ガラス工芸

粘土の芯にしたり、モビールの飾りにしたり使い方
は自由自在です。

張り付けるだけで、表情豊かな作品に生まれ変わり
ます。
身近にある物に貼付けても面白いでしょう。

芸

発泡スチロールの軽い玉です。

30515 大 φ 15㎜（20 個入）-------- ￥583 ￥530

陶

発泡スチロール球

裏面粘着付き
サイズ：150 × 50㎜

金属工芸

裏がシールになっています。

モビールパーツ

皮革工芸

17514 回転金具セット ------------ ￥165 ￥150
17517 サルカン（10 個）全長 16㎜ --- ￥110 ￥100
17515 丸環小 φ 5㎜（100 個）------ ￥363 ￥330
17518 丸環 大 φ 9㎜（10 個）-------- ￥220 ￥200

サルカン

七宝焼

回転金具セット

17512 鋼線（1 本）φ 1.4 × 400㎜ ------ ￥33 ￥30
51151 アルミ針金（1 本）φ 2 × 900㎜ -- ￥77 ￥70

モビールをつくる

硬く弾力があるピアノ線

丸環 大

丸環小

やわらかく自由に曲げられます

資料

51150 針金（10 本）φ 1.6 × 500㎜ ---- ￥154 ￥140

やわらかく自由に曲げられます

61146----------------------------- ￥1,540 ￥1,400

著者：竹山忠

備品

サイズ：A4 判変

頁数：86 頁

発行：創和出版

鋼線

アルミ針金

針金
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絵画・画材

素焼き製のオカリナです

デザイン
工芸・民芸

陶製オカリナ

音程はきちんと合っていますので、付属の運指表に沿って吹けば、すぐに演奏することができます。

版画・染色

34322 小（ソプラノ F 調 長さ 125mm）------- ￥1,100 ￥1,000
34321 大（アルト C 調 長さ 160mm）--------- ￥1,210 ￥1,100
オカリナ
吊りひも

1個
1本

仕上げ用水性ニス
吹き方説明書付き

1本

カラーパレット

1枚

木彫・木工芸

＜制作方法＞
表面に直接鉛筆などで下絵を描き、アクリル絵の具、顔料系マー
カー、クレヨン、色鉛筆などで描くことができます。
付属の水性ニスを最後に表面に塗れば完成です。

てん刻
彫塑・彫刻

陶

ミニオカリナ

芸

34323 ------------------------------------------------------------- ￥528 ￥480
オカリナ 1 個、仕上げ用水性ニス 1 本
吊りひも 1 本、吹き方説明書付き

ガラス工芸

素焼き製の小さな笛です。
アクリル絵の具、顔料系マーカー、クレ
ヨン、色鉛筆などで描くことができます。

金属工芸

付属の水性ニスを最後に表面に塗れば完
成です。ドレミファソラシドの音は出ま
すが、楽器としての調律はしてありませ
ん。サイズ：58 × 48㎜

プチオカリナ

34325 ------------------------------------------------------------ ￥550 ￥500
オカリナ 1 個、仕上げ用水性ニス 1 本
吊りひも 1 本、吹き方説明書付き
サインペン、えのぐ、クレヨンなどで自
由にペインティングできます。
ドレミファソラシドの音が出ます（楽器
としての調律はしてありません）ペンダ
ントとしても、お使いにいただけます。
サイズ：55 × 45㎜

素朴な音色の民族楽器です

皮革工芸
七宝焼

カリンバキット

ボンゴラピアノ

資料

41758 --------------------------------------------------------- ￥1,485 ￥1,350
完成サイズ：170 × 93㎜

未組立

備品

＜セット内容＞
台座（木製）1 枚、キー押さえ棒（金属製）1 本
ブリッチ（金属 U 字型）1 個メタルキー（鍵盤大／ 2 枚、中／ 4 枚、小／ 2 枚）
ネジ、ナット、ワッシャー各 3 個、レンチ ボックスレンチ各 1 個

指ではじくと、素朴で美しい音色が響きます。
音階は、自由に調整することができます。

41710 小（150 × 106 × 40㎜）---------------------------------- ￥770 ￥700
41711 大（170 × 120 × 40㎜）------------------------------ ￥1,100 ￥1,000
表板（穴あけ済）1 枚、裏板 1 枚
側板 2 枚、側板小 1 枚
プレート板（穴あけ済み）1 枚
鋼板 8 本（大のセットは 9 本）
竹ひご 1 本、U 釘 2 本、ビス 2 本
組み立て説明書 1 枚

素朴な音色の民族楽器です

伝統玩具
アクリル絵具で着色

YouTube 制作動画→

絵画・画材

日本製
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デザイン
工芸・民芸

白だるま
71320 小（約 H95 × W75 × D70㎜）------------------ ￥660 ￥600

版画・染色

71321 中（約 H110 × W100 × D80㎜）------------------ ￥990 ￥900
71322 大（約 H150 × W130 × D100㎜ ）------------ ￥1,320 ￥1,200
「白だるま」と

木彫・木工芸

短時間で、だるまオブジェが作れます
だるま のカタチを活かした造形を考えよう！
白無垢の高崎だるまです。
（日本製 ）
職人の手作り胡粉加工で発色がキレイ。水彩絵の具やアクリル絵具な
どで自由なデザインを描くことができます。

30342 天使のねんどミニ --------------------------- ￥209 ￥190

「天使のねんど」
で作りました

サクッと切れます

パーツを接着剤で付けます

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

みみずく

だるまふくろう

こけし

71323（H80 × W75 × D70㎜）-- ￥550 ￥500

71400 小（頭φ 50 ／ 30 ×全長 160㎜）--------------------------- ￥715 ￥650
71401 大（頭φ 50 ／ 33 ×全長 175㎜）--------------------------- ￥847 ￥770

みみずく

表面に着色するための教材です。

材質：上記いずれも張り子製

既成のこけしのイメージにとらわれず、色々と面白いオリジナルのこけしを作っ
てみてはいかがでしょうか？インド模様調、ポリネシア調、ロココ調など、また、
モチーフも人間ばかりではなく、動物とか色々な展開が考えられます。

ふくろうは「不苦労」につながるところから縁起物とされています。

また、
西洋でも、
ふくろうは「森の哲学者」とか「繁栄を呼ぶ鳥」と言われており、
ふくろうの置き物を部屋等に飾ったりします。張り子のふくろうに着色して様々
なオリジナルデザインのふくろうをつくってみましょう。

材質：ぶな材

金属工芸

71324（H115 × W68 × D56㎜）--- ￥550 ￥500

ガラス工芸

だるまふくろう

※注：こけしは形状・材質が変更になる場合があります。

皮革工芸
七宝焼
資料

絵馬
71203 ---------------------------------- ￥396 ￥360
サイズ：約 180 × 90㎜（屋根付き）
材質：木製・ひも付き
本来は、神仏に奉納する板絵のことを、古来から絵馬と呼んでいます。
「額絵馬」という大型の物（神社の境内の
欄干部分によく見かける）と、小型の「小絵馬」があります。最初、馬を神に奉納していたのを、後に馬の絵に
替えたのが絵馬の起源という説がありますが、古くから馬以外の絵もあることからはっきりとはしていません。

備品

願い事・目標を
デザインして綺麗に飾ろう！
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絵画・画材

回転によっておこる現象

デザイン

混色：異なる色に塗り分けたこまを高速で回転させ
ると、別々の色に分解してみることができず、個々
の色が混ざり合い別の 1 つの色に見えます。これを
「回転混色」といいます。

糸を引いてまわすしくみのこまです。

ストロボ効果：回転により同じパターンが切り返し
見える図版を、普通の蛍光灯の下で見ると、模様が
止まって感じられることがあります。この現象を「ス
トロボ効果」といいます。

