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木彫素材

絵画・画材

チーク

チーク

かつら

かつら

チーク

かつら

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

木彫キーホルダー A

木彫キーホルダー B

42325 チーク ---------------------- ￥242 ￥220

42301 チーク ---------------------- ￥198 ￥180

木彫ブローチ
42341 チーク -------------------- ￥143 ￥130

サイズ：97 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

42326 かつら ---------------------- ￥187 ￥170

42302 かつら ---------------------- ￥132 ￥120

サイズ：97 × 50 × 10㎜

サイズ：50 × 50 × 10㎜

42306 かつら -------------------- ￥110 ￥100

＜付属品＞
キーホルダー金具

＜付属品＞
キーホルダー金具

サイズ：50 × 50 × 10㎜

木彫・木工芸

＜付属品＞
ブローチ、金具付き

チーク

かつら

チーク

チーク

かつら

かつら

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

木彫ペンダント

木彫かみばさみ（クリップ）

42351 チーク -------------------- ￥385 ￥350

42376 チーク --------------------- ￥220 ￥200

42304 チーク --------------------- ￥748 ￥680

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

42352 かつら -------------------- ￥330 ￥300

42377 かつら --------------------- ￥165 ￥150

サイズ：50 × 50 × 10㎜

サイズ：50 × 50 × 10㎜

＜付属品＞
ペンダントくさり
金具付き

＜付属品＞
クリップ（プラスチック製）

木彫チャーム
42305 かつら --------------------- ￥682 ￥620
サイズ：50 × 50 × 10㎜
＜付属品＞
クサリ：長さ 150㎜
（全長 210㎜）

金属工芸

※ 付属のプラ製クリップの片面
は、滑り止めの形状 になってお
りますので、サンドペーパー等
で軽く削ってからお使い下さい。

かつら

皮革工芸

チーク

七宝焼

ローズ

木彫ループタイ
資料

42310 かつら ---------------------- ￥385 ￥350
42311 チーク ---------------------- ￥440 ￥400
42312 ローズ ---------------------- ￥506 ￥460

備品

サイズ：
いずれも 50 × 50 × 20㎜
＜付属品＞
ひも（えんじ色）付き

チーク

かつら

木彫アクセサリー素材
42321 チーク 50 × 50 × 8㎜ ---- ￥132 ￥120
42323 かつら 50 × 50 × 10㎜ ---- ￥66 ￥60
42320 黒たん 50 × 50 × 10㎜ -- ￥275 ￥250
42333 黒たん 97 × 50 × 10㎜ -- ￥550 ￥500
42318 ローズ 97 × 50 × 8㎜ ---- ￥220 ￥200
42322 ローズ 50 × 50 × 8㎜ ---- ￥110 ￥100
42319 ローズ 50 × 35 × 10㎜ -- ￥110 ￥100
ローズ、黒たんは、なくなり次第廃止です

＜木の硬さ＞

黒たん

かつら、チーク、ローズ、黒たんの順で柔らかい素材です。

ローズ

木彫素材

絵画・画材

木彫マグネット・ネオ
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5 月価格変更

42368 チーク ----------------------- ￥198 ￥180
42369 かつら ----------------------- ￥132 ￥120

デザイン

＜付属品＞

ネオジムマグネット（φ 15 × 2㎜）

強力なネオジムマグネットです。 ※ 割れやすいので取扱注意
接着剤または両面テープで取り付けてください。

42360 ------------------------------- ￥418 ￥380

1 セットで携帯ストラップと
ブレスレットがつくれます。

かつら

木彫マグネット
42371 チーク ----------------------- ￥154 ￥140
42372 かつら ------------------------- ￥88 ￥80
＜付属品＞

磁石（φ 15 × 5㎜）

一般的な磁石です。
接着剤または両面テープで取り付けてください。

やや軽軟材で、加工が容易。

薄くて強力

磁石↓

↑ネオジムマグネット

チーク

耐久性に優れた木材、塗装無しで
もしっとりとしたツヤが出ます。

チークサイズ
50 × 50 × 8㎜
かつらサイズ
50 × 50 × 10㎜

てん刻

ペーパーナイフ

木彫・木工芸

文字の映える朴の木や
磨くとツヤが出るチーク
どちらも素敵なアクセサリー
ができます。

予備用にどうぞ。 ※ 割れやすいので取扱注意

版画・染色

朴、チーク（12 × 12 × 12㎜穴加工済み）各 4 個
ロー引き紐 1 本、ブレスレット用留め金具 1 個
ストラップ金具 1 個、紙やすり 2 枚
木製ビーズ 10 個 、説明書付き

ネオジムマグネット（10 個） 5 月価格変更
30519 φ 15 × 2㎜ ---------------- ￥770 ￥700

工芸・民芸

ウッドアクセサリー

40000 チーク A（300 × 50 × 8㎜）----- ￥440 ￥400
40001 チーク B（300 × 50 × 13㎜）--- ￥1,034 ￥940
40003 さくら（300 × 50 × 10㎜）------ ￥264 ￥240

彫塑・彫刻

40005 朴（298 × 40 × 7㎜）------------- ￥198 ￥180
40015 桂（300 × 50 × 10㎜）------------ ￥231 ￥210
40016 エンジュ（300 × 50 × 10㎜）--- ￥264 ￥240
40004 黒たん（200 × 25 × 7㎜）------- ￥825 ￥750

陶
芸

チーク B

さくら

朴

桂

エンジュ

黒たん

※ エンジュは無くなり次第廃止

皮革工芸

チーク

金属工芸

「硬い」 黒たん → さくら → ローズ → エンジュ → チーク → 桂 → 朴 「柔らかい」※ 硬さの目安です。

ガラス工芸

チーク A

かつら
七宝焼

くつべら

42603 ------------------------------------------------------------- ￥605 ￥550

40020 かつら（500 × 40 × 14㎜）------------------------------ ￥297 ￥270

＜セット内容＞
チーク（茶）2 朴またはシナ（白）2
ブラックウォルナット（焦茶）1

40021 チーク（450 × 50 × 8㎜）----------------------------- ￥1,100 ￥1,000

ブビンガ（朱赤）1

（サイズ：300 × 10 × 10㎜）

室内アクセサリーと実用性を兼ね備えた木彫素材です。
木の硬さ：かつら、チークの順に柔らかい素材です。
※木材の厚さは、変更する可能性があります。

備品

長さを 300㎜に統一していますのでペーパーナイフが作例としてマッチしますが、
コースターやアクセサリーなどアレンジして寄せ木工芸を楽しめます。

資料

寄せ木ペーパーナイフ
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木彫素材

絵画・画材

レリーフ板

かつら 14㎜

40100 小（240 × 170 × 14㎜）------ ￥550 ￥500
40101 中（300 × 200 × 14㎜）------ ￥792 ￥720

デザイン

付属品：いずれもサンドペーパー付き

深彫レリーフ板

かつら 20㎜

40102 小（250 × 170 × 20㎜）------------ ￥836 ￥760
40103 中（300 × 200 × 20㎜）------- ￥1,133 ￥1,030

工芸・民芸

40104 大（400 × 200 × 20㎜）------- ￥1,540 ￥1,400
付属品：いずれもサンドペーパー付き
かつら：彫刻材として一般的に使われる木材、比重の
割に柔らかく加工性が良い。

版画・染色

レリーフ板

くさりセット

しな（14㎜）

42391 ---------------------------------- ￥55 ￥50
サイズ：200㎜

40107 小（240 × 170 × 14㎜）-------- ￥528 ￥480
40108 大（300 × 200 × 14㎜）-------- ￥759 ￥690

木彫・木工芸

材質：しな集成材

U 釘 3 本付き

サンドペーパー付き

金槌で打ち付け
てくさりをつけ
ます。

表面は滑らかで、曲げに強く、軽い硬すぎず柔らかす
ぎないちょうど良い彫りごごち。
シナベニヤの表面に使われている木材です。

てん刻
彫塑・彫刻

かべかざり

陶

40120-------------------------------- ￥638 ￥580

芸

朴版木（共同レリーフ）

飾りレリーフ

20020 正方形 --------------------- ￥110 ￥100

40142 -------------------------------- ￥715 ￥650

20021 はがき判 ------------------ ￥165 ￥150

サイズ：220 × 170 × 14㎜
材質：かつら材、ルーター加工済み
付属品：鎖、U 釘（3 本）付き

ガラス工芸

金属工芸

サイズ：360 × 150 × 10㎜
材質：かつら材
付属品：鎖、U 釘（3 本）
、サンドペーパー付き

（100 × 100 × 10㎜）

大きな存在感のある作品が作れます

（150 × 100 × 10㎜）

木彫にかぎらず、
トールペインティ
ング、ステンシル、
描画や他素材との
組み合わせも出来
ます。

（200 × 150 × 10㎜）

20022 はがき倍判 --------------- ￥352 ￥320
材質：朴材
卒業制作などの共同制作用教材として、浮き彫りレ
リーフなどを制作することができます。

彫刻はもちろん、着色し
てサインボード風に仕上
げたり、粘土作品の台
座や他の作品をを貼り付
けてインテリアにするな
ど、様々な技法に利用で
きるベース素材です。

トールペインティング、らでん工芸、などの素材としても最適

深彫りで立体的な作品が作れます

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

ドアプレート

ウエルカムボード

41745 ------------------------------------------------------------ ￥517 ￥470

41746 ------------------------------------------------------------- ￥638 ￥580

サイズ：270 × 110 × 14㎜
材質：かつら材
付属品：鎖、U 釘（3 本）

サイズ：270 × 110 × 20㎜
材質：かつら材
付属品：鎖、U 釘（3 本）

木彫がしやすい

立体レリーフが可能な
2㎝の厚みのある
桂製ボードです。

桂製のプレートです。

木彫素材
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絵画・画材

縁起の良い末広がり

デザイン
工芸・民芸

八角かべかざり

八角なべしき

40121 ---------------------------------------------------------- ￥616 ￥560

40141------------------------------------------------------------- ￥627 ￥570

サイズ：175 × 175 × 12㎜（一辺 72㎜、対辺の距離 175㎜）

サイズ：一辺約 65㎜

材質：シナ材

材質：朴材

吊りひも 45㎝、ヒートン 2 個

実用に向く八角形のなべしきです。

大きすぎず小さすぎず、ちょうどいいサイズのかべかざり！

八という数字は古今東西問わず縁起の良い数字です！
木彫・木工芸

長方形

彫塑・彫刻

楕円

てん刻

サインボード

厚さ 14㎜

版画・染色

木彫にかぎらず、トールペインティング、ステンシル、描画や他素材との組み合
わせも出来ます。

上下長さ 215㎜

円

（φ 185 × 12㎜）

71510 サインボード ------------- ￥737 ￥670

（250 × 150 × 12㎜）
（142 × 103 × 12㎜）

71502 楕円 ------------------------ ￥836 ￥760

（235 × 165 × 13㎜）

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

サイズ：外寸 一辺約 68㎜
上下長さ 213㎜ 厚さ 14 ㎜
ルーター部 100 × 100㎜ 材質：かつら材

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

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

モザイク作品（モザイクタイル、モザイクチップ）や
スクラッチタイル（小）の作品を入れます。
※ルーター部内側の角の部分は、やや丸くなってい
ますので、彫刻刀などで直角に削ってから作品をは
めてください。

モザイク作品（モザイクタイル、モザイクチップ）や
スクラッチタイル（小）の作品を入れます。

34672 ホワイトタイル小 ------- ￥154 ￥140
サイズ：98 × 98㎜ のタイルをはめてチーズカッター
としても使用できます。

ガラス工芸

71501 長方形 --------------------- ￥418 ￥380

タイルなべしき

芸

71500 円 --------------------------- ￥627 ￥570

マルチなべしき

陶

プラーク

金属工芸

材質：いずれも木製（集成材）ルーター加工済み

木製表札
42040 杉 --------------------------- ￥506 ￥460

皮革工芸

サイズ：180 × 80 × 23㎜

縦用穴付き

42050 かつら --------------------- ￥374 ￥340
サイズ：240 × 85 × 20㎜

穴無し

キーハンガー

サイズ：200 × 90 × 20㎜

穴無し

杉

かつら

七宝焼

42049 朴 --------------------------- ￥506 ￥460

71520 ------------------------------ ￥836 ￥760
資料

サイズ：240 × 120 ×厚さ 12㎜
材質：桂材
付属品：木製フック 4 個

フックが 4 つ付いたプラークタイプの
キーハンガーです。

朴

備品

吊り下げる場合は、鎖で
下げるか、または作品の
デザインでフックをか
ける穴を設計してくださ
い。
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木彫素材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