工芸・民芸

回転混色こま

版画・染色

18618 ------------------------------- ￥755 ￥686

糸引きごま

糸引きこま（65 ×φ 67㎜）
、回転用ひも
カラーパターン円盤（直径 94㎜）8 種各 1
デザイン台紙（直径 94㎜）2 種各 1、説明書付き

サイズ：
本体：φ 73 × H50㎜

オリジナルのデザインこまを回すことに
よっていろんな発見があります。

71492 ------------------------------ ￥418 ￥380

こまに
円盤をのせます

巻いて

＜付属品＞
ひもを引く！

木彫・木工芸

付属のカラー刷り実験用円盤で、色の不思議が体験
できます。
短時間でもすぐに取り組めます。

ひも付き

ひもを巻いてまわす方法
よりもまわすのが容易に
できます。
無くなり次第廃止

てん刻
彫塑・彫刻

鉄芯ごま

芸

71491 ------------------------------- ￥385 ￥350

71493 ------------------------------ ￥429

サイズ
φ 59 ×高さ 60㎜

サイズ
約φ 60 ×高さ 50㎜

＜付属品＞
ひも付き

＜付属品＞
ひも付き

ガラス工芸

陶

木ごま

手まわしごま
￥390

サイズ
φ 50 ×高さ 90㎜

無くなり次第廃止

金属工芸
皮革工芸

こまの色には
江戸五色が使われ五色それぞれに意味があります。
黒は力、赤は厄よけ、黄は富、緑は豊作、紫は根気
を表します。

71494 -------------------------------- ￥418

￥380

資料

＜セット内容＞
色画用紙テープ 5 色 各 10 本
竹丸棒（片方削り加工）1 本
発泡スチロール（100 × 100 × 10㎜）1 枚
ボンド 10g 1 本

備品

古く京では、
西陣織や友禅の着物の端切れを竹軸に巻き付けたこま
作りをして遊びました「京こま」といいます。
端切れの代わりに紙テープを巻き付けたこまを作り遊
びましょう。

発泡スチロールの中心に竹丸棒
を刺し、回転させテープを巻き
付けます。

軸の曲がりを調整し眠る様な
こまを目指しましょう。

七宝焼

こまが静かに回っている様を眠っている様子に例え
「こまの寝相を見る」などといわれていました。
寝相の良いこまは止まって見えるのです。
こまを回しながら軸の曲がりを直し、調整を繰り返
す事で「眠るようなこま」を目指しましょう。

こまづくり

71490 ------------------------------- ￥374 ￥340

地球のチカラで走る！

ソープボックス ® モックカー

71461 ------------------------------ ￥792 ￥720
完成サイズ：170 × 150 × 49㎜
ボディ 1
タイヤ 4
車軸 2
タイヤ止め 4
軸止め 2
飾り用木球（頭）1
ボデイ用型紙
説明書
「ソープボックス」「ソープボックスダービー」はアンカーマン㈱の登録商標です
地球のチカラで走る！ソープボックス ® モックカー © MOQCAR © moqcar ©

伝統玩具
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デザイン

71440 -------------------------------- ￥352 ￥320

サイズ：全長 190㎜
木球：φ 60㎜
仕様：ルーター加工済みひも付き

サイズ：φ 57 × 30㎜
材質：ぶな材
仕様：ルーター加工済み、ひも付き

ミラーボックス

ビー玉万華鏡

サイズ：約 320 × 100 × 10㎜

材質：木製

付属品：羽根付き
（色の指定はできません）
表面に着色したり、カラー
粘土を貼り付けたりして、
色々と面白い羽子板を作っ
てみてください。

てん刻

表面に着色するため
の教材です。
色々と面白いオリジ
ナルデザインのヨー
ヨーを作ってみて下
さい。

71480 ------------------------------- ￥528 ￥480

木彫・木工芸

表面に着色して、
色々と面白いオリジ
ナルデザインのけん
玉を作って下さい。

はごいた

版画・染色

ヨーヨー

71420 ------------------------------- ￥748 ￥680

工芸・民芸

けん玉

彫塑・彫刻

71432 ----------------------------- ￥1,078 ￥980

71431 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000

ビー玉φ 30㎜、折り線入り反射鏡 1 枚、ミラーホル
ダー用厚紙、アイホール、説明書

沖縄ガラスカレット 5g
紙管 4 個（芯材 1、外管 2、リング 1）
反射鏡 3 枚、ミラーホルダー用厚紙、アイホール
プラ製円板 2（透明・乳白色各 1）、説明書
完成サイズ：φ 40 × 210㎜

完成サイズ：φ 30 × 215㎜
ビー 万華鏡は、先端にビー玉を
取りつけ、ビー玉を通して見え
る、さまざまな映像を楽しめる
ように工夫されたものです。

ボックスに描いた絵をのぞき
穴から見ると鏡の効果で周囲
の絵柄が無限に連続して写り
ます。

皮革工芸

指ではじいて飛ばしますと
本物のブーメランの様に
戻ってきます。

ミニ角凧（５枚組）サイズ：全体：200 × 150㎜

材質：ポリプロピレン製

牛乳パックを使用し小さなフーメランを作るテンプレートです。
色を塗ると飛んでいる時の回転で面白い混色の効果がでます。

インテリアとして飾るほか、足と糸を付け
れば実際に上げることもできます。

71042 たこ糸 --------- ￥165 ￥150
サイズ：糸の長さ 80 m
材質：ポリエステル

完成済みの小さな凧です。

備品

オリジナルのルールを作って遊んだり
角度を付けたり工夫して、飛ばし方を研究しよう。

71049 ---------------------------------------------------------- ￥1,078 ￥980
￥333

資料

フィンガーブーメラン テンプレート
サイズ：195 × 134 × 0.5㎜

七宝焼

描画面積：180 × 130㎜

14408 ------------------------------------------------------------- ￥366

金属工芸

沖縄ガラスカレットの万華鏡は、
万華鏡の先端にガラスカレットを
取り付け、筒をのぞくことによっ
て得られるさまざまな映像を楽し
めるように工夫されたものです。

ガラス工芸

ボックス 1 個
ミラー 2 枚
テープ 4 枚

沖縄ガラスカレットの万華鏡

芸

サイズ：103 × 113 × 112㎜

TP 型

陶

15446 ------- ￥858 ￥780

106

うちわ

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

竹製うちわ
71110 --------------------------------- ￥253 ￥230

木彫・木工芸

サイズ：幅 245 ×長さ 378㎜

※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

竹製うちわ骨

両面に和紙が貼ってある

71114------------------------------- ￥187 ￥170

竹製のうちわです。

材質：竹製（サイズ：380 × 300㎜）

貼り絵やちぎり絵、雲龍紙や千代紙などはったり
墨絵、マーブリングなどの技法で純和風のうちわが作
れます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

水墨画やマーブリングの作品などの和紙作品に最適
です。紙を貼り、はみ出た骨を切って形を整えます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

創作うちわ

創作うちわ骨

ガラス工芸

71100 小 ---------------------------- ￥176 ￥160 両面に洋紙（せんか紙）を貼った
白いうちわです。
（描画面 240 × 210㎜）
71101 大 ---------------------------- ￥176 ￥160
（描画面 280 × 270㎜） ※無くなり次第廃止
材質：上記いずれも、柄の部分：プラスチック製

71102------------------------------- ￥110 ￥100

表面に思い思いの図柄をデザインして楽しいうちわ
の制作ができます。

材質：プラスチック製（サイズ：240 × 210㎜）
折り染め和紙やマーブリング作品等、お好みの紙を
貼り付けてうちわを制作することができます。
※季節商品ですので長期欠品の場合があります。

注意：季節商品ですので、秋・冬場は一時生産中止
になることもありますので、御了承下さい。

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

手作りうちわセット（シール式）

うちわ（シール式）

71113（サイズ：幅 240㎜）------------------------------------------ ￥418 ￥380

71103 小（描画面 112 × 74㎜）----------------------------------- ￥165 ￥150
71104 中（描画面 167 × 112㎜）---------------------------------- ￥198 ￥180
71107 大（描画面 234 × 166㎜）---------------------------------- ￥264 ￥240

プラスチック製うちわ骨 1 本、A4 サイズラベル（210 × 297㎜） 2 枚
テストプリント用紙 2 枚

備品

インクジェットプリンター対応の
かんたんシールタイプのうちわです。
テストプリント用紙を使って、絵柄のサイズがラベルに合うかを確認できます。

プラスチック製うちわ骨

1

、裏面粘着済み張り用紙（カット済み） 3 枚

両面に自分で紙を張るタイプのうちわです。
骨の凹 を気にせず絵が描きやすいです。

扇子・風鈴
71111 白 -------------------------------- ￥770 ￥700
71112 赤 -------------------------------- ￥770 ￥700
ナル扇子の制作ができます。※赤は無くなり次第廃止

壊れにくい金属カシメ使用

デザイン

表面に思い思いの図柄をデザインして自分だけのオリジ

絵画・画材

カラー扇子
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工芸・民芸

34326------------------------------------- ￥572 ￥520
＜サイズ＞

本体：φ 67 × 70㎜

短冊：48 × 210㎜

落としたり強い衝撃を与えると破損いたします、取扱に
は十分ご注意下さい。彩色してからの表面の艶出し、防
汚に透明ニスで仕上する事をお勧めします。
市販の油性・水性どのようなニスでも使用できます。
吊り下げ場所、吊り下げ用フックには、安全かつ頑丈な
物をご使用下さい。

材質：陶器

風鈴
サイズ：φ 70 × H70㎜（ガラス部分）
仕様：ひも、紙付き

七宝焼

71433 ----------------------------------- ￥715 ￥650

皮革工芸

きれいな高音でチリンチリンと涼しげな音が出ます。
表面はデザインがしやすいように白色仕上げで、形が工
夫されています。
油性マーカーで描けます。

金属工芸

このウインドベルは、陶器で出来ています。

ガラス工芸

＜サイズ＞
傘部 φ 150㎜
ベル部 55 × 42㎜

芸

34328------------------------------ ￥1,210 ￥1,100

陶

ゆら鈴 ( ウインドベル )

彫塑・彫刻

この風鈴は陶器でできています。

てん刻

表面は吸水性があるので彩色しやすく、形もデザインし
やすいように工夫されています。クレヨン、色鉛筆、ア
クリル絵の具、マーカーペン（水性ペンは不可）などで
着色できます。金属製の風鈴と違い、大変柔らかい響き
のある素朴な音がします。面倒な吊り下げ用糸などの組
み立てはすべてできていますので、絵を描くだけで完成
します。

木彫・木工芸

彩（いろ）ふうりん

版画・染色

サイズ：272㎜

ガラス製の風鈴です。

※この商品は手作りの為、大きさが多少前後します。
※ 無くなり次第廃止

備品

＜応用＞
絵を描く、水性ステンドで描く

資料

ガラス内外面にアクリル絵具や水性ステンドで描画した
り、風を受ける紙の部分を切ったり描画したりして自分
だけの風鈴に仕上げて下さい。
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モザイクチップ

絵画・画材

モザイクチップセット
13820 6 色セット ---------------- ￥440

手で割れるモザイクタイル
￥400

赤、青、黄、緑、茶、黒

デザイン

13821 12 色セット -------------- ￥880 ￥800

工芸・民芸

セット内容：全色

赤、黄、濃いオレンジ、ピンク、薄いオレンジ
青、緑、濃い青、濃い緑、茶、白、黒

13825 16 色セット ---------- ￥1,100 ￥1,000

モザイクチップ単色

13801 〜 16 ----------------------- 各￥77 ￥70

版画・染色

材質：ポリプロピレン製
サイズ：80 × 80㎜

木彫・木工芸

13801
赤

モザイクチップは、手で簡単に割ることのできる画期的なモザイクタイルです。
今までのモザイク用のタイルのように専用の喰い切りを使ったりする必要はありません。
耐熱性にもすぐれ、熱湯で溶けることもありませんし、シンナー、酸などの薬品におかされることもありません。
接着は、通常の接着剤で OK。ボール紙、木、石などに接着することが可能です。目地は、通常のセメントも
ご使用になれますが、小さい作品でしたら、上からニスを流し込むだけでも構いません。

共同制作（屋内のみ）や、パルプ盆やアートパネル、ファンシー時計、各種マルチシリーズへの貼りつけが可能です。

13802 13803 13804 13805 13806
黄 濃いオレンジ ピンク 薄いオレンジ 青

13807 13808 13809 13810
緑
濃い青 濃い緑
茶

クラフトモザイクタイル
てん刻

13701 〜 22 -------------- 各 ￥418 ￥380
サイズ：98 × 98 × 2.5㎜

材質：陶製

彫塑・彫刻

陶

＜製作方法＞
タイルは、タイルカッターで小さく割ったり、
糸のこ盤（タイルを裏にして切るとうまくいく）
で切ったりしたものを接着剤で壁面などの支持
体に貼り付けていきます。完成後、表面から白
色セメントで、ゴムべらですり込むようにして
目地を埋めます。最後に、
ゴムべらやウエス（布
切れ）などで余分なセメントを拭き取ります。
※ 無くなり次第廃止

肌色

赤

ピンク

9

8

7

13
青

18

深緑

14

濃青

19
紫

5

橙

朱

10

11

こげ茶

茶

黄土

黄

4

3

2

1

15

16

黄緑

20

21
白

13812 13813 13814 13815 13816
黒
グレー はだいろ むらさき おうどいろ

6

クリーム

12

空

薄緑

灰色

13811
白

水

17
緑

22
黒

ゴムべら

芸

13751 小（幅 100㎜）--------------- ￥495 ￥450

白色セメント

ガラス工芸

13753 大（幅 120㎜）--------------- ￥594 ￥540

13752 -------------------------- ￥330 ￥300

金属工芸

容量：1kg

※大は、無くなり次第廃止

＜使用方法＞
水で使いやすい濃度に溶いてご使用下さい。
水分は蒸発してしまいますので、濃度に関係は
ありません。

＜使用方法＞
白色セメントを、タイルにすり込んで目地を埋める
ときに使います。

A：不透明タイプ 6 色

皮革工芸
七宝焼

グラスボール（200 個入）

B：透明タイプ 6 色（黒は不透明）

モザイク用ガラス 6 色セット

資料

90651 A ------------------------ ￥1,320 ￥1,200
90652 B ------------------------ ￥1,210 ￥1,100
一枚サイズ：約 100 × 100㎜
A：不透明タイプ B：透明タイプ（黒は不透明）

モザイク用の色ガラスです。
備品

モザイクは、白色セメントや
フレスコに使用する石灰泥に
小片を埋め込む技法です。こ
れは、ステンドグラスよりも
簡単で、時計や器などをつく
ることも可能です。

90856 -------------------------- ￥1,815 ￥1,650

90850 オーロラ --------------- ￥1,430 ￥1,300
90851 乳白色 ----------------- ￥2,640 ￥2,400
90852 ブルー ------------------ ￥2,640 ￥2,400

大きさ：10 〜 40㎜

サイズ：各φ 17㎜

ビーチグラス
容量：約 1kg

瓶等のかけらの
角を落としたものです。
半透明で色は混合されていま
す。エポキシ系接着剤かホット
メルトで接着してランタンの制
作をしたり、モザイクにしたり、
その他、様々な造形的な用途に
御利用いただけます。

粘土工芸（額やお城、お面
など）にポイント的に埋め
込んで使用したり、グラス
ボールどうしをエポキシ系
接着剤かホットメルトで接
着してランタンの制作をし
たりすることができます。

マテリアル
パルプロック 全 13 色

10311 〜 23 ------------------------------------- 各￥418 ¥380

10311 ホワイト（無機質） 10312 ヨークイエロー

吸水性が良くメディウムや接着剤にまぜることが可能です。

10313 ピーチ

砂絵としての用途に最適です。パルプロックは炭酸カルシウムとセル
ロース（白い紙を粉末状にしたもの）を混ぜ、顆粒状に結合乾燥させた
新しい素材です。吸水性がよくメディウムに混ぜたり、ボンドに混ぜた

10315 パウダーミント 10316 ホリゾンブルー

また絵画のキャンバスにサンドマチエールのような表現も出来ます。
厚みのある盛り上げの表現、ジオラマ、ドールハウスなど、テクスチャー
表現、砂絵としての用途に最適です。