木製ミニアルバム しな

木彫ミニアルバム かつら

40400 両開き式 ------- ￥1,925 ￥1,750

40398 両開き式 ------ ￥2,233 ￥2,030

サイズ：220 × 220㎜
＜セット内容＞
しな接ぎ板 220 × 220 × 10㎜（面取り加工）2 枚
アルバム台紙 210 × 210㎜ 6 枚
台紙接続板 2 枚、木ネジ 8 本、台紙止めネジ 2 本

サイズ：220 × 220㎜
＜セット内容＞
表板・裏板（かつら材 220 × 220 × 12㎜）2 枚

木彫・木工芸

ジョイントネジ 2 本、木ネジ 8 本
アルバム台紙 210 × 210㎜ 6 枚

色調が明るいシナ材を使用していますので、
絵具の発色が良くペイント用に、デコパージュ
用に、線彫など簡単な彫刻などにお使いいた
だけます。

かつら材を使用しております。

てん刻
彫塑・彫刻

陶

創作テープカッター

芸

木彫ホチキス

40320 ------------------------------------------------------------- ￥924

￥840

42313 A ------------------------- ￥792 ￥720

ガラス工芸

完成サイズ：170 × 120 × 100㎜
材質：ほう材またはしな材の集成材

サイズ：100 × 40 × 10㎜
材質：チーク材

＜セット内容＞
側板（170 × 120 × 12㎜）2 枚、底板（100 × 60 × 20㎜）1 枚
テープの芯材（φ 75 × 15㎜） 1 個、金具セット 1 組

42314 B ------------------------- ￥792 ￥720

実用性とともに、インテリアとしても制作できる教材です。

金属工芸

興味を沸かせ、意欲的に取り組んで創作活動に熱中することが期待できます。

サイズ：100 × 40 × 25㎜
材質：かつら

皮革工芸
七宝焼

万年カレンダー

ハンガー

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

サイズ：180 × 50 × 100㎜

表板

41730 ------------------------------------------------------------- ￥902 ￥820

＜セット内容＞
表板 100 × 180 × 4㎜ 1 枚、台 45 × 180 × 15㎜ 1 枚
カレンダー板 92 × 117㎜ 1 枚、カレンダー 1 枚
ささえ棒 1 本

サイズ：400 × 120 × 14㎜
材質：かつら材
カレンダー板
ささえ棒

※ 表板とカレンダー板の素材が MDF に変わりました

備品

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。

台

＜付属品＞

吊り金具付き

まわりを自分の好きな形に糸のこで切り
直してもよし、また、そのまま浮き彫り
にしてもよし、というプロポーションの
木製ハンガーです。

木彫素材
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絵画・画材

デザイン

B

C

D

木彫ペン皿
40110 A（270 × 110 × 20㎜、ルーター加工なし）--------------- ￥583 ￥530
￥462

￥420

小物トレー
40114 ------------------------------------------------------------- ￥572 ￥520

40112 C（240 × 85 × 20㎜、ルーター加工なし）----------------- ￥374 ￥340

サイズ：130 × 200 × 33㎜

材質：ほう材

40113 D（270 × 110 × 14㎜、ルーター加工済み）---------------- ￥451 ￥410

使いやすいサイズの小物トレーです。

材質：いずれも、かつら材
＜応用＞
木彫にかぎらず、トールペインティング、ステンシル、電気ペンでの描画や他素
材との組み合わせも出来ます。

付けても良いでしょう。調味料入れやペントレー、
はがき入れなど、いろいろな使い方が可能です。

木彫・木工芸

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。内面にモザイク用タイルを貼

版画・染色

40111 B（270 × 110 × 14㎜、ルーター加工なし）----------------

工芸・民芸

A

てん刻
彫塑・彫刻

A

B

丸盆

40150 A（ 160 × 150 × 14㎜）------- ￥649 ￥590
220 × 170 × 14㎜）------- ￥858 ￥780
40151 B（220

40165 小 ----------------------- ￥1,408 ￥1,280

40156 -------------------------------- ￥858 ￥780

陶

サイズ：φ 210 × 15㎜

サイズ：φ 130 × 14㎜

芸

材質：かつら材

仕様：ルーター加工済み

シル、電気ペンでの描画
や他素材との組み合わせ
も出来ます。

銘々皿

40166 大 ---------------------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：φ 240 × 15㎜

材質：ほう材

仕様：

＜仕様＞
ろくろ加工済み

ルーター加工済み
桂 1 枚もの

ガラス工芸

木彫にかぎらず、トール
ペインティング、ステン

桂

9 月価格変更

菓子皿

金属工芸
皮革工芸

40152 ------------------------------- ￥968

手付深彫盆
￥880

40153---------------------------- ￥1,595

木彫トレー
￥1,450

七宝焼

角盆

40154 -------------------------------- ￥770 ￥700
サイズ：240 × 140 × 14㎜
材質：かつら材 仕様：表裏ルーター加工済み

＜応用＞
木彫にかぎらず、トール
ペインティング、ステン
シル、電気ペンでの描画
や他素材との組み合わせ
も出来ます。

＜応用＞
木彫にかぎらず、トール
ペインティング、ステン
シル、電気ペンでの描画
や他素材との組み合わせ
も出来ます。
無くなり次第廃止

＜応用＞
木彫にかぎらず、トール
ペインティング、ステン
シル、電気ペンでの描画
や他素材との組み合わせ
も出来ます。

備品

サイズ：300 × 200 × 20㎜
材質：かつら材 仕様：ルーター加工済み

資料

サイズ：300 × 200 × 14㎜
材質：かつら材 仕様：ルーター加工済み
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木彫素材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

カバ材

栓

クルミ

カバ材

版画・染色
木彫・木工芸

スプーン作り

バターナイフ

40023 カバ材（200 × 40 × 20㎜）------------------------------- ￥330 ￥300
40024 栓（200 × 40 × 20㎜）------------------------------------- ￥319 ￥290

40008 クルミ（180 × 30 × 20㎜）------------------------------- ￥176 ￥160
40019 カバ材（200 × 40 × 20㎜）------------------------------- ￥253 ￥230

スプーンが作りやすいようにルーター加工してあります。

バターナイフにちょうどいいサイズの天然木です。
厚さのあるので、シュガースプーンなども作れます。

天然木のスプーンが作れます

てん刻
彫塑・彫刻

陶

スプーン・フォーク（2 本組）

芸

40010 A（サイズ：240 × 40 × 14 ㎜）----------------------------- ￥462 ￥420

40011 B（サイズ：300 × 43 × 8㎜）------------------------------- ￥627 ￥570
ガラス工芸

材質：かつら材

ルーター加工済み

42201------------------------ ￥550 ￥500
サイズ：150 × 35 × 35㎜
材質：かつら材 せんぬき金具付き

A は短め真っ直ストレート。
B は長め S 字カーブがついています。

金属工芸

パスタ用、サラダサーバーとして使用できる
木製のフォークとスプーンが作れます。

木彫せんぬき 角型

木彫用のせんぬき金具付きのセットです。

A

B

実用に向く、握りやすいデザインを考えて下
さい。

丸くて小さい、かわいい楊枝入れです。

皮革工芸
七宝焼

ようじ入れ（丸型）
資料

42213 ------------------------------- ￥462 ￥420
サイズ：最大径 50 × H52㎜
底部 41㎜
ようじ入れ間口 28㎜

備品

仕様：ルーター加工済み
材質：木製

バードコール

タオルかけ B
41740 ------------------------------- ￥660
サイズ：300 × 200 × 14㎜
材質：かつら材、ルーター加工済み
浮き彫りや透かし彫りはも
ちろん、他の作品を貼り付け
てベース素材としても使用
できるように、上部の面積を
広くとってあり、マルチな技
法に展開できるタオルかけ
です。
※ 在庫なくなり次第廃止

42205 角型 ------------------- ￥517 ￥470
￥600

材質：かつら

サイズ：100 × 40 × 25㎜

木筒と金属をこすり合わせ鳥のさえずりを表現します。
木部に穴加工がしてあり特殊金具を取り付けてあり
ます。（金具の形状が変更することがあります、予め
ご了承下さい）金具を回す事で鳥の擬似音を作り出
せます。
木彫向きの桂材を使用し
ています。彫ったり、絵
を描いたりしながら鳥と
触れ合って下さい。生活
科や郊外学習の時などに
最適です。

木彫素材
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

はし３点セット
71454 ---------------------------------- ￥935 ￥850

箸置きサイズ：70 × 23 × 10㎜

71455 はし（箸置き付）--------------- ￥440 ￥400
71456 はし箱（単品）---------------- ￥506 ￥460

箸、箸置き、箸箱の 3 点セットです。

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。

木彫・木工芸

箸サイズ：240 × 10 × 4㎜

版画・染色

箱サイズ：260 × 32 × 35㎜（内寸 248 × 23 × 15㎜）
箸サイズ：240 × 10 × 4㎜

箱サイズ：260 × 32 × 35㎜（内寸 248 × 23 × 15㎜）

銘木箸 2 点セット（箸と箸置き）
71463 ブビンガ ---------------- ￥550 ￥500
71464 鉄刀木（タガヤサン）------ ￥550 ￥500

はしづくり
インドローズ
紫がかった暗褐色
木質は硬め、木目が緻密

サイズ：箸 10 × 10 × 230㎜ （先 5 × 5㎜）
箸置き 50 × 25 × 10㎜

ブビンガ
赤褐色で木質は硬め
高級家具に使われる木材

71450 桜材 -------------- ￥121 ￥110
サイズ：10 × 10 × 240㎜
太めのはし用素材で
彫刻細工などに向いています。

箸（はし）

桜材

エンジュ

栃

71452 エンジュ -------- ￥440 ￥400
硬めで、えごま油などで磨くと艶が出ます

芸

食器用に使われる、加工がしやすい木材

陶

71453 栃（とち）------- ￥440 ￥400
鉄刀木（タガヤサン）
ストライプが美しい木材
ヤスリでの制作向き

彫塑・彫刻

71465 けやき ------------------- ￥385 ￥350

てん刻

71462 インドローズ ---------- ￥550

￥500

サイズ：8 × 4 × 220㎜

金属工芸

けやき
板目の文様が美しい木材
ヤスリでの制作向き

ガラス工芸

傾斜加工済みですので簡単に箸作りが出来
ます螺鈿や漆塗りに最適。

皮革工芸
七宝焼

箸箱

42215 大（男性用）265 × 35 × 19㎜ 内寸 245 × 22 × 11㎜ ---- ￥913 ￥830
42216 小（女性用）230 × 35 × 19㎜ 内寸 210 × 20 × 11㎜ ---- ￥869 ￥790

42214 ------------------------------------------------------------- ￥462 ￥420

＜付属品＞

飾りゴムバンド

彩色、彩画、螺鈿工芸などに適して
います。
木の厚みが 5㎜と薄いので簡単な彫
刻、筋彫りなどが可能です。

備品

木目のきれいな「栓」でできたはし
箱です。彩色、彩画、螺鈿工芸など
に適しています。木目を生かした作
品を作りましょう。

サイズ：250 × 29 × 23㎜（内寸 240 × 19 × 11㎜）
材質：朴材

資料

デザインはし箱（栓かぶせ蓋式・材質：栓）
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時計

絵画・画材

時計板 角型
40505 小（210 × 210 × 14㎜）-------- ￥781 ￥710
40504 大（240 × 240 × 14㎜）------ ￥1,012 ￥920