10319 レッド

10320 パープル

10322 グリーン

10323 あずき

木彫・木工芸

10321 ブルー

10318 オレンジ

版画・染色

絵の具のように「塗る・盛る」
砂絵のように「振る」

10317 ブラック

工芸・民芸

り、また上から色を塗ることも出来ます。

10314 エッグビール

デザイン

チャック付きビニールパック入り 75ml
材質：炭酸カルシウム、セルロース、約 0.3mm

絵画・画材

A&C マテリアル

109

てん刻
彫塑・彫刻

A&C マテリアル

A&C マテリアル

天然素材・自然風素材

10330 ---------------------------- ￥1,100 ¥1,000

10331 ---------------------------- ￥1,100 ¥1,000

チャック袋入り 8 色各 15ml
材質：炭酸カルシウム

チャック袋入り 8 種各 15ml

ガラス工芸

チャック付きビニールパック入り 75ml
材質：炭酸カルシウム

芸

10310 -------------------------------- ￥418 ¥380

陶

A&C マテリアル シェルタイル
シェルタイル ベーシック

（厚み約 0.7mm 大きさ約 5 〜 7mm）

卵の殻を砕いたような
質感の素材です。

白樺、樅殻（もみがら）、クルミ
紅茶、ワラ（天然素材）
アイビーグリーン
リーフグリーン
モス（自然風素材）

（厚み約 0.7mm 大きさ約 5 〜 7mm）

絵画や立体造形、クラフトのテ
クスチャー表現をするのに効果
的な素材です。

金属工芸

手で簡単に割ることができます。
アクリル絵具などで着色してモ
ザイク作品や、さまざまなテク
スチャー表現に使用できます。

皮革工芸
七宝焼

アラビックボンドツイン

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

￥350

45037 36g-------------------------- ￥330
主成分：酢酸ビニル樹脂

発泡スチロール判に粘着が付いていますので、モザ
イクチップやウッドシート、その他ウッドペーパー、
メタルペーパー、ストーンペーパーなどの化粧紙や
和紙をそのまま貼って、作品にすることができます。

容器は細・太塗りのツインタイプ。

※ 無くなり次第廃止

細ノズルは砂絵などののライン引きになどにも使い
やすく、太ノズルは広い を塗るときヘラがいりませ
ん。乾くと透明になります。紙・木工用。
F ☆☆☆☆
11 月 1 日価格変更

13111 ------------------------------ ￥715 ￥650
容量：約 140g
約 9 種類の貝殻が入っています。
額縁の周りに貼り付けたり、アクセサリーのワンポ
イントに、観賞用など、さまざまな装飾に使用でき
ます。

備品

サイズ：A4 判（295 × 210 × 5㎜）

シェルミックス
￥300

資料

片面粘着パネル
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モザイク・貼り付け用素材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

マルチ BOX 宝石箱

マルチ BOX 小箱タイプ

版画・染色

41910 ------------------------------------------------------------- ￥880
外寸：175 × 90 × 65㎜

ルーター部：159 × 74㎜

￥800

材質：ほお材

41905------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500
外寸：130 × 88 × 50㎜

ルーター部：112 × 71㎜

材質：ほお材

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

マルチ BOX はがき箱タイプ

マルチ BOX オルゴール箱タイプ

41902 ------------------------------------------------------------ ￥825 ￥750

41901 ------------------------------------------------------------- ￥946 ￥860

外寸：167 × 115 × 47㎜ ルーター部：151 × 101㎜ 材質：ほお材

外寸：175 × 90 × 65㎜

ルーター部：159 × 74㎜

材質：ほお材

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

マルチなべしき

タイル用コルクなべしき

タイルなべしき

41900 ------------------------------- ￥858 ￥780

43320 ------------------------------ ￥913 ￥830

40140 ----------------------------- ￥1,045 ￥950

外寸：一辺 68 × 213 × 14㎜
ルーター部：100 × 100㎜
材質：かつら材

外寸：142 × 142 ×厚さ 11㎜
内寸：98 × 98 ×深さ 3㎜
材質 : コルク、革製紐付き

外寸：長さ 270 ×幅 170 ×厚さ 14㎜
ルーター部内寸：100㎜角
材質 : かつら材

マルチアクセサリー

B

七宝焼

41911 A 外径：φ 42㎜、内径：φ 32㎜ ----- ￥121 ￥110
41912 B 外径：φ 52㎜、内径：φ 42㎜ ----- ￥143 ￥130
41913 C 外径：42 × 32㎜、内径：32 × 23㎜ - ￥121 ￥110
41914 D 外径：52 × 42㎜、内径：42 × 31㎜ - ￥143 ￥130
A

D

C

資料
備品

材質 : かつら材
ルーター加工部分にカラー粘土やモザイクチップ
をはめて制作します。
木部を彫刻することもできます。

マルチコースター（3 枚組）
41906 ------------------------------- ￥528 ￥480
外寸：100 × 100 × 10㎜／ルーター部：φ 70㎜
材質：かつら材

モザイク・貼り付け用素材

111
絵画・画材

デザイン

サイズ：128 × 87 × 46㎜
み立て済み

材質：MDF

仕様：組

MDF 四角箱

41203 ------------------------------- ￥682 ￥620
サイズ：110 × 110 × 51㎜
み立て済み

材質：MDF

仕様：組

MDF 六角箱

41204 ------------------------------- ￥715 ￥650
サイズ：98 × 98 × 46㎜（一辺 56㎜）
材質：MDF 仕様：組み立て済み

版画・染色

41202 ------------------------------- ￥550 ￥500

工芸・民芸

MDF 小箱

木彫・木工芸

てん刻

MDF はがき箱

41205 ------------------------------- ￥748 ￥680

41217 ------------------------------- ￥759 ￥690

サイズ：厚さ 9㎜、額幅 30㎜（内寸 100 × 150㎜）
材質：MDF 仕様：組み立て済み

サイズ：180 × 126 × 45㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み

サイズ：256 × 132 × 52㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み

41214 ------------------------------- ￥605 ￥550

MDF ティッシュ BOX カバー

小物トレー

40115 ------------------------------------------------------------- ￥594 ￥540

40114 ------------------------------------------------------------ ￥572 ￥520

サイズ：180 × 80 × 32㎜
材質：ほう材

サイズ：30 × 200 × 33㎜（内寸：114 × 184㎜） 材質：ほう材
彫刻、ペイント、螺鈿工芸、デコパー
ジュなど、様々な技法に使えます。
使いやすいサイズの小物トレーです。
内面にモザイク用タイルの貼付け
ても良いでしょう。調味料入れや
ペントレー、はがき入れ等いろい
ろな使い方が可能です。

ガラス工芸

彫刻、ペイント、モザイク用タイ
ルの貼付け、螺鈿工芸、デコパー
ジュなど、様々な技法に使えます、
とてもスマートな形でおしゃれな
作品が作れます。

芸

ペン立て付のメモスタンドです。

陶

メモスタンド

彫塑・彫刻

MDF 額縁

金属工芸

マルチメモスタンド フリースタイル

サイズ： 外寸：233 × 118 × 10㎜ ルーター部：φ 98.5㎜ 深さ 3㎜（両面）
鏡：φ 98 × 2㎜、両面テープ 2 枚付
材質：かつら材
両面にルーター加工がしてありますので、片方のルーター加工部に、カラー粘土
やモザイクチップやタイルをはめて制作します。
木部を彫刻することもできます。
無くなり次第廃止

サイズ：160 × 90 × 35mm

材質：かつら材

＜セット内容＞
側板 90 × 35 × 10㎜溝付き 1
底板 120 × 35 × 10㎜溝付き 1
背板（MDF）120 × 82 × 3㎜ 2
ペン立て部 90 × 35 × 35㎜ 1

組み立て簡単。

片面、両面、ペン立てを右向き左向き
お好みで制作して下さい。

資料

裏面

41909 ------------------------------------------------------------- ￥528 ￥480

七宝焼

40207 ------------------------------------------------------------- ￥715

￥650

皮革工芸

マルチ手鏡

備品

両面にルーター加工
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螺鈿工芸

絵画・画材

カッターで切れる貝シート

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

78001 青貝 ---------- ￥715 ￥650
サイズ：80 × 45㎜

厚さ 0.1㎜

78002 メキシコ貝 - ￥715 ￥650

78003 白蝶貝 ------- ￥715 ￥650

78007 ストライプ青貝 - ￥715 ￥650

カッターで軽く 2 〜３回なぞれば簡単に切れます（強く切ると割れますので注意してください）

木彫・木工芸

てん刻

ブラック

レッド

彫塑・彫刻

らでんシール

ナチュラル

ブルー

サイズ：120 × 35 × 0.2㎜

78041~4 --------------------------------------------- 各￥781 ￥710
78041 ナチュラル
78042 レッド
78043 ブルー		
78044 ブラック

陶

表面に細かな切り込みが入っているので、
今まで不可能であった曲面の貼付けも可能です。

あわび貝シート（青貝）

青貝粉末

78000 -------------------- ￥935 ￥850

78010 -------------------- ￥605 ￥550

サイズ：約 1g （不定形：1 〜２枚）

サイズ：1 〜 4㎜

あわび貝の裏側を特殊な技術によりスラ
イスしたもので、昔かららでん工芸に使
用されています。

粉末状の青貝です。

芸

日本アワビ極薄（0.08㎜）のらでん青貝を粘着シート加工してあります。
特殊粘着シートも 0.12㎜なので従来の青貝シートと同じ感覚で使用でき
ます。ハサミでの加工も可能。

ガラス工芸

青貝切り抜き

約 1g

ぱらぱらと振りかけたり、ニスにまぜて
使用したり、使い方はいろいろ工夫でき
ます。

※順次無くなり次第廃止

薄く加工されたあわび貝を切り抜いた螺鈿用の本格的なパーツです
うるし塗料などで下地処理された素材に貼り付け（同じ塗料を接着剤代わりに使用す

金属工芸

る）、塗料で青貝と同じ高さになるまで重ね塗りし、完全に乾燥してから研ぎ出して青
貝の表面を出します。
※花びらなど細工の細かい青貝は、片面に胡粉が塗ってあります。
研ぎ出す場合は胡粉面を表に、白っぽい色が好みの場合は青貝面を裏に貼り付けると良
いでしょう。

78011 青貝 11
￥407 ￥370

78012 青貝 12
￥407 ￥370

78013 青貝 13
￥407 ￥370

約 11 × 13㎜（3 枚）

約 5 × 18㎜（5 枚）

78028 青貝 28
￥407 ￥370

78029 青貝 29
￥407 ￥370

78030 青貝 30
￥407 ￥370

皮革工芸

約 12 × 12㎜（3 枚）

七宝焼

78014 青貝 14
廃止

約 10 × 14㎜（3 枚）

78023 青貝 23
￥407 ￥370

約 7 × 7㎜（5 枚）

78027 青貝 27
￥407 ￥370

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 13 × 7㎜（3 枚）

資料
備品

78033 青貝 33
￥286 ￥260
約φ 2㎜（20 枚）

78016 青貝 16
￥286 ￥260
約φ 3㎜（7 枚）

78034 青貝 34
￥286 ￥260

約 3 × 4㎜（8 枚）

78017 青貝 17
￥286 ￥260

約 4 × 4㎜（6 枚）

78035 青貝 35
￥286 ￥260

約 1.5 × 1.5㎜（20 枚）

78022 青貝 22
￥286 ￥260

約 2 × 2㎜（10 枚）

78021 青貝 21
￥286 ￥260

約 3 × 4㎜（8 枚）

螺鈿工芸
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デザイン

約 4g

約 4g

約 1.3g

約 1.3g
17575 ハート型 4㎜

粉末マイカ 3 色セット

17571 〜 78 ----------------------------------- 各￥330 ￥300

6016 --------------------------------- ￥583 ￥530

キラキラのラメ塗装ができます！

容量：各 10g

廃止

マイカ（雲母）の粉末を焼成方法によって黒、赤、
金の 3 色にしたものです。

渋い和風のイメージに！
約 3g

※「17577 ゴールド 0.2㎜」は、廃止

約 3g

ニスなどに混ぜて使うと効果的です。

17577 ゴールド 0.2㎜ 17578 ゴールド 0.4㎜

木彫・木工芸

作品の上にまぶしたり、絵具やニスに混ぜたり、樹脂工芸
で中に封入するなど、多用途な使い方ができるキラキラの
ラメの粉末です。
作品をひと味変えるスパイスのようにお使いください。

版画・染色

ホログラムグリッター

工芸・民芸

約 4g

17571 シルバー 0.2㎜ 17572 シルバー 0.4㎜ 17573 シルバー 1.0㎜ 17574 星型 4㎜

メタリックパウダー
てん刻

17593 レッドゴールド（2g）------ 廃止
アルミに着色した変色しにくいパウダーです。

彫塑・彫刻

蒔絵の技法に、シルク印刷に、透明塗料に、混ぜてメ
タリックカラーに。用途によって 5 〜 10％混ぜてお
使い下さい。沈金にも使用できます。
※無くなり次第廃止

顔彩メタリック 6 色セット
シャイニーホログラムシート
17576 ------------------------------ ￥561 ￥510

芸

サイズ：181 × 125mm
裏面粘着加工済 3 種 6 枚

光に当てるときれいに輝きます。

写真は光りに反応して色が出ている状態です。

ガラス工芸

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。

陶

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

金属工芸
皮革工芸

水性らでん工芸ニス

水性らでん工芸仕上剤

78031 30ml--------- ￥440 ￥400

78032 100ml-------- ￥836 ￥760

青貝の貼り付に便利です。

万能ニスです。
乾燥後ベタつきません。
ハケ目がでにくく、黄ばみにくい光沢
のある丈夫な塗膜です。

0.7L

透明クリヤー
46130 ------------ ￥2,552 ￥2,320
乾きが早く、色あせしません。汚れが
つきにくく、素材への密着性にも優れ
ています。

11425 赤金 ------ ￥3,080 ￥2,800
11426 青金 ------ ￥3,080 ￥2,800
11427 銀 ------------- ￥990 ￥900
金銀用メディウム
11428 ---------------- ￥550 ￥500
※ 金銀４点は無くなり次第廃止です

備品

キャップが刷毛付きになって
いる万能ニスです。

ワシン 水性ニス

資料

11422 黒 -------- ￥1,155 ￥1,050
11415 赤 --------- ￥1,155 ￥1,050

七宝焼

ネオカラー 250cc
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絵画・画材

ペン皿
丸

皿

デザイン
工芸・民芸

銘々皿

菓子器

コースター

パルプ盆（ジュピーライト）
15403 コースター（100 × 100㎜）-- ￥132 ￥120

かんたんらでん工芸作品例

版画・染色

15404 銘々皿（φ 120㎜）----------- ￥154 ￥140

千代紙を手で破くようと

15405 ペン皿（240 × 145㎜）------ ￥440 ￥400
15406

和紙特有の毛羽立ちがで

菓子器（200 × 200㎜）------ ￥495 ￥450

木彫・木工芸

15407 丸盆（φ 300㎜）-------------- ￥704 ￥640

てん刻

70240 千代紙 A（10 枚組）------- ￥275 ￥250
70241 千代紙 B（10 枚組）------- ￥275 ￥250
70242 千代紙 C（10 枚組）-------- ￥275 ￥250

彫塑・彫刻

A「ひかえめな柄」
B「色の濃い華やかな柄」
C「明るく華やかな柄」
サイズ：100 × 100㎜

古くから民芸、手芸、折り紙の材料とし
て親しまれている友禅和紙です。

70243 8 枚組（4 柄 2 色調入り）---- ￥330 ￥300

き、柔らかな風合いになり

京友禅千代紙

ます。柄のアウトラインを

70244 8 枚組（4 柄 2 色調入り）---- ￥440 ￥400

カットして貼付けると蒔絵
風の作品に仕上がります。

圧縮された紙製の器です、軽く丈夫な素材です。

友禅千代紙

サイズ：380 × 300㎜

A

B

陶
芸
ガラス工芸

※現物と掲載写真が異なることがありますのでご了承ください。

NT 円切りカッター

＜かんたんらでんでの使用法＞
千代紙を手でちぎったり、柄に沿ってデザインナイ
フなどでカットして貼り付けると蒔絵風の作品がで
きます。貼付けるときは、ニスをしみ込ませ貼付
けますとにじみむらが防げます（ニスで接着剤しま
す）
。濡れた状態ですと多少の曲面も貼り付けるこ