デザイン

材

質：かつら材

仕

様：片面ルーター加工済み

※集成材の場合があります。

デザインクロック用の時計板です。

工芸・民芸

デザインおよび制作は、ルーターがかかっている側ま
た、かかっていない側でも可能です。

小

クロックボード

＜応用＞
木彫にかぎらず、

40492 小（210 × 210 × 9㎜）-------- ￥418 ￥380
40493 大（240 × 240 × 9㎜）------- ￥605 ￥550

トールペインティ

版画・染色

ング、ステンシル、

木彫・木工芸

推奨ユニット：
デザインクロック
M・スイープ

材質：しな合板、φ 10㎜の穴あけ加工済み

電気ペンでの描画

デザインクロック用の
時計板です。

や他素材との組み
合わせも出来ます。

表面に描画したり、トールペ
インティング、ステンシル向
きのファンシーな時計です。

大

推奨ユニット：M、スイープ

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

時計板 丸型

時計板 かざり丸型

40507 ------------------------------ ￥968 ￥880

40506 -------------------------- ￥1,188 ￥1,080

サイズ：φ 208 × 14㎜
材質：かつら材 ※集成材の場合があります。
仕様：ルーター加工済み

サイズ：φ 235 × 14㎜
材質：かつら材 ※集成材の場合があります。
仕様：裏面、周辺部ルーター加工済み

デザインクロック用の時計板です。

デザインクロック用の時計板です。

でも、いない側でも可能です。

彫刻よりも、表面に描画したり、トールペインティ
ング、ステンシル向きのファンシーな時計です。

デザインおよび制作は、ルーターがかかっている側

金属工芸

推奨ユニット：
デザインクロック M、デザインクロックスイープ

推奨ユニット：デザインクロック M
デザインクロックスイープ

ハンドビット
44804 -------------------------- ￥1,760 ￥1,600
サイズ：φ 10㎜
片手でねじるだけで簡単に穴をあけることができま
す。φ 10㎜ですので、ベニヤ、スクラッチボード、
発泡塩ビ板、パネル、銅板などに穴をあけてデザイ
ンクロックのユニットを取り付けることができま
す。

秒針が透明樹脂円盤！

皮革工芸
七宝焼
資料

キューブクオーツ コスモ（アートボード）

キューブクオーツ コスモ L

40559 -------------------------------------------------------- ￥1,485 ￥1,350

40560 -------------------------------------------------------- ￥1,650 ￥1,500

＜セット内容＞
アートボード 100 × 100 × 3㎜（ケント貼りスチレン）1
側板：
（溝加工）4 裏板：MDF（丸穴抜き）1 保護用塩ビ板
時計セット白（秒針が透明樹脂円盤）1

＜セット内容＞
アートボード 100 × 150 × 3㎜（ケント貼りスチレン）1
側板：160 × 70 × 10㎜（溝加工）2 110 × 70 × 10㎜（溝加工）2
裏板：MDF（丸穴抜き）1 保護用塩ビ板 1 時計セット白 1

備品

秒針が透明樹脂円盤です。

お好みにカットしたり、絵を描くことも可能です。
秒針の動きが色々な想像力をかき立てます。
側板は塗りムラの出にくい「しな」材です。

1

秒針が透明樹脂円盤です。

お好みにカットしたり、絵を描くことも可能です。
秒針の動きが色々な想像力をかき立てます。
側板は塗りムラの出にくい「しな」材です。

時計

153

S

M

L

絵画・画材

気になる「コチコチ音」がしません。

デザイン

デザインクロック（針無し）
40557 L（厚さ 3 〜 19㎜の素材まで）---------------- ￥1,078 ￥980

デザインクロック スケルトン M
※セイコープレシジョン（株）製です。

40554 --------------------------- ￥1,210 ￥1,100

＜取り付け穴＞
いずれも、φ 10㎜

サイズ：56 × 56 × 15㎜
厚さ 3 〜 9㎜の素材まで

＜セット内容＞
ムーブメント 1
文字盤用下絵用紙 1 枚
中心ナット 1
パッキング 1
吊り金具 1
単三電池 1

＜セット内容＞
ムーブメント 1 、文字盤用下絵用紙 1 枚
中心ナット 1 、パッキング 1
吊り金具 1、単三電池 1
なめらかに連続して動くスイープ運針。
音が気になりません。

アラビア数字

大唐草黒

大黒

大白丸

ローマ数字

小黒

デザインクロック用針

寒暖計

9 月価格変更

各￥242 ￥220

40514 大 白丸針
40573 小 黒針
40570 小 白針
40571 小 唐草黒針

（長針 68、秒針 62㎜）

（長針 74、秒針 75㎜）
（長針 79、秒針 75㎜）
（長針 79、秒針 75㎜）
（長針 51、秒針 47㎜）
（長針 51、秒針 47㎜）
（長針 39、秒針 47㎜）

※針の長さは、中心からの長さです。

金属工芸

40535 ピンク（5 分、φ 16.5 × 100㎜）- ￥418 ￥380

（長針 74、秒針 75㎜）

ガラス工芸

サイズ：長さ 20㎜
接着：G クリア、速乾 G などの接着剤

40510 大 唐草黒針
40513 大 唐草金針
40511 大 黒針
40512 大 白針

芸

40515 〜 18---------------------- 各￥495 ￥450
40515 アラビア数字 金
40516 アラビア数字 黒
40517 ローマ数字 金

陶

文字符

40518 ローマ数字 黒

砂時計（ガラス製）

小唐黒

大白

彫塑・彫刻

大唐草金

40131 小型（底φ 40㎜、外径 45㎜）-- 廃止
40135 中型（底φ 60㎜、外径 65㎜）-- ￥737 ￥670

小白

てん刻

廃止

取り付け穴：φ 10㎜

木彫・木工芸

40558（厚さ 3 〜 9㎜の素材まで）------------------- ￥1,078 ￥980

デザインクロック スイープ

＜サイズ＞
いずれも、56 × 56 × 15㎜

版画・染色

40555 S（厚さ 1 〜 3㎜の素材まで）-------------------- ￥924 ￥840
40556 M（厚さ 3 〜 9㎜の素材まで）------------------- ￥924 ￥840

スイープ運針（なめらかに連続して動く）

工芸・民芸

スケルトン

ステップ運針（1 秒毎にカチッカチッと動く）

皮革工芸

中型寒暖計付かべかざり
＜セット内容＞
桂材穴あけ加工済み 1 枚
（200 × 200 × 13㎜、）

鎖1本
ヒートン 2 個

完成サイズ：113 ×φ 64㎜
材質：かつら材
仕様：組み立て式（未組み立て）
＜セット内容＞
上下板 かつら材 2 枚
支柱丸棒 3 本
砂時計 1 個
（ガラス製、φ 16.5 × 100㎜）

40539 5 分ピンク ---------------- ￥913 ￥830
完成サイズ：170 × 74 × 60㎜
材質：かつら材
仕様：組み立て式（未組み立て）
＜セット内容＞
側板 2 枚
上板、底板 2 枚
砂時計 1 個
（ガラス、φ 16.5 × 100㎜）

備品

寒暖計 1 個
（底φ 60㎜、外径 65㎜）

40537 5 分ピンク ---------------- ￥803
￥1,390

木彫砂時計角型
￥730

資料

40136 -------------------------- ￥1,529

木彫砂時計丸型

七宝焼

9 月価格変更
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木製写真額

絵画・画材

デザイン

二つ折れ写真立て

版画・染色

40222 ---------------------------- ￥836 ￥760

40223------------------------------------------------------------- ￥869 ￥790

木彫・木工芸

工芸・民芸

7 月価格変更

写真立て

スタンド付属板 1 枚
PP 板 1 枚、とんぼ、ビス各 4 個

＜セット内容＞

＜セット内容＞
額材：朴枠幅：30㎜ 2 枚
外寸：166 × 132 × 9㎜、内寸：70 × 105㎜
裏板 2 枚 塩ビ板 2 枚
とんぼ、ビス 各 8 個、丁番セット 2 個

桂材 1 枚
外寸：200 × 150 × 14㎜ 内寸：150 × 100㎜
表側：切抜寸法 140 × 90㎜

注意：中に入る写真の大きさは 115 × 80㎜です。通常の写真は入りませんので写真をサイズにカット
して入れて下さい。

はがきサイズの写真、ポストカードが入ります。

てん刻
彫塑・彫刻

無くなり次第廃止

無くなり次第廃止

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

スタンド式写真額

写真かざり額 だ円型

写真かざり額 角型

40228----------------------------- ￥1,012 ￥920

40220 -------------------------------- ￥935 ￥850

40221---------------------------- ￥1,078 ￥980

＜セット内容＞
額桂材（220 × 150 × 14㎜・内寸：130 × 100 ×深さ 3㎜）1 枚
台桂材（220 × 64 × 14㎜）1 枚、裏板 1 枚
透明塩ビ板 1 枚 とんぼ、ビス 各 4 個

＜セット内容＞
桂材 1 枚 外寸：200 × 240 × 14㎜
内寸：160 × 110㎜
表側：切抜寸法 150 × 100㎜、だ円形
塩ビ板 1 枚、鎖 1 本
U 釘 3 本、とんぼ・ビス各 4 個
サンドペーパー 1 枚

＜セット内容＞
桂材 1 枚 外寸：300 × 200 × 14
内寸：160 × 110㎜
表側：切り抜き寸法 150 × 100㎜
塩ビ板 1 枚、鎖 1 本
U 釘 3 本、とんぼ・ビス各 4 個
サンドペーパー 1 枚

はがきサイズの写真
ポストカードが入ります。

はがきサイズの写真
ポストカードが入ります。

150 × 100㎜用

270 × 200㎜用

MDF 額縁

木製はがき額（組み立て式）

木製 C 額（組み立て式）

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

16004 -------------------------------- ￥572 ￥520

16005 -------------------------------- ￥737 ￥670

サイズ：160 × 210㎜
厚さ 9㎜、額幅 30㎜
内寸 100 × 150㎜
材質：MDF
仕様：組み立て済み

サイズ
外寸 200 × 150㎜
内寸 150 × 100㎜
枠幅 30㎜、厚さ 10㎜

サイズ
外寸 320 × 249㎜
内寸 270 × 200㎜
枠幅 30㎜、厚さ 10㎜

＜材質＞
朴材またはイエローポプラ

＜材質＞
朴材またはイエローポプラ

＜付属品＞
鎖、とんぼセット付き

＜付属品＞
鎖、とんぼセット付き

台座部は、縦にも横にも
はめ込んで取り付けるこ
とができます。
写真のサービス判や時間
割表など入れることがで
きます。

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

MDF 製の小さな額縁で
す。写真額としても使用
可能。
（溝の深さ 2㎜）

木彫かがみ額

155
絵画・画材

デザイン

￥700

サイズ：191 × 151 × 12㎜

＜セット内容＞
桂材 190 × 190 × 10㎜（加工済み）センターφ 121㎜ルーター加工済
鏡

40224 ------------------------------- ￥869 ￥790

版画・染色

40205 ------------------------------------------------------------ ￥770

工芸・民芸

スタンド式鏡付額縁

八角かがみ飾り

φ 120 × 2㎜、くさり、ヒートン、鏡用両面テープ

額：桂材／中板：MDF 組み立て済み）
鏡：120 × 80 × 2㎜、スタンド用丸棒

額幅：35㎜

かがみの直径が 120㎜あり実用的に使用することができます。

木彫・木工芸

手に持ちやすいサイズの鏡額です。
裏に縦・横に立てることができる
スタンド用の穴があいています。

てん刻
彫塑・彫刻

とんぼ・ビス各 4 個
鎖 1 本、U 釘 3 本

40202------------------------------- ￥990 ￥900

＜セット内容＞
桂材 1 枚 外寸：300 × 200 × 14㎜
内寸：160 × 110㎜
表側：切り抜き寸法 150 × 100㎜

＜セット内容＞
桂材（ルーター加工済み）
外寸：240 × 170 × 14㎜ 1 枚
鏡 120 × 78 × 3㎜（すり加工）1 枚
鎖 1 本、U 釘 3 本
サンドペーパー 1 枚