14255 iC-1500P--------------- ¥1,650 ￥1,500
C

切断可能サイズ：φ 18 〜 170㎜
紙などの薄物用。
中心に穴をあけずにきれいな円が切れます。
センターゲージを使うと中心出しが簡単です。

とが可能です。（内側から外側に伸ばしてください）

金属工芸

かんたんらでん工芸

「塗って、貼って、塗って！」簡単に螺鈿風作品が製作できます。

皮革工芸
七宝焼

2. 千代紙をカットします。柄の
アウトラインをアートナイフで
カットしたり、手でちぎっても
良い風合いになります。

3. 和 紙 の 接 着 は ニ ス を 使 用 し
ます、貼り付ける面にあらかじ
めニスを塗ると色むらが無くな
り、素材とのなじみが良くなり
ます。

4. 素材側にもニスを塗ります。 5. ニ ス を つ け た 筆 で、 内 か ら
接着剤より粘度がゆるいため位 外になでると気泡が出て行きま
置の変更、調整、貼り直しが容 す。曲面の場所は少し引っ張る
易にできます。
（乾燥するとしっ ように貼付けます
かり接着されます）

6. 和紙の位置が決まり定着した
ら、全面にニスを塗ります。キ
レイに塗るコツは、軽くなでる
ように短い時間で塗りましょ
う。

7. ニ ス が し っ か り 乾 燥 し ま し
た。（半乾き状態で次の作業に
入ると塗膜にしわが出たり、触
ると指紋などがついたりしま
す。
）

8. 青貝を貼付けます。貼り付け
る場所にニスを塗りそこに青貝
を置いて行きます。乾燥するま
で位置を移動したり剥がしたり
できます。

9. ホログラムで装飾します。小
皿などであらかじめニスと混ぜ
ておくと使いやすく、均等に散
らすことができます。（直接振
りかけてもいいでしょう。）

資料

1. アクリルカラーで下地の色を
塗ります。
※２作品同時進行すると乾燥と
製作の間がちょうどいいです。

備品

10. ニスが乾燥したら完成！
ニスをさらに何回も塗り重ねる
事によりツヤのある作品ができ
ます。

螺鈿工芸
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絵画・画材

見た目よりかんたん！表面処理が不要！簡単らでん工芸の応用編・ガラスのペーパーウエイト

デザイン
工芸・民芸

1. 加工面（裏）をきれい拭きます。
2. 千代紙を加工します。
3. 千代紙の色の発色をよくするために、 4. 貼り付ける千代紙にもニスを塗り貼り
アルコールや中性洗剤で手の油や汚れを 貼り付けたい形、にカッターやハサミ、 裏をアクリル絵の具の白を塗ります。
付けます。両方にニスを塗ることにより、
落とします。重要な手順です
手でちぎったりしても良いでしょう
（あとで塗る黒の絵の具で色が暗くなる ニスのムラが出にくくなります。
のを防ぎます。）

版画・染色

てん刻

ペーパーウエイト

90820 教材用 ------------------ ￥748 ￥680
サイズ：φ 68 ×約 16㎜
材質：ソーダガラス 「日本製」

彫塑・彫刻

アルコールや中性洗剤で手の
油や汚れをきれい拭き落とし
てから加工してください。
YouTube 制作動画→

7. ニスが乾いたら、仕上げの
アクリル絵の具を塗ります。

8. 裏返して完成。ニス仕上げ
では難しい表面はツルツルの
鏡面です。

七宝焼

透明アクリル板

5. 水性ニスを塗り、貝やホロ
グラムを貼り付けます。ニス
が乾く前は、貼り付けたもの
を動かせます。

皮革工芸

4. 色の発色が良くなる様に、
ホワイトを塗っておきます。

2. 色を塗る順番を良く考えて、
彩色して行きましょう。

金属工芸

3. 次の色を塗るときは、先に
塗った絵具が乾いてから塗り
ましょう。

1. デザインを考える。アクリ
ル絵の具で一番手前にくる色
から塗ります。

ガラス工芸

アクリル板やガラス板等の透明素材の裏にデザイン
をして「らでん風」のキレイな作品を作ります。
透明板を利用しますので下書きを直接見ながら作業
ができ、難しく大変な表面処理をしないでキレイな
作品を作ることができます。青貝、ホログラム、ア
クリル絵具、千代紙などを使い簡単で美しい作品が
出来上がります。額に入れたりマルチボックスには
めたり応用が利きます。

絵を描く制作行程

芸

裏面に着色、キレイな仕上がり

陶

うらでん工芸

木彫・木工芸

5. 乾燥したら青貝をのせ、量や位置を整 6. ニスを上から浸すように塗ります。ニ 7. 仕上げにアクリル絵の具で塗りつぶし 8. しっかり乾燥させます。完成
えます。なるべく青貝が重ならないよう スが乾くまでの間は青貝を移動させるこ ます。黒以外でもいいですが暗い色の方 ガラスのツルツルの表面が綺麗
にしましょう。
とができます、位置を整えましょう。
が青貝の発色が際立ちます。

17006 ハガキ判 ------------- ￥110 ￥100
サイズ：150 × 100 × 2㎜

サイズ：200 × 150 × 2㎜

資料

17007 ハガキ倍判 ---------- ￥198 ￥180

板ガラス
サイズ：100 × 100 × 3㎜
無くなり次第廃止

備品

90410 ------ 廃止
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螺鈿工芸

絵画・画材

A

C

B

デザイン
工芸・民芸

D なくなり次第廃止

デザインボックス

桐箱

版画・染色

41023 桐箱 A 内寸：22 × 22 × 70㎜ ----------------------------41024 桐箱 B 内寸：30 × 30 × 70㎜ ----------------------------41025 桐箱 C 内寸：35 × 35 × 80㎜ ----------------------------41026 桐箱 D 内寸：81 × 70 × 25㎜ なくなり次第廃止 --------

15024 ------------------------------------------------------------- ￥462 ￥420
サイズ：110 × 160 × 47mm

材質：紙製

厚紙に白上質紙を貼り付けたしっかりした箱です。

直接箱にデザインしたり、包装紙や千代紙などを貼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付け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。

￥528 ￥480
￥550 ￥500
￥572 ￥520
￥495 ￥450

てん刻

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。

印材用のケースですが、
桐材の小さな箱として、SD カード、クリップ、アクセサリー
など小物入れとして使用で来ます。

黒生地八角箱

黒生地小箱

78081 -------------- ￥693 ￥630

78082 --------- ￥1,320 ￥1,200

彫塑・彫刻

サイズ：112 × 112 × 40㎜
材質：ABS 樹脂 無塗装

サイズ：135 × 105 × 53㎜
材質：ユリア樹脂 無塗装

生地の黒を生かした作品、
らでん工芸や、アクリル絵の具の描
画用に最適。

生地の黒を生かした作品、
らでん工芸や、アクリル絵の具の描
画用に最適。

対角 121㎜

ABS 樹脂製の箱です

ユリア樹脂製の箱です

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

無塗装

無塗装

らでんシール作品

らでんシール作品

丸くて小さい、かわいい楊枝入れです。

皮革工芸
七宝焼

サイズ：180 × 50 × 100㎜

ようじ入れ（丸型）

万年カレンダー

ミニチュア小箱

40229 ------------------------------- ￥572 ￥520

41303 ------------------------------- ￥528 ￥480

資料
備品

42213 ------------------------------- ￥462 ￥420

＜セット内容＞
表板 1 枚、台 1 枚、カレンダー板 1 枚
カレンダー 1 枚、ささえ棒 1 本

サイズ：最大径 50 × H52㎜
底部：41㎜
ようじ入れ間口：28㎜
仕様：ルーター加工済み
材質：木製

スライド式の
万年カレンダーです。

表面の板に絵を描いた
り、モザイクタイルや粘
土作品を貼ったリ、いろ
いろな作品に仕上げられ
ます。
※ 板の材質ベニア→ MDF・板色が変更

完成サイズ：70 × 60 × 60㎜

＜セット内容＞
箱部分 1 個、ふた 1 個
蝶番 1 個、木ねじ 4 個
材質：ほお材
仕様：組み立て済み。
ふた開閉は丁番式。
※ふたをかぶせた状態
で蝶番の位置を決め、
ビスで固定します。

螺鈿工芸
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デザイン

折りたたみ式手鏡
40219 ------------------------------- ￥539 ￥490

40210 ------------------------------- ￥462 ￥420

40203 丸型 ------------------------ ￥396 ￥360
40204 角型 ------------------------ ￥352 ￥320