ガラス工芸

＜セット内容＞
朴材 ( 枠幅：30㎜）1 個
（ サイズ：322 × 292 × 10㎜）
色紙（サイン用）1 枚

40201 --------------------------- ￥1,210 ￥1,100

芸

40230 --------------------------- ￥1,166

￥1,060

木彫かがみ付額 角 R 型

陶

しきし額 A

木彫かがみ付額 角型

鏡（160 × 110 × 2㎜） 1 枚
鎖 1 本、U 釘 3 本
とんぼ・ビス 4 本
サンドペーパー 1 枚

鏡は接着剤か両面テープで取り付けて下さい。

金属工芸

無くなり次第廃止

皮革工芸

木製アート額縁 A（組み立て済み）
サイズ：外寸 213 × 162㎜
内寸 200 × 150㎜、枠幅 14㎜
材質：朴または榀

木製アート額縁 B（組み立て済み） 木製額縁（組み立て済み）
16001 はがき倍判用 ------------- ￥583 ￥530

（外寸：250 × 200㎜、内寸：200 × 150㎜）

16002 B5 判用 --------------------- ￥715 ￥650

（外寸：298 × 222㎜、内寸：257 × 182㎜）

16003 B4 判用 ----------------- ￥1,166 ￥1,060

（裏板付き／外寸：295 × 404㎜、内寸：257 × 364㎜）
材質：桂または朴
枠幅：はがき判は 30㎜、B5・B4 判は 25㎜
付属品：いずれも、鎖、とんぼセット付き

16008 100㎜角 -------------------- ￥429 ￥390
外寸：125 × 125 × 10㎜

内寸：100 × 100㎜

16009 はがき判 ------------------- ￥462 ￥420
外寸：175 × 125 × 10㎜

内寸：100 × 150㎜

＜別売り MDF 裏板＞
16018 MDF 板 100 × 100 × 2.5㎜ --- ￥28 ￥25

16019 MDF 板 150 × 100 × 2.5㎜ --- ￥33 ￥30
裏板、描画・貼り付けなど各技法のベース台に

備品

付属品：鎖、とんぼセット付き
用途：はがき倍判用
（スクラッチグラス、けがき工芸、ステンドカラー
ニューステンドの塩ビ板、真鍮板、牛革規格品など）

材質：朴

資料

16000 はがき倍判用 ------------- ￥550 ￥500

七宝焼

枠幅：15㎜
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木彫かがみ

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

手鏡小

手鏡中

手鏡大

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

40213 -------------------------------- ￥748 ￥680

40212 --------------------------- ￥1,980 ￥1,800

＜セット内容＞

＜セット内容＞

＜セット内容＞

朴材またはシナ材 1 枚

桂材 1 枚

（132 × 75 × 10㎜）

木彫・木工芸

鏡（φ 60 × 2㎜）1 枚
両面テープ付き

（233 × 118 × 10㎜）
鏡（φ 98 × 2㎜） 1 枚
両面テープ付き

桂材 1 枚
（315 × 165 × 14㎜）
※桂材からしな集成材に変更の
場合があります。

鏡（φ 145 × 3㎜） 1 枚
両面テープ付き

注意：鏡ははめ込んだ状態でセットされていますが、木は濡らすと縮み、また、塗料やニスなどがルーター部に入りますと鏡が入らなくなることがありますので、ヤスリなどで削り調整してください。

てん刻
彫塑・彫刻

陶

折りたたみ式手鏡

マルチ手鏡

芸

40219 ------------------------------- ￥539 ￥490

40207------------------------------- ￥715 ￥650

無くなり次第廃止

ガラス工芸

桂材 外寸：233 × 118 × 10㎜
ルーター両面深さ 3㎜
鏡（φ 98 × 2㎜）
両面テープ 2 枚付

＜セット内容＞
朴材 81 × 75 × 13㎜（加工済み）
鏡 φ 52 × 2㎜ 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。簡単な筋彫りでおしゃれなコンパク

金属工芸

ト鏡が作れます。アクリル絵具での装飾、螺鈿工芸の装飾にもむいています。

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。

ミニかがみ額

皮革工芸

40203 丸型 ---------------------- ￥396 ￥360
板：φ 118 × 10㎜（ルター加工 4㎜）1 枚
鏡：φ 80 × 2㎜ 1 枚

40204 角型 --------------------- ￥352 ￥320
七宝焼

板：110 × 110 × 10㎜（ルター加工 4㎜）1 枚
鏡：70 × 70 × 2㎜ 1 枚
いずれもくさりセット付き。

資料
小さな鏡額です。
備品

木彫はもちろん、板に絵を描いたり、モザイクタイルをはったり、両面を使った作品が作れます。本来ルーター部
に鏡を入れるのですが、ルーター部にモザイクタイルを入れ、裏面に鏡を貼り、周りをモザイクタイルで仕上げて
も良いでしょう。
← アクリル絵の具を下地に塗り、水性ニスで、青貝、千代紙、粉末マイカを貼付けた作品。

木製箱素材
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絵画・画材

スマホウッドスピーカー
41709 組立済 ------------------- ￥968 ￥880

デザイン

描いたり、塗ったり、貼ったりの
ペイントやデコパージュなどの作業がすぐできます。

41708 キット（未組立）-------- ￥814 ￥740

工芸・民芸

外板 6 枚、内板２枚を
接着剤を使い組立ます。
組立前に彫刻や加工をする
のに向いています。

電源不要のスマホスピーカー

板の厚さは 10㎜で彫刻も可能。
その他、描画・貼付けなど様々な加工ができます。

外寸：110 × 110 × 100㎜

スマホ→

木彫・木工芸

内部の板２枚が音の通
り道を S 字型にし、音
が反響し増幅され前方
向に出てきます。

版画・染色

スマホ差込口は 80 × 15㎜のサイズまでの
スマートフォンを入れることができます。

卓上のスピーカとして
十分な音が鳴ります。

未加工

陶

スマホスタンド
40116 --------------------------------------------------- ￥638 ￥580

芸

かつら板：178 × 130 × 10㎜ （穴加工済み）
しなベニヤ：125 × 100 × 5.5㎜ （穴加工済み）
未加工

ガラス工芸

スマートホンやタブレットなどを
立てかけることができるスタンドです。
かつら板部分は、描画・彫刻・貼付けなど様々な加
工ができます。組み立てが簡単で、板の表と裏にデ
ザインしリバーシブル作品にすることも可能。

切れ目加工

12.9 インチのタブレットも

皮革工芸

縦置き・横置きも大丈夫！

金属工芸

オリジナルのアイデアで自由に
加工・カスタマイズし機能を増やすことも可能。

彫塑・彫刻

切れ目加工

てん刻

＜加工例＞
切れ目を入れると
コードの扱いが楽になります、タブ
レットも立てかけ可能

七宝焼

スマホ・タブレットスタンド
40117 ---------------------------------------------------- ￥550 ￥500
目線に合わせて角度調整

資料

ほう板：120 × 180 × 10㎜ （加工済み）
ほう板：90 × 120 × 10㎜ （加工済み）

支え板に溝があり、重量のあるタブレットやゲーム機などを
しっかり立てかけることができるスタンドです。

←

備品

支え板を前後にスライドさせると角度を調整することもできます。
板部分は、描画・彫刻・貼付けなど様々な加工ができます。
組み立てが簡単で、
板の表と裏にデザインしリバーシブル作品にすることも可能。
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木製箱素材

絵画・画材

MDF（エムディーエフ）製の箱です、螺鈿・はり絵・デコパージュ・ペイントなど用途様々！
着色や紙などの張り付けが容易にできる素材です。木材の様に軽量で高い加工性を持ち、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖
が少ない素材の箱です。方向性がなく、軽くて強度に富み、表面・木口面ともに緻密できわめて均質です。

デザイン
工芸・民芸
版画・染色
木彫・木工芸

MDF 小箱

MDF 四角箱

MDF 六角箱

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

41203 ------------------------------- ￥682 ￥620

41204 ------------------------------- ￥715 ￥650

＜サイズ＞
128 × 87 × 46㎜

＜サイズ＞
110 × 110 × 51㎜

材質：MDF

材質：MDF

仕様：組み立て済み

仕様：組み立て済み

＜サイズ＞
98 × 98 × 46㎜
（一辺 56㎜）
材質：MDF

てん刻

仕様：組み立て済み

様々な技法のベースに使えます

彫塑・彫刻

陶
芸

MDF ティッシュ BOX カバー

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

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

＜サイズ＞
180 × 126 × 45㎜
材質：MDF

皮革工芸

41218 --------------------------- ￥1,155 ￥1,050

MDF スマホラック
サイズ：135 × 70 × 135㎜ （加工済み）
材質：MDF 仕様：組み立て済み

ペン立て付きで、
七宝焼

しっかりとした安定感のある重量！
実用的で、じゃまにならないスマートな形
両サイドに隙間があり充電コードを使用するこ
とも可能です。

資料

リモコン入れとして
も使用できます。

備品

様々な技法で！
螺鈿・はり絵
デコパージュ
ペイントなど
MDF は、着色や紙など
の張り付けが容易にで
きる素材です。

サイズ：外寸 256 × 132 × 52㎜、内寸 248 × 123 × 48㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み
MDF 製のティッシュボックスカバーです。着色や紙などの貼り付けが容易にでき
る素材です。ティッシュボックスより少し大きめにできています。
ティッシュ取り出し口のはがした紙を八つ折りにして隙間に挟むと安定します。
※市販されているティッシュボックスは様々なサイズがあり小さく薄い箱などサイズの合わない物もあり
ますのでご了承ください。

卒業制作の新しい定番！

金属工芸

仕様：組み立て済み

折った紙をここに挟みます

ガラス工芸

MDF はがき箱

木製箱素材
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絵画・画材

デザイン

筆箱

41030 ------------------------------ ￥825

￥750

サイズ：220 × 65 × 25㎜
材質：朴材
入る本数：約 3 〜 5 本
付属品：マグネット 4 個、丁番 2 個

41031 ------------------------------- ￥660

メモスタンド
￥600

サイズ：220 × 68 × 35㎜
材質：朴材 仕様：組み立て済み
木彫にかぎらず、トールペインティング、ステンシル、
電気ペンでの描画や他素材との組み合わせも出来ま
す。鉛筆の入る本数：約 10 〜 13 本

材質：朴材

サイズ：180 × 80 × 32㎜

ペン立て付のメモスタンドです。

木彫・木工芸

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。

版画・染色

開閉部がマグネットになっています。
最後にマグネットを組み込む作業のときに、S 極と
N 極を間違えないようにしてください。

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

工芸・民芸

ペンシルケース

てん刻
彫塑・彫刻

陶

ブック型筆立て

42220 ------- ￥473 ￥430

42221 ------ ￥660 ￥600

40523 ------- ￥825 ￥750

サイズ：1 辺 38 ×高さ 90㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

サイズ：100 × 70 × 70㎜
材質：かつら材
仕様：
凹部、特殊ルーター加工仕上げ

サイズ：120 × 105 × 60㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

金属工芸

木彫にかぎらず、トールペイ
ンティング、ステンシル、電
気ペンでの描画や他素材との
組み合わせも出来ます。

ガラス工芸

筆立て 四角

芸

筆立て 六角

皮革工芸
七宝焼

木彫はがき箱 A

木彫はがき箱 B

サイズ：177 × 125 × 47㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

サイズ：221 × 142 × 36㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

● 板を押すとせり上がりはがきや切手が取りやすくなります。

はがき、絵はがきなどが整
理できます。

備品

底板（大きなベニヤ板）板を押すことによっ
て底板がせり上がり、葉書がとりやすくなり
ます。空いているスペースは、切手入れです。

資料

41211-------------------------------- ￥825 ￥750

41210--------------------- ￥1,210 ￥1,100
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木製箱素材

絵画・画材

ジュエリーボックス
41212 ---------------------------- ￥902 ￥820

デザイン

サイズ：196 × 106 × 72㎜
材質：朴材

仕様：組み立て済み

セット内容：本体、フタ、竹ひご

ジュエリーボックスハーフ
※着色はカラーワックスを使用しています。

版画・染色

蝶番を使わないタイプです。

木彫・木工芸

本体とフタは未接着ですので棒を抜き取り外し可
能、完成後接着して下さい。木彫はもちろん、ペイ
ント用、デコパージュ、螺鈿工芸などいろいろな技
法での使用が可能です。

サンドペーパーで表面と角を整え、

仕様：組み立て済み

セット内容：本体、フタ、竹ひご

カラーワックスで仕上げました

材質：朴材

おしゃれなアンティークな

サイズ：122 × 106 × 72㎜

雑貨風に仕上がります。

工芸・民芸

41216 ---------------------------- ￥748 ￥680

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

木彫宝石箱

木彫小箱

四角小箱

41215 ------------------------------- ￥902 ￥820

41200 ------------------------------- ￥605 ￥550

41201 ------------------------------- ￥737 ￥670

完成サイズ：175 × 90 × 65㎜
材質：ほお材
仕様：組み立て済み
セット内容：本体、フタ

サイズ：130 × 88 × 50㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み
セット内容：本体、フタ

サイズ：103 × 103 × 58㎜
材質：朴材 仕様：組み立て済み

蝶番を使わないフタ式木彫箱です。

宝石入れや、小物入れとして使用できる、小さくて
か わ い ら し い 小 箱 で す。
モザイクなどをはめ込め
るようにルーター加工を
し た マ ル チ BOX タ イ プ
もご用意いたしておりま
す。

木彫はもちろん、ペ
イント用、デコパー
ジュ、螺鈿工芸など
いろいろな技法での
使用が可能です。

宝石入れや、小物入れとして使用できる、小さくて
かわいらしい小箱です。

金属工芸
皮革工芸
七宝焼

六角箱
41000 ------------------------------- ￥792 ￥720
サイズ：1 辺 58 ×高さ 51㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

資料
備品

小物入れや宝石箱として。
木彫にかぎらず、トール
ペインティング、ステン
シル、電気ペンでの描画
や他素材との組み合わせ
も出来ます。

文箱

ブック型宝石箱
41040 --------------------------- ￥1,419
サイズ：
190 × 142 × 60㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み
蝶番（ビス付き）2 個

41220---------------------------- ￥1,375 ￥1,250
￥1,290

サイズ：275 × 155 × 57㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み

手紙などの整理
に、便利です。

木製箱素材
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絵画・画材

デザイン

41060 ------------------------------ ￥660

ティッシュボックスカバー

ティッシュペーパー入れ
￥600

サイズ：129 × 90 × 50㎜
材質：朴材 仕様：組み立て済み

41704 -------------------------- ￥1,397

￥1,270

41744 ------------------------------- ￥660 ￥600

上面は桂材で簡単な彫刻可能です。
絵を描いたりタイルや粘
土を貼付けて作品を作る
ことができます。

木彫・木工芸

※ティッシュボックスが抜けな
いように内寸はきつめにできて
います。種類によってはサイズ
の合わないテッュボックスもあ
りますのでご了承下さい。

版画・染色

サイズ：外寸 125 × 255 × 60㎜
内寸 117 × 247 × 49㎜
材質：上面かつら材、側面シナ合板か MDF 材
仕様：組み立て済み

サイズ：278 × 137 × H85㎜
材質：朴材 仕様：組み立て済み

工芸・民芸

ミニティッシュ入れ

てん刻

印材フラットケース
41028 ----------------------------- ￥1,056

¥960

印材木彫ケース

33501 小（92 × 90 × 50㎜）-------- ￥880 ￥800
33504 大（103 × 103 × 58㎜）------ ￥957 ￥870
仕様：組み立て済み 材質：朴材または、しな材
付属品：朱スポンジ、ブラシ（青色または白色）

ダストボックス
41702 --------------------------- ￥1,144 ￥1,040
完成サイズ：180 × 120 × 120㎜

材質：朴材

＜入るサイズ＞
小：高麗石（中）
30 × 30 × 70㎜

注意：朱肉は木工
ボンドなどで固定
して使用してくだ
さい。

大：高麗石（大）
35 × 35 × 80㎜

キャリングケース大

キャリングケース小

三段引出し

41102 --------------------------- ￥2,530 ￥2,300

41101 --------------------------- ￥1,320 ￥1,200

41703 --------------------------- ￥1,903 ￥1,730

サイズ：
243 × 163 × 97㎜

サイズ：
162 × 130 × 87㎜

材質：朴材

材質：朴材

簡単に組み立てができるように加工してあります。

金属工芸

30 × 30 × 70㎜
の印材を入れる
ことができます。

ガラス工芸

＜セット内容＞
側板（ルーター加工済み） 2 枚
側板（ルーター加工済み） 2 枚
上板（穴あけ加工済み） 1 枚
底板（ベニヤ板）
1枚
サンドペーパー
1枚
仕様：組み立て式（未組み立て）

芸

面がフラットなので、彫刻以外にも、螺鈿など他の
素材を貼り付けて仕上げることが可能です。

大

陶

サイズ：105 × 105 × 49㎜ 材質：かつら材
付属品：朱スポンジ、ブラシ（青色または白色）

彫塑・彫刻

小

皮革工芸
備品

※ 無くなり次第廃止

資料

※ 無くなり次第廃止

付属品：
取手、止め金具
丁番付き

七宝焼

付属品：
取手、止め金具
丁番付き

＜サイズ＞
外寸：170 × 132 × 128㎜
1 段の収納サイズ：105 × 103 × 35㎜
材質：朴材
仕様：組み立て済み
取手（3 個）のみあと付け
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オルゴール

絵画・画材

オルゴールの音色がきれいです。

オルゴールメロディ 20

メロディ 20 専用作曲用カード

41330 --------------------------- ￥6,600 ￥6,000

41334 --------------------------------- ￥165 ￥150

サイズ：108 × 70 ×高 30㎜

サイズ：幅 70 ×長さ 530㎜

作曲用カードは穴が開いてないので、専用穴あけパン
チで 20 線譜に沿って開けて下さい。ただし、半音は
奏でられず、ハ長調の音階になっていますので、楽譜
既成の曲カードを参考に、オリジナルな曲づくりがで をハ長調に直してから穴あけします。
き、音感教育に最適です。
カードの左右両端にドレミ・・が印刷されていて、
2 オクターブ + ラまで、20 音階の音域があります。
＜注意＞

デザイン

カードの 20 音階でハンドルを廻すと
ノスタルジックな音色を奏でます。

工芸・民芸

メロディ 20 専用小箱

曲カードが必要です。
作曲する場合は作曲用カー
ドとパンチが必要です。

作曲用カード穴あけパンチ
41335 --------------------------------- ￥770 ￥700

41305 ------------------------------- ￥847 ￥770

版画・染色
木彫・木工芸

完成サイズ：横 131 ×奥行 90 ×高 58㎜
材質：ほお材
仕様：組み立て済み。

メロディ 20 専用曲カード

＜セット内容＞
箱部分 1 個
ふた
1個

41331 イエスタディワンスモア
41332 スモールワールド（小さな世界）
41333 ハッピーバースディ

オルゴールメロディ
20 専用箱で、箱に回
転棒を通す切り込みが
加工されてます。

サイズ：全長 122・穴φ 3㎜

41331 〜 3 ----------------------- 各￥220 ￥200

サイズ：幅 70 ×長さ 530㎜

20 音階の穴があいており、曲を鳴らせます。
※ 無くなり次第廃止

ミニ引き出しボックス
てん刻

ミニチュア小箱

41304 -------------------- ￥979 ￥890

41303 -------------------- ￥528 ￥480

彫塑・彫刻

完成サイズ：横 80 ×奥行 70 ×高 91㎜
材質：ほお材 仕様：組み立て済み。

完成サイズ：横 70 ×奥行 60 ×高 60㎜
材質：ほお材 仕様：組み立て済み

＜セット内容＞
引き出し付き箱部分 1 個
引き出し 1 個
ふた 1 個
引き出し用取っ手 1 個

＜セット内容＞
箱部分 1 個 ふた 1 個
蝶番 1 個 木ねじ 4 個
ミニチュアオルゴールは紙箱に入ってい
ますので、ふたの裏側に接着剤で固定し
ます。

陶

手廻しオルゴール専用箱で、穴にさしこ
んで、3 個のビスで固定します。ふたは
かぶせる方式です。

ミニチュアオルゴール

芸

41340 〜 44 --------- 各￥330 ￥300

手廻しオルゴール

サイズ：外箱 40 × 30 ×厚 12㎜

41350 〜 54 -------- 各￥220 ￥200
ガラス工芸

サイズ：45 × 35 ×高 20㎜

41340 スモールワールド
41341 虹の彼方に
41342 ブラームスの子守歌
41343 ミュージックボックス
41344 守ってあげたい

ビス付き

金属工芸

41350 あの日に帰りたい
41351 なごり雪
41352 クリスマスイブ
41353 サウンドオブミュージック
41354 トップ・オブザワールド
無くなり次第廃止

通常のオルゴールのミニチュア判で 18 弁あり 4 小節の曲です。
無くなり次第廃止
傾斜角度 100°
で箱の中のストッパーにより、曲が止まります。
※ 実物は紙箱に入っています、写真のオルゴールは、中身です。紙箱から出さないで下さい。

校歌オルゴール機械
41600 8 小節（ストッパー付）------- ￥968 ￥880

皮革工芸

41602 16 小節（ストッパー付）-- ￥1,870 ￥1,700
＜サイズ＞
ストッパーの棒の長さ：42 ㎜
  8 小節：55 × 45 × H20㎜（ストッパー取付時 65㎜）
16 小節：65 × 53 × H25㎜（ストッパー取付時 65㎜）

七宝焼

毎年、12 月以降は、混雑いたしておりますので、
11 月末までにお申し込みください。
音楽ファイル MP3 での承認も可能です。
試作品制作代別途かかります。担当までご相談下さい。

16 小節

8 小節

資料

＜納期＞
楽譜の当社到着後、一ヵ月以内に試作
品をお送りいたします。試作品をお聴
きになり、確認後、二ヵ月以内に商品
をお届けいたします。

備品

＜申込方法＞
校歌のメロディーのオルゴールを、別途製作い
たしております。校歌の楽譜（伴奏付き、作詞・
MP3 ファイルのメール送付の場合は、
作曲者明記）をお送りください。
試作データを 4 〜 5 日で送る事ができ
尚、新規のご注文は 50 個以上でお願いいた
します。2 回目のご注文より 10 台以下もお受 ます。
け付けいたしますが、別価格になりますので、 その場合は、試作品は送りませんので、
御相談下さい。
データ承認（PDF ファイル）です。

デラックスオルゴール箱

41302 ---------------------------- ￥1,518 ￥1,380
完成サイズ：210 × 120 × 90㎜ 材質：ほお材
仕様：組み立て済み。
オルゴール取り付け部分と足のみ組み立て式。
開閉方式は、丁番式です。
＜セット内容＞
上板 1、側板 1
支柱 2、足部 2、
蝶番（ビス付き）2

オルゴール
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デザイン

オルゴール宝石箱

41321 --------------------------- ￥1,606 ￥1,460

蝶番不用オルゴール箱

完成サイズ：250 × 140 × 90㎜ 材質：ほお材
仕様：組み立て式、開閉方式は、丁番式です。

41312 --------------------------- ￥1,133 ￥1,030

完成サイズ：175 × 90 × 65㎜

完成サイズ：240 × 130 × 87㎜
材質：しな材 仕様：半組み立済
開閉方式は、釘差し込み式です。

足部 2 枚、オルゴールカバー上板・側板
オルゴールカバー支柱 4 本

オルゴール機械（ストッパー付き）

丁番式ではありません
かぶせるだけの
簡単構造のフタ式です。

オルゴール機械（ストッパー付き）
サイズ：55 × 45 × H20㎜

無くなり次第廃止

41452 夜空のムコウ ----------- ￥660 ￥600
41453 世界に一つだけの花 -- ￥660 ￥600
41454 虹（福山 雅治）------------- ￥660 ￥600