＜セット内容＞

＜丸型＞

朴またはシナ材

板φ 118 × 10㎜ 1 枚

ルーター加工済み）1

朴材  81 × 75 × 13㎜
（加工済み）
鏡：φ 52 × 2㎜

1枚

2枚

携帯に便利な二つ折れの
鏡です、小さな丸型の鏡
ですが２枚の鏡が並ぶ事
によって意外に広く写せ
ます。

＜角形＞
板 110 × 110 × 10㎜ 1 枚
鏡 70 × 70 × 2㎜ 1 枚
くさりセット付き

木彫・木工芸

鏡（φ 60 × 2㎜） 1
枚両面テープ付き

鏡φ 80 × 2㎜

＜セット内容＞

版画・染色

（132 × 75 × 10㎜、

工芸・民芸

ミニかがみ額

手鏡（小）

てん刻
彫塑・彫刻

桜材      エンジュ        栃

71450 桜材 ------------------------------------------------------- ￥121

￥110

サイズ：10 × 10 × 240㎜

71454 ------------------------------------------------------------- ￥935 ￥850
箱サイズ：260 × 32 × 35㎜（内寸 248 × 23 × 15㎜）
箸サイズ：240 × 10 × 4㎜ 箸置きサイズ：70 × 23 × 10㎜

芸

はしづくり

陶

はし 3 点セット

71452 エンジュ ------------------------------------------------- ￥440 ￥400
71453 栃（とち）------------------------------------------------ ￥440 ￥400
サイズ：8 × 4 × 220㎜

ガラス工芸

箸、箸置き、箸箱の 3 点セットです。

箸（はし）

制作板は型抜き済み、折り目入りですので、短時間で製作できます。

金属工芸

箸はサクラ材で、しっかりした強度があり傾
斜加工済みですので細工も簡単。
箸箱の板の厚さは 6㎜ありますのでしっかり
した彫刻が可能です。板面積もありますので
トールペインティング、螺鈿、ウッドシート
などの作品にも最適です。

皮革工芸
七宝焼

制作板は型抜き済み
折り目入りですので
短時間で製作できます
らでんまきえかざり

完成サイズ：243 × 22 × 60㎜

らでんまきえかざりばこ

螺鈿蒔絵飾箱

16668-------------------- ￥1,180 ￥1,073

0.3㎜厚粘着加工制作板（型抜き済み）1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 6 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 4 枚
型抜き済み組み立て用厚紙 1 枚

粘着加工制作板（型抜き済み）上下各 1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 7 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 8 枚
中飾り紙上下各 1 枚

0.3㎜の粘着加工制作板にプッシュカラーの金
カラーと螺鈿風カラーで本物の様な螺鈿工芸品
が作れます。

しっかりとした 1㎜厚の粘着加工制作板に
プッシュカラーの金と螺鈿風カラーで
本物のような螺鈿工芸品が作れます。

備品

16667 ----------------------- ￥601 ￥546

完成サイズ：200 × 122 × 52㎜

資料

螺鈿蒔絵飾ティッシュボックス
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絵画・画材

デザイン

黒塗りストラップ

黒塗りプレート

78083 ------------------------------------------------------------- ￥363 ￥330
塗装済みの表面にらでんを貼ったり、アクリル絵の具で描画し
ておしゃれなストラップが作れます。

78084 小 ---------- ￥737 ￥670

＜セット内容＞

サイズ：200 × 150 × 9㎜

78085 大 ---------- ￥913 ￥830
サイズ：250 × 180 × 9㎜

ストラップ、ヒートン、丸カン

材質：MDF

サイズ：50 × 25 × 5㎜

工芸・民芸

ヒートンは接着固定済み。
材質：木製

ウレタン塗装

ウレタン塗装

ウレタン塗装

小物を飾るディスプレイプレートと

表面の下塗り 1 回、黒塗りを表面 2 回

しても使用できます。

裏面 1 回してあります。

らでん工芸や、アクリル絵の具の描画用に最適。

版画・染色
木彫・木工芸

ウレタン塗装

簡単らでん作品

らでんシール作品

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

16511 黒塗りペントレー（樹脂製）------------------------ ￥1,430 ￥1,300
サイズ：210 × 100 × 13㎜

※螺鈿工芸にも使用可能

16512 黒塗り盆（樹脂製）---------------------------------- ￥1,518 ￥1,380
サイズ：φ 225 × 15㎜

※螺鈿工芸にも使用可能

ガラス工芸

沈金

金属工芸

沈金は中国より伝わり室町時代に発展し
た技法です。
スクラッチして金粉で仕上げるとすばらしい作品に
なります。うるし塗りの に線彫りをして金粉をすり
込み、伝統工芸の沈金をします。
仕上がったものは実用としても使えます。

皮革工芸

22100 針ニードル ------------------ ￥55 ￥50
16510 金粉 10g（混合物）--------- ￥275 ￥250
16518 沈金専用うるし 60ml - ￥396 ￥360
工芸うるしを薄めてありますので、原液のまま使用できます。

七宝焼

1. ウレタン塗りの素材に針ニードル 2. 工芸うるし透明を溶解剤で約 2 〜
3 倍 に薄め、ヘラでしごき込みます
で軽く線彫りをします。
このときニードルを立てすぎたり強 （溝以外の平らな面にはできるだけ塗料
がのこらないようにする）
。
く引っかきますと線がギザギザに
なったり下地が出てしまいますので 金粉を作品の全体に広げます。
この後、溶解剤を少し含んだティッ
加減しながらすすめて下さい。
シュで（溶解剤が多いと溝の金粉も取
れてしまいます）丁寧に何回もくりか
えし拭き取って下さい。

らでん工芸の制作手順

3. デザインによっては金箔を貼った
り、金液を使って絵を描くことです
ばらしい作品が出来上がります。そ
のままでも使用できますが、仕上げ
に透明うるしやニスを塗ると、作品
の保護とつや出しになります。

（うるしやニスを塗るときは金粉が溶け
出さないよう注意して塗って下さい）

※ 5 の段階でうるしを塗らずにニスなどを塗って仕上げることもできます。

資料
備品

1. あわび貝に切り込み（筋）
を入れていきます。ここで、
カッターナイフのみで貝を
切り離そうとすると、貝は
割れてしまいますので注意
してください。

2. 貝に筋を入れたまわり
を注意深く手で割りなが
らはずしていきます。貝の
周りを耐水ペーパーなど
で磨くと仕上がりがキレ
イになります。

3. サンドペーパーなどで
木地素材を充分に磨きま
す。
との粉で目止めしてもよ
いでしょう。

4. カシューや工芸うるし
を全面に塗ります。塗料
を数回に分け厚塗りする
と、最後のとぎ出しのと
きに木地が出にくくなり
ます。

5. 青 貝 を 貼 り、 う る し
を全面に青貝とおなじ厚
さになるまで数回塗りま
す。（ 塗 料 が 乾 く 前 に の
せると接着剤の変わりに
なります）

6. 充分に乾燥したら、耐水
ペーパーを使いやすいサイ
ズに手でちぎり、全面を研
ぎ出します。最後に、研磨
剤やピカールなどで仕上げ
てもよいでしょう。

螺鈿工芸・塗料

24
朱色

25
赤

26
藍色

27
黄色

28
乳白色

29
つや消し

30
弁柄（べんがら）

31
深緑

32
透紫（すきむらさき）

受賞

ワシン水性工芸うるし
46221 〜 32 200ml------------ 各￥1,452 ￥1,320
46321 〜 32 45ml------------------ 各￥605 ￥550

容量：45ml/200ml
塗り面積：0.2㎡ /0.8㎡（3 回塗り )
（A4 用紙 45ml：約 4.5 枚 /200ml：約 13 枚）
乾燥時間：約 2 時間（20℃）