41424 いい日旅立ち ----------- ￥605 ￥550

41455 いつも何度でも -------- ￥660 ￥600

41415 雨に濡れても

41431 いとしのエリー -------- ￥605 ￥550

41456 Flavor of Life（宇多田ヒカル）- ￥660 ￥600

41419 青きドナウ

41433 卒業写真 ----------------- ￥605 ￥550

41457 I Believe（綾香）--------- ￥660 ￥600

41447 ろまん飛行 -------------- ￥605 ￥550

41458 愛唄（GReeeeN）---------- ￥660 ￥600

41407 ラブストーリー
廃止

41420 コンドルは飛んで行く
41422 潮騒のメロディー

廃止

41438 星に願いを -------------- ￥660 ￥600

廃止

41442 ロッキーのテーマ ----- ￥660 ￥600

41441 ワインレッドの心

芸

41443 小さな世界 -------------- ￥660 ￥600

41445 ミッシェル

41444 ミッキーマウスマーチ - ￥660 ￥600

41495 チャコの海岸物語

ガラス工芸

41446 スターウォーズ -------- ￥660 ￥600

41496 昂（スバル）

41448 I Love You（尾崎 豊）----- ￥660 ￥600

41497 ウイアーザチャンプ

41449 桜坂（福山 雅治）---------- ￥660 ￥600

41498 メモリー

41450 Love Love Love--------- ￥660 ￥600

41499 魅惑のワルツ

41451 Tsunami------------------ ￥660 ￥600

注意：箱の高さに合うようにストッパーの長さは、切っ
て調節して使用してください。

※オルゴール機械の機種によりビス穴の位置が図と異なる場合があります、様々な穴があいている場合があります、ビスの入る穴を確認して下さい。

金属工芸

無くなり次第廃止

＜オルゴール取り付け方＞

41459 永遠にともに（コブクロ）- ￥660 ￥600

陶

41439 ガルデルワルツ

廃止

彫塑・彫刻

41423 贈る言葉 ----------------- ￥605 ￥550

41404 トロイメライ

てん刻

各￥330 ￥300

サイズ：55 × 45 × H20㎜

各1枚

木彫・木工芸

＜セット内容＞
側板 1
上板釘取付加工済 1
上板 1、側板 1
補強柱 2、釘 2

材質：ほお材

＜セット内容＞

版画・染色

＜セット内容＞
オルゴールカバー上板 1
オルゴールカバー側板 1
オルゴールカバー補強柱 2
蝶番（ビス付き） 2
側板 2、側板 2
上板 1、底板 1、足部 2

41300 ------------------------------- ￥990 ￥900

工芸・民芸

あぜくらオルゴール箱

皮革工芸

→
→

→

3. 巻ネジの穴（約 1㎝）をバンドビット 4. オルゴールをビスで留めます。
などで開け、また、ビス止めの位置 3 箇
所には、キリなどで軽く穴を開けておき
ます。

七宝焼

1. ネジをゆるめて、図の様にストッパー 2. オルゴール機械を箱の中に置いて取り
を取り付けます。その後、もう一度ネジ 付ける位置を決めます。このとき、巻ネ
をしめて下さい。
ジの位置とビス止めする位置（●の部分
3 箇所）を確認しておきます。

＜ 支柱と側板の取り付け方は、箱の種類によって違います＞

資料

• あぜくらオルゴール箱

• オルゴール宝石箱

備品

5. 上ぶたに、ストッパーを出す位置に数 6. 最後に、ふたを閉めてみて、ストッパー
ミリの穴を開け、接着剤で上ぶたを取り をペンチで切って、ストッパーの長さを
付けます。
調節します。
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木製パズル

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

完成サイズ：232 × 181 × 20㎜

完成サイズ：231 × 231 × 20㎜

版画・染色
木彫・木工芸

額付きパズル
40415 ---------------------------- ￥902 ￥820

＜セット内容＞

＜セット内容＞

パズル制作板（しな） 200 × 200 × 12㎜
額（231 × 231 × 20㎜） フレーム幅 15㎜

パズル制作板（しな） 200 × 150 × 12㎜
額（232 × 181 × 20㎜）

作るのも、飾るのも、大きすぎず小さすぎずちょ
うどいい正方形の額付きパスルです。
糸のこ作業も楽な押さえつけやすいサイズです。

作るのも、飾るのも、大きすぎず小さすぎずちょ
うどいいサイズの額付きパスルです。
糸のこ作業も楽な押さえつけやすいサイズです。

木彫コンパクトパズル A

木彫コンパクトパズル B

てん刻

額付きパズル 200 角
40417---------------------------- ￥990 ￥900

彫塑・彫刻

陶
芸

40435 --------------------------- ￥638 ￥580
ガラス工芸

完成サイズ：145 × 145 × 20㎜厚
仕様：パズル用板：120 × 120 × 12㎜厚 1 枚
裏板付き枠：145 × 145 × 20㎜厚（組立済み）1 枚
材質：しな、MDF（裏板）
＜付属品＞

吊金具、木ねじ

40436 9 ピース ---------------- ￥638 ￥580
完成サイズ：145 × 145 × 20㎜厚
仕様：パズル用板 40 × 40 × 12㎜厚 9 枚
裏板付き枠 145 × 145 × 20㎜厚（組立済み） 1 個
材質：しな、MDF（裏板）

各1個

金属工芸

＜付属品＞

吊金具、木ねじ

さいころパズル
40443 小（4 ピース）---------------------- ￥704 ￥640

皮革工芸

完成サイズ：103 × 103 × 45㎜

40444 中（9 ピース）-------------------- ￥1,100 ￥1,000
完成サイズ：123 × 123 × 45㎜

七宝焼

40441 大（16 ピース）----------------- ￥1,320 ￥1,200
完成サイズ：183 × 183 × 45㎜
＜材質＞
ピース部：みづき（1 辺 40㎜） 枠部：朴材

6 面のデザインができるパズルです
底部：ベニヤ

資料

難易度が選べる
4 ピース・9 ピース・16 ピース
6 面のキューブを利用して斬新なアイデアで
楽しいパズルを作ろう！

備品

イラスト、地図、迷路、数字などそれぞれ違うデザインや描
画をすることにより、一度に 6 種類のパズルを楽しむことが
できます。

各1個

木製パズル
木目のキレイな「せん」を追加！
ワックスだけでも味のある作品が出来ます。

40439 かつら ---------------------------------------------- ￥737 ￥670
本体：200 × 200 × 14㎜厚 1 枚

裏板：200 × 200 × 3㎜厚（MDF)1 枚

デザイン

40414 しな ------------------------------------------------- ￥638 ￥580
本体：200 × 200 × 12㎜厚 1 枚

絵画・画材

木彫四角パズル
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裏板：200 × 200 × 3㎜厚（MDF)1 枚

40416 せん -------------------------------------------------- ￥792 ￥720
工芸・民芸

本体：200 × 200 × 12㎜厚 1 枚

裏板：200 × 200 × 3㎜厚（MDF)1 枚

しな

せん

彫刻に向いた「かつら材」、発色がキレイな「しな材」、木目をがキレイな「せん」
の三種類の木彫四角パズルです。※集成材の場合があります。

（完成サイズ：300 × 225 × 8.5㎜ 内寸：250 × 175㎜）

芸

完成サイズ：360 × 300 × 8.5㎜

40410 A----------------------------- ￥550 ￥500
40411 B------------------------------ ￥792 ￥720

4本

表板：しなベニヤ
360 × 300 × 6㎜

（完成サイズ：360 × 300 × 8.5㎜ 内寸：310 × 250㎜）
＜セット内容＞
表板（しなベニヤ）

裏板：ラワンベニヤ
360 × 300 × 2.5㎜

枠幅 25㎜ミシン加工

立体パズル

金属工芸

裏板（ラワンベニヤ）

ガラス工芸

1枚

裏板：ラワンベニヤ
300 × 225 × 2.5㎜ 1 枚
額縁：かつら材
幅 25 ×厚さ 12㎜

40413-------------------------------- ￥671

枠ぬきパズル
￥610

陶

創作パズル B
￥1,050

完成サイズ：300 × 225 × 14.5㎜
表板：かつら材
250 × 175 × 12㎜

彫塑・彫刻

40412 -------------------------- ￥1,155

てん刻

重厚な木製パスルを
作るならこれ！

創作パズル A

糸鋸作業が楽にできる厚さです。

木彫・木工芸

枠取りに気をつけて自由なデザインのパズルを作ります。

版画・染色

かつら

40420 しな材 ------------------------ ￥913 ￥830
皮革工芸

40421 ポプラ材（無くなり次第廃止）- ￥550 ￥500
サイズ：上記いずれも、240 × 170 × 25㎜

サイズ：200 × 300 × 21㎜

ウッドジグソーミニ（36 ピース）

七宝焼

42047 桐材 --------------------------- ￥990 ￥900

40433 ------------------------------- ￥330 ￥300

るデザインのパズルを作って
みましょう。

ケースを開くとスタンド
タイプになり、そのまま
卓上のインテリアとして
飾ることもできます。ま
た、ギフト用としても最
適です。
※ 無くなり次第廃止

備品

組み変えの変化や、動きのあ

パズル：しなベニヤ 90 × 94 × 4㎜
カバー：プラスチック製 96 × 98 × 8 ㎜

資料

板に厚みを持たせて
ありますので、立体的な
造形に適しています。
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寄せ木

絵画・画材

２色 140P

デザイン
工芸・民芸

どんな形の物を作るかデッ 接着せずに、それぞれの面 接着します。すき間ができ
サンをして、デザインの構 を組み立ててみます。
ないように、合う材料を選
想を立てます。
び、やすりなどで修正しな
がら作業を進めます。

9 月価格変更

寄せ木工芸 箱入り

42600 --------------------------------------------------------- ￥1,210 ￥1,100
材質：かつら材（白）とラワン材（赤）のセット
＜セット内容＞

版画・染色

100 × 10 × 10㎜ 各 10 個・30 × 10 × 10㎜ 各 25 個
20 × 10 × 10㎜ 各 35・個紙箱入り

2 種類の色の違う木の素材を接着剤で接合し、彫刻することに
よって、上品な木の風合いをかもし出す作品ができあがります。

木彫・木工芸

＜メモ＞ 寄せ木工芸は、古く日本では天平年間から木画としてありましたが、中
断し近年になって、箱根細工などに見られるような手工芸として復活しました。寄
せ木は、モザイクの一種で寄せ木工芸も、もとはシルクロードを伝わって日本に
入ってきたのでしょうが、その経緯は定かになっていません。

きれいに接合するために、 削り取りたい部分やくりぬき 目の細かい紙やすりなどで
クランプ、バイス（万力）、 たい部分を、ドリル、のみ、よく磨き、ニス塗装や、ワッ
やゴムひもなどでしばって 彫刻刀などで大まかに荒仕 クスがけなどをしますと豪
上げをし、その後、やすり 華な完成品になります。
おきます。
などで仕上げていきます。

３色 168P

３色 180P

サクラ赤身（モカ） パイン（白）

てん刻
彫塑・彫刻

エンジュ

ブラックウォールナット（焦茶）

陶

銘木入り寄せ木工芸
42602 -------------------------------------------------------- ￥1,155

シナ

さくら

寄せ木工芸 3 色セット 180 ピース
￥1,050

芸
ガラス工芸

＜セット内容＞
ブラックウォルナット（焦茶）
さくら赤身（モカ）
、パイン（白）
100 × 10 × 10㎜
各6個
30 × 10 × 10㎜
各 20 個
20 × 10 × 10㎜
各 30 個