ワシン工芸うるし（200ml）

46207
朱

46208
朱赤

46209
赤

46211
ため色

46212
ネオクリヤー

46213
透き

46214
紅だめ

46215
うるみ

46216
本朱

金属工芸

塗り面積：1㎡（B5 大で約 20 枚）
乾燥時間：約 5 時間（20℃）
＜うすめ液＞
ペイントうすめ液又は難燃性ペイントうすめ液

ガラス工芸

46205
鎌倉赤

芸

46203
透明

陶

※食品衛生法規格準合格

46201
黒

彫塑・彫刻

油性塗料用のうすめ液です。
危険なトルエン、エチルアルコールは含まれていま
せん。
アルコール系、ラッカー系には、使用できません。

ワシン工芸うるしは、人工漆の塗料です。生漆のよ
うな危険性はなく、日本伝統の漆塗りの優雅さが、
感性教育にお薦めです。乾燥が速く、指蝕乾燥時間
が従来の半分です。ちぢみ、しわが非常に少なく、
作業が簡単にできます。肉もちがよく、塗膜が硬い
ので、傷がつきません。

上質の仕上がりを求める方には、油性タイプ

てん刻

46201 黒 ------------------------- ￥1,518 ￥1,380
46203 透明 --------------------- ￥1,518 ￥1,380
46205 鎌倉赤 ------------------- ￥1,595 ￥1,450
46207 朱 ------------------------- ￥1,595 ￥1,450
46208 朱赤 --------------------- ￥2,123 ￥1,930
46209 赤 ------------------------- ￥2,123 ￥1,930
46211 ため色 ------------------- ￥1,595 ￥1,450
46212 ネオクリヤー ---------- ￥1,518 ￥1,380
46213 透き ---------------------- ￥1,595 ￥1,450
46214 紅だめ ------------------- ￥2,123 ￥1,930
￥1,930
ワシン ペイントうすめ液（油性用） 46215 うるみ ------------------- ￥2,123
￥1,930
46216
本朱
---------------------￥2,123
46142 400ml ---------------------- ￥583 ￥530

木彫・木工芸

水性原料を使用することで、乾燥時間の短縮と臭いの低
減を実現。安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむ
ことができます。水性なので嫌なにおいもなく、後始末
もかんたん。
使ったハケは、水（水道水）を使って洗います。
水性工芸うるし同士を混ぜて、色を作ることもできます。
乾けば、水、アルコールにも強い高耐久性。
食品衛生法に適合菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
菓子皿や箸などの食器にも使用できます。

版画・染色

23
鎌倉赤

工芸・民芸

22
透明

デザイン

経済産業大臣賞

21
黒

絵画・画材

食品衛生法規格準合格

119

皮革工芸
七宝焼

いずれも、280 × 230㎜
水で濡らして使用します。

サンドペーパーセット 研磨剤（コンパウンド）
44520（4 枚組）------- ￥66 ￥60
サイズ：230 × 90㎜
＜セット内容＞
荒目（＃ 80） 1 枚
中目（＃ 120） 1 枚
細目（＃ 240） 2 枚

ピカール（300g）

52010 100g --------- ￥594 ￥540

52030 ----------------- ￥682 ￥620

布につけて金属、漆、水牛工芸、てん刻、
石材彫刻、堆朱作品などを磨き上げます。
また、金属のさび落としにも使用できる
コンパウンドです。

＜成分＞
研磨剤 20％

脂肪酸、有機溶剤

＜用途＞
金属全般、うるし、堆朱、水牛角、石、
プラスチックなどのつや出し。

備品

44570 ＃ 400----------- ￥99 ￥90
44571 ＃ 800----------- ￥99 ￥90
44572 ＃ 1000------- ￥121 ￥110
44573 ＃ 1200 ------- ￥121 ￥110

資料

耐水ペーパー

120

籐工芸

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

籐芯材セット

木彫・木工芸

籐芯材（約 1 kg）

72001------------------------------------------ ￥924 ￥840
サイズ：φ 2.5㎜× 25m（約 100g）

72010 φ 2㎜（約 700m）-------------- ￥5,500 ￥5,000
72011 φ 2.5㎜（約 400m ）----------- ￥5,500 ￥5,000

てん刻

72012 φ 3㎜（約 300m）-------------- ￥5,500 ￥5,000

籐は、水に浸けるとやわらかくなって編む加工がしやすくなり、
乾燥すれば、弾力性のある強い素材にもどります。
つた

＜メモ＞ 蔦や竹、籐のつるや皮などといった細長いものを編んで、かごなどの入れ物をつくるとい
う作業は、人類の習得した最も古い工芸であるといわれています。
籐は、やし科のつる性植物で、水につけると柔らかくなるという性質があります。
＜用途＞ コースター、各種かごや器、ランタン、ランプシェード、アクセサリー、モビールなど。

彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

あけび工芸
72051 ------------------------- ￥1,650 ￥1,500
大きさ：φ 3 〜 6㎜、約 300g
（50㎝〜 1m が 20 〜 30 本）

金属工芸

「やさしいかご編」（B5 判

頁数：16 頁）付き

外国産あけび「ブラウンバイン」の編み方 8 パターンを、
分かりやすく写真入りで解説した小冊子です。

外国産あけびであるブラウンヴァインは、野性味あふれる肌ざわりで、水に浸すと非常に
柔らかくなり、細工がしやすく、乾くと固くなります。
従来の籐芯材のように均一化された大きさではありませんが、籐芯材の持つ都会的な風合
いと異なり、土の香りのする作品に仕上がります。
日本のあけびが入手困難なために諦めていた方や、初心者の方々も、ぜひお試しください。

※「やさしいカゴ編」付属は在庫なくなり次第終了します。

皮革工芸
七宝焼

72106 両口金づち --------------- ￥880 ￥800

72102 はさみ（籐工芸用）---- ￥1,320 ￥1,200

サイズ：65㎜

サイズ：185㎜（ばね付き）
細かい作業にも使えます。

資料

切り出し（プラ柄）

備品

72107 ----------------------------- ￥660 ￥600
72105 籐工芸用金づち ----- ￥1,430 ￥1,300

72103 めとおし（長さ 205㎜）---- ￥770 ￥700

サイズ：75㎜

籐工芸を制作する際に、形全体を整えるのに使用します。

サイズ：長さ 185㎜、刃渡り 65㎜
＜用途＞

木工作の細かい切断や、削り用

紙ひも

121
絵画・画材

デザイン

地球にやさしい工作・手芸用
工芸・民芸

E&E・紙バンド（再生紙）
72721 〜 30 --------------------- 各￥660 ￥600
サイズ：19㎜× 5m

も）だけではありません。色々な長さや大きさに切っ

72721 ちゃいろ 72722

白

72723

青

72724

赤

72725

緑

72726

桃

72728

こげ茶 72729

黄

72730

水

黒

72727

木彫・木工芸

たり、縦に裂いたり、貼ったり、編んだり、色々な加
工ができます。和風な感じの色がとても良い風合いと
なり作品に重みがでできます。
環境にやさしい再生紙。ポリ袋の角を切り取り線（中
のラベルに記載）にそって切ると、紙バンドの引き出
しが簡単で、保管にとても便利です。

版画・染色

E&E バンドという名前でも使い方はバンド（梱包用ひ

てん刻
彫塑・彫刻

陶

紙ひも

72710（15㎜× 400m）--------- ￥9,350 ￥8,500

72701 ----------------------------- ￥693 ￥630

平ひもを巻いて、ニスでかためる、編むなどして、器、皿、
モビール、ランタンなどを制作することができます。

サイズ：φ 1.9㎜× 240m

芸

平ひも

ガラス工芸

編み方は、籐芯材と同じです。
最後にアクリル絵の具で着色したり、ニスで仕上
げることもできます。

金属工芸

洗濯もできる丈夫な和紙で編む

皮革工芸
七宝焼

72702 ------------------------- ￥1,100 ￥1,000
サイズ：φ 4㎜× 110m

72700 --------------------------- ￥1,320 ￥1,200 ぞうりづくりという日本古来からある伝統
工芸に、
ぜひトライしてみてはいかがでしょ
＜セット内容＞
うか。この新しく開発された特殊和紙は、
紙ひも状特殊和紙 1 巻
水に強く、洗濯も可能です。
竹べら 1 本
作り方説明書付き

水に塗れても破れない、
丈夫な和紙をよってひも状にしたものです。

また、くわしい作り方の説明書も中に
入っていますので、初めての方でも簡単
に作ることができます。

備品

編み方は、籐芯材と同じです。
最後にアクリル絵の具で着色したり、ニスで仕上げ
ることもできます。

5 月価格変更
資料

ホワイト紙ひも

ぞうりキット