こげ茶、モカ、白の三色セット

コントラストの強い作品が制作できます。

42604 --------------------------------------------------------- ￥1,309 ￥1,190
＜セット内容＞
エンジュ、さくら、シナ
100 × 10 × 10㎜
各 10 個
40 × 10 × 10㎜
各 20 個
20 × 10 × 10㎜
各 30 個

たっぷり 180 ピースの三色セット

金属工芸

コントラストの強い作品が制作できます。

皮革工芸
七宝焼

寄せ木ペーパーナイフ
42603 ------------------------------------------------------------- ￥605 ￥550

A

B

C

D

E

角柱

資料

42020 A かつら材（250 × 55 × 55㎜）------------------------ ￥627 ￥570

備品

＜セット内容＞
チーク（茶）2、しな（白）2 ブビンガ（朱赤）1、ブラックウォルナット（焦茶）1
サイズ：300 × 10 × 10㎜

42021 B かつら材（200 × 75 × 75㎜）------------------------ ￥935 ￥850

ペーパーナイフ以外も作れます

42025 D しな材（300 × 40 × 40㎜）無くなり次第廃止 ----------- ￥506 ￥460

長さを 300㎜に統一していますのでペーパー
ナイフが作例としてマッチしますが、コース
ターやアクセサリーなどアレンジして寄せ木
工芸を楽しめます。

42026 E しな材（300 × 50 × 50㎜）--------------------------- ￥638 ￥580

42022 C かつら材（200 × 85 × 85㎜）-------------------- ￥1,210 ￥1,100

木製素材
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加工が容易で、軽く柔らかい木材

42620 ---------------------------- ￥1,078 ￥980

42621 --------------------------- ￥1,144 ￥1,040

＜セット内容＞

＜セット内容＞

バルサ材（38 × 38 × 300  3㎜本分を 18 分割にカット済み）
台座（しな合板、98 × 98 × 9㎜） 1 個
ラミン棒（φ 6 × 88㎜） 1 本

バルサ材（38 × 38 × 300 ㎜） 3 本
台座（ラバーウッド、95 × 95 × 25㎜） 1 個
ラミン棒（φ 6 × 88㎜） 1 本

サンドペーパー

サンドペーパー

1枚

バルサ立体
42031 B ----------------------------- 廃止
サイズ：150 × 80 × 80㎜

無くなり次第廃止

42032 C ----------------------------- ￥770 ￥700
サイズ：300 × 50 × 50㎜

42033 D----------------------------- ￥440 ￥400

1枚

バルサ材を自分の好きな形に糸のこで切ったり、カッ
ターで削ったりすることによって、表現したい立体造
形作品をつくることのできる教材です。

サイズ：300 × 38 × 38㎜

木彫・木工芸

バルサの角材を接着したり着
色 し な が ら、 オ ブ ジ ェ を つ
くっていく教材です。空間構
成力、造形力を育てるのに適
しています。

D

＜セット内容＞
バルサ材（32 × 32 × 32㎜）8 個
バルサ材（32 × 32 × 48㎜）10 個
しな合板（168 × 64 × 4㎜）2 枚
しな合板（168 × 56 × 4㎜）2 枚
しな合板（64 × 64 × 4㎜）2 枚
サンドペーパー 1 枚
輪ゴム 2 本

台座（しな、125 × 125 × 9㎜） 1 個
サンドペーパー 1 枚
切る、磨く、着色するという基
本的な技法と空間把握力創造力
を養うことのできる教材です。

サイズ：φ 20 × 900㎜

5本

42552 A（8 × 8 × 900㎜ 50 本）----- ￥5,280 ￥4,800
42553 B（10 × 10 × 900㎜ 50 本）--- ￥6,655 ￥6,050
42554 C（15 × 15 × 900㎜ 20 本）--- ￥5,720 ￥5,200
42555 D（6 × 6 × 900㎜ 50 本）----- ￥2,585 ￥2,350
42556 E（3 × 15 × 900㎜ 50 本）-----￥4,510 ￥4,100
42557 F（5 × 15 × 900㎜ 50 本）---- ￥5,335 ￥4,850

備品

42564 C------------------------- ￥3,080 ￥2,800

ひのき棒
資料

25 本

七宝焼

25 本

42563 B ------------------------- ￥3,850 ￥3,500
サイズ：φ 10 × 900㎜

皮革工芸

42562 A ------------------------ ￥3,410 ￥3,100
サイズ：φ 8 × 900㎜

B
A

A

42540 A（φ 1.8 × 360㎜）10 本 ------- ￥55 ￥50

71043 平（幅 5 × 900㎜）4 本 -------- ￥132 ￥120

サイズ：600 × 70 × 3㎜

金属工芸

B

丸棒

42543 D（φ 3 × 900㎜）5 本 -------- ￥132 ￥120

42532 C ------------------------ ￥2,695 ￥2,450

C

竹ひご

42542 C（φ 1.8 × 900㎜）10 本 ---- ￥132 ￥120

サイズ：600 × 70 × 2㎜

バルサ材を糸のこで切り、切り
口をサンドペーパーできれいに
磨き、表面に彩色します。

C

42541 B（φ 3 × 360㎜）10 本 --------- ￥88 ￥80

42531 B ------------------------ ￥2,200 ￥2,000

ガラス工芸

＜セット内容＞
バルサ材（32 × 32 × 32㎜）6 個
バルサ材（32 × 32 × 48㎜）6 個

42530 A ------------------------ ￥1,925 ￥1,750
サイズ：600 × 70 × 1.5㎜

芸

41926 ------------------------------- ￥924 ￥840

陶

42630 ------------------------------- ￥594 ￥540

バルサシート (10 枚）

彫塑・彫刻

ビガス・バルサアート・立体

てん刻

カッターで切れます

ビガス・バルサアート A

版画・染色

クリエイトバルサ B

C

工芸・民芸

クリエイトバルサ A

廃止

デザイン

廃止

168

木製素材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

しな工芸ベニヤ（日本製）
42510 A（300 × 225 × 5.5㎜）------ ￥352

しなベニヤ（日本製）
￥320

版画・染色

42511 B（450 × 300 × 5.5㎜）------ ￥682 ￥620
42512 C（600 × 450 × 5.5㎜）---- ￥1,298 ￥1,180
42513 D（300 × 225 × 9㎜）------- ￥539 ￥490

木彫・木工芸

42516 G（225 × 150 × 5.5㎜）----- ￥209 ￥190
9 月価格変更

42514 E（450 × 300 × 9㎜）------ ￥1,034 ￥940
42515 F（600 × 450 × 9㎜）----- ￥2,035 ￥1,850

20000 小（8 切）--------------------- ￥220

ラワン工芸ベニヤ（日本製）
￥200

サイズ：300 × 225 × 4㎜

20001 大（4 切）------------------ ￥440

42500 A（300 × 225 × 2.5㎜）----- ￥165 ￥150
42501 B（300 × 225 × 5.5㎜）- ----- ￥275 ￥250

￥400

サイズ：450 × 300 × 4㎜

42502 C（300 × 225 × 9㎜）- ------- ￥352 ￥320

9 月価格変更

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

変形ブロック（10kg 入り）

ガラス工芸

桐板

木の端材

42047 ------------------------------- ￥990 ￥900

43520 ------------------------------- ￥990

サイズ：200 × 300 × 21㎜

材質：朴、榀、他

軽くて加工しやすい木材です。
その反面、強度や耐久性は劣ります。

＜セット内容＞
20 × 10 × 10㎜ 10 個
40 × 20 × 10㎜ 40 個
φ 30 × 10㎜
4個
150 × 50 × 10 ㎜ 2 個

￥900

20 × 20 × 10㎜ 30 個
50 × 50 × 10㎜ 5 個
150 × 30 × 10㎜ 2 個
100 × 20 × 10㎜ 3 個

43521 --------------------------- ￥6,600 ￥6,000

仕様：各種形状端材、約 10kg
形状も大きさも材質も各種混ざった木の端材のセット
です。

金属工芸
皮革工芸
七宝焼
資料

ウッドピース
71460 ------------------------------- ￥506 ￥460
仕様：朴材

8 × 25 × 35㎜

40 個入り

共同制作、ドミノ、将棋など工夫して楽しめます。

備品

無くなり次第廃止

マッチの軸（500g、約 4500 本入り） アイス棒（200 本入り）
43540 ----------------------------------- 廃止

43541 ------------------------------- ￥748 ￥680

サイズ：約 50 × 2 × 2㎜

サイズ：114 × 10 × 2㎜

マッチの軸を使って
色々なものを創作してみましょう。

アイス棒を使って
色々なものを創作してみましょう。

コルク工芸

169
絵画・画材

ピンナップボード

43350 小 -------------------------- ￥462 ￥420
43351 大 -------------------------- ￥880 ￥800

デザイン

＜セット内容＞
しなベニヤ 1 枚
（小 225 × 150 × 5.5㎜）
（大 300 × 225 × 5.5㎜）
コルクシート 1 枚
（小 225 × 150 × 2㎜）
（大 300 × 225 × 4㎜）

工芸・民芸

吊り鎖 1 本
吊り金具 2 個

ピン 10 個

版画・染色

ベニヤとシートを自分の好きな形に切っ
て、素敵なデザインのピンナップボード
を作ることができます。

木彫・木工芸

メモなどを、ピンでコルクに付けることができます
ので、完成後も役に立つものができます。
また、表札や案内板として仕上げても素敵な作品に
なります。切ったり絵を描くだけでなく、粘土など
で飾り付けて仕上げることもできます。

スタンド付きのおしゃれなコースターです。

てん刻
彫塑・彫刻

43314 ------------------------------- ￥429 ￥390

43311 ------------------------------- ￥220 ￥200

43312 角丸（94 × 94 × 4㎜）-------- ￥308 ￥280

シートサイズ：298 × 224 × 5㎜
コースター：φ 90 × 5㎜

サイズ：100 × 100 × 4㎜

43313 丸（φ 94㎜）----------------- ￥308 ￥280

芸

角型は角に
丸みをつけ
たやさしい
デザイン。

ガラス工芸

コルクコースター B（３枚）

陶

コルクコースター DX（デラックス） コルクコースター A（３枚）

コルクシートに
打抜かれたパー
ツを組み立てる
とコースター 5
枚とスタンドが
作れます。

コルク地の美しさを生かしたデザインを
して素敵なコースターを作ってください。

A

43310 ------------------------------- ￥572 ￥520

43300 A（150 × 225 × 2㎜）-------- ￥110 ￥100
43301 B（300 × 300 × 4㎜）------ ￥528 ￥480
43302 C（300 × 450 × 4㎜）------ ￥660 ￥600
43305 E（225 × 300 × 4㎜）------- ￥396 ￥360
43306 F（225 × 300 × 2㎜）------- ￥187 ￥170
43307 G（300 × 450 × 2㎜）------ ￥341 ￥310
43308 粘着付 A（300 × 450 × 1㎜）-- ￥462 ￥420
43309 粘着付 B（300 × 450 × 2㎜）-- ￥638 ￥580

コルク立体
43330 A（100 × 100 × 100㎜）------- ￥990 ￥900
43331 B（60 × 60 × 60㎜）---------- ￥286 ￥260
43332 C（40 × 40 × 40㎜）----------- ￥121 ￥110
43333 D（30 × 30 × 30㎜）----------- ￥99 ￥90
コルクのキューブです。
素材の質感を活かし、並べてパズルにしたり、展示
の土台にしたり、多様に使用できます。

備品

内側のコルクも
周りの木部も
両方制作できる
コースターです。

B・E 9 月価格変更

資料

かつら板ルーター加工（100 × 100 × 10㎜）3 枚
コルク（φ 59 × 2㎜）3 枚

コルクシート

七宝焼

木彫コースター（コルク付き 3 枚）

B

皮革工芸

D

C

金属工芸

アクリル絵の具、シル
クスクリーン、ステン
シル、ドライポイント、
エッチング、電気ペン
による焼き絵の技法が
可能です。
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木彫・木工用部品

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

ブローチ用ピン

ペンダント用くさり

42394 --------------------------------- ￥72 ￥65

42390 ------------------------------ ￥275

サイズ：28㎜

版画・染色

＜付属品＞

釘 2 本付き

キーホルダー用くさり（ヒートン付き）
￥250

サイズ：740㎜

42395 ロジューム ----------------- ￥66 ￥60

42397 銅古美 --------------------- ￥275 ￥250

＜付属品＞
丸環、ヒートン各 1 個付き

※ 無くなり次第廃止

木彫・木工芸

てん刻

根付 A（5 色 各 2 本：10 本入）

根付 B（5 色 ）

根付 B フック付（5 色 ）

彫塑・彫刻

33097 --------------------------------- ￥231 ￥210

33098 --------------------------------- ￥473 ￥430

サイズ：全長 74mm
材質：レーヨン 金具：シルバーメッキ
紐色：赤／白、ピンク／白、黄／金、ブルー、黒

サイズ：全長 74mm
材質：レーヨン金具：シルバーメッキ
紐色：赤／白、ピンク／白、黄／金、ブルー、黒

携帯ストラップ用ひも

イヤホンジャックパーツ

2084 フックなし シルバー ------- ￥66 ￥60

2087 フック付きシルバー ----- ￥132 ￥120
2088 フック付なしシルバー ----- ￥77 ￥70

陶

33096 --------------------------------- ￥462 ￥420
材質：レーヨン
色：赤、ピンク、緑、黄、ブルー
サイズ：全長 74㎜

芸
ガラス工芸

金属工芸

2083 フック付き シルバー ----- ￥132 ￥120
2085 フック付きゴールド ----- ￥176 ￥160

皮革工芸

2086 フックなしゴールド -------- ￥88 ￥80
いずれもひもの色は黒、丸カンまでの長さ約 60㎜

樹脂棒の長さ 18mm、フック先端まで 32mm
イヤホンジャックに差し込んでアクセサリーなどを
付けることができます。いずれも先端樹脂部の色は
黒、金具はニッケルメッキ。

ループタイ（ストッパー付）

2065 えんじシルバー ------------ ￥440 ￥400
2066 紺 シルバー ----------------- ￥440 ￥400
2067 茶 シルバー ----------------- ￥440 ￥400
2068 緑 シルバー ------------------- ￥440 ￥400

七宝焼

廃止

資料
備品

砂時計

寒暖計

40535 ピンク -------------------- ￥418 ￥380

40131 小型 ------------------------- 廃止

（5 分、φ 16.5 × 100㎜）

（底φ 40㎜、外径 45㎜）

40135 中型 ------------------------- ￥737 ￥670

（底φ 60㎜、外径 65㎜）

バレッタ
2063 小 シルバー（60㎜）----------- ￥165 ￥150
2064 大 シルバー（85㎜）----------- ￥220 ￥200

木彫・木工用部品

171

40214 角型（160 × 110 × 2㎜）※ --- ￥242 ￥220

40218

40206

90807

無くなり次第廃止

40216 丸型小（φ 60 × 2㎜）---------- ￥132 ￥120
40217 楕円（148 × 97 × 2㎜）※ ------ ￥253 ￥230
40208

40218 丸型大（φ 145 × 3㎜）------- ￥638 ￥580

40214

40216

無くなり次第廃止

40217

40209 丸型特小（φ 52 × 2㎜）------- ￥110 ￥100
40209

40215

廃止

無くなり次第廃止

ガラス製の鏡です。破損した時のスペア、他の素材への装着用として使用して下さい。

※印は無くなり次第廃止

版画・染色

40206 長方形（200 × 105 × 3㎜）※ -- ￥220 ￥200

工芸・民芸

40208 丸型中（φ 98 × 2㎜）-------- ￥132 ￥120
90807 角型（100 × 100 × 3㎜）----- ￥264 ￥240

デザイン

40215 角Ｒ型（120 × 78 × 2㎜）--- 廃止

絵画・画材

鏡

木彫・木工芸

裏

てん刻

表

横面

クリップ（10 個）

くさりセット

サイズ：25 × 13㎜
接着剤または両面テープで様々なものに取り付けら
れるクリップです。

42391 ---------------------------------- ￥55 ￥50
サイズ：200㎜
U 釘 3 本付き
金槌で打ち付けてくさりをつけます。

とんぼセット
42380 ---------------------------------- ￥44 ￥40
とんぼ、木ネジ

各4個

彫塑・彫刻

42379 ------------------------------ ￥396

￥360

陶
芸

丸 8㎜
8㎜

ガラス工芸

皿 6.3㎜
6.3㎜

皿 10㎜
10㎜

MDF 板

42493 皿 6.3㎜ -------------------- ￥330 ￥300

41771-------------------------------- ￥352 ￥320

16018 100 × 100 × 2.5㎜ ------------- ￥28 ￥25

42494 丸 8㎜ ---------------------- ￥528 ￥480

サイズ：全高 50㎜、最大φ 30㎜、足部φ 20㎜

16019 150 × 100 × 2.5㎜ ------------- ￥33 ￥30

42495 皿 10㎜ --------------------- ￥330 ￥300
無くなり次第廃止

材質：木製

裏板、描画・貼り付けなど各技法のベース台に

アルバム台紙 S（5 枚組ビス付き）

40409 ------------------------------ ￥506

￥460

丁番セット（2 個組ねじ付き）

40406 ------------------------------ ￥209 ￥190

42496 半開丁番（巾 24㎜ V 型）- ￥220 ￥200

無くなり次第廃止

オルゴール箱用

42498 全開平丁番（巾 25㎜ I 型）- ￥198 ￥180
木彫アルバム用

備品

アルバム組ネジセット（2 個）
サイズ：20㎜

サイズ：298 × 288㎜

アルバム用

資料

オルゴール用

七宝焼

在庫かぎり終了

皮革工芸

小物かけ用フック（３個組）

金属工芸

ビス（100 本入り）
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木工塗料

絵画・画材

ワシン 水溶性つや出しニス
46110 110ml（溶き容器付き）------------- ￥715 ￥650

シンナー性の有機物質は一切含んでいない
安全なつや出しニスです。

耐水性が増し
さらに使いやすくなりました

デザイン

健康に害のない、エチルアルコールを使用。
強いにおいがしません。
原液のままで使用しますが、粘度が高くなった
場合は専用うすめ液で調節します。

46111 400ml（溶き容器付き）--------- ￥1,650 ￥1,500
46112 1L（溶き容器付き）--------------- ￥3,190 ￥2,900
46113 4L（溶き容器付き）------------ ￥11,220 ￥10,200

乾燥時間が速く、乾くと強く、密着性のよい被
膜をつくります。水彩絵の具で描いた上に塗布
しても色がにじみません。

46114 300ml スプレー式 ---------- ￥1,595 ￥1,450

工芸・民芸

乾燥時間：10 〜 20 分（20℃）
塗り面積（一度塗り）
110ml：畳 0.5 枚
400ml：畳 2 枚
1L：畳 4.5 枚
4L：畳 18 枚
300ml スプレー：畳 0.8 枚
＜用途＞ 室内用、木工芸、粘土、造形工作の仕上げに

手軽に塗れて使いやすいニスです。
2 回塗り以上をおすすめします。
つやのある、透明な塗膜に仕上がります。

版画・染色

また、無色透明なので、下の色の美しさがその
まま生かされます。
刷毛や用具は、水洗いができます
（使用後、すぐに洗ってください）。

46115 専用うすめ液 300ml----------- ￥847 ￥770
46116 専用うすめ液 0.7L---------- ￥1,705 ￥1,550
着色とニス塗りが同時にできる。

木彫・木工芸

ワシン 水性ニス

F ☆☆☆☆ 水溶性アクリル樹脂塗料

乾きが速く、色あせしません

700ml

てん刻

46130
透明クリヤー

46131
メープル

46132
チーク

46133
オールナット

46134
マホガニー

46135
けやき

46130 透明クリヤー ----------------- ￥2,552 ￥2,320
46131 メープル ----------------------- ￥2,552 ￥2,320
46132 チーク -------------------------- ￥2,552 ￥2,320
46133 オールナット ----------------- ￥2,552 ￥2,320
46134 マホガニー -------------------- ￥2,552 ￥2,320
46135 けやき -------------------------- ￥2,552 ￥2,320

彫塑・彫刻

塗り 積：畳 3 枚 乾燥時間：約 1 時間（20℃）
付属品：溶き容器付き
用途：各種木工芸作品の仕上げに

水性なので作業性がよく、木目を生かしたつや
のある美しい仕上がりになります。
汚れが付きにくく、素材への密着性にも優れて
います。無工害で、安全な塗料です。
用具や刷毛は、水で洗えます
（使用後、すぐに水で洗ってください）
。
F ☆☆☆☆ アクリル系エマルジョン塗料 塗りにくいときは、水で少し薄めて下さい。

ワシン 残塗料処理剤（水性塗料専用）

芸

46123 1L ----------------------------------------------------- ￥3,300 ￥3,000
46124 4L --------------------------------------------------- ￥10,230 ￥9,300

46500 ------------------------------------------------------------- ￥165 ￥150

乾燥時間：30 分（20℃）

残った塗料を固めてポイ！

ガラス工芸

陶

ワシン 水性ウレタンニス学校用

用途：室内用、各種木工芸、造形工作用
塗り面積：1L 畳 3.5 枚

天然原料（シラス）を使用した地球に優
しい塗料処理剤です。

丈夫なコーティング膜
金属工芸
皮革工芸

被膜が硬く、耐水性があります

成分：シラス（火山灰）

1 袋で 300ml の塗料を固められます。

4L 畳 16 枚

食品衛生法適合・抗菌剤配合

容量：30g

水性塗料（ペンキ、ニス、ステイン等）、
ポスターカラー等の廃棄

従来の水性木工ウレタンニスをより環境
対応・塗りやすくした水性ウレタンニス。
従来のように液体が茶色に変色しません。

＜使用方法＞
残った塗料に少量ずつ加え、棒などで良
くかき混ぜ、固まったら新聞紙などに包
み可燃ゴミとして廃棄します。
※ 油性の塗料には使用できません

ワシン ポアーステイン

七宝焼

46030 〜 47 -------- 各￥3,157 ￥2,870

木部に直接塗れる
水性の着色塗料です。

資料
備品

46030 ゴールデンイエロー

46035 ブラック

46039 オリーブ

46031 サンオレンジ

46045 メープル

46040 ホワイト

46032 ワインレッド

46036 ブラックオリーブ

46041 ブルー

46033 マホガニーブラウン

46037 チェスナット

46046 オールナット

46034 グラスグリーン

46038 オーク

46047 チーク

容量：1L   塗り面積：畳 8 〜 16 枚
乾燥時間：約 1 時間（20℃）
特殊な微粒子顔料を使用していますので、
塗りむらになりにくく、色あせもしません。
また、色押さえの必要もありません。
ポアーステインにとの粉を混ぜて使用する
と、着色目止め剤としても使用することが
できます。各色を自由に混色することがで
き、水で濃さを変えることも可能です。
着色後は、必ずニス仕上げ（水性、油性と
も可能）をしてください。刷毛、または布
につけて木地にしみこませ、乾燥後、別の
布で拭き上げてください。これを何度も繰
溶き容器付き
り返すと、色は段々と濃くなります。
F ☆☆☆☆ 顔料着色剤

木工塗料
46091 〜 8 200g---------------- 各￥1,672

絵画・画材

水性カラーワックス

173

布ですり込んで磨くだけで完成
￥1,520

46092 チーク

46093 オールナット

46094 オーク

46095 エボニー

46096 レッド

46097 イエロー

46098 ブルー

ワックスを布などで作品に塗ったあと乾いた布で磨き上
げると素材のツヤを引き出すことができます。

※磨いたときに滑りが悪く引っかかりを覚える場合は、余分なワックス
が残っているので力を入れて磨いてください。

■カラーワックス同士であれば混ぜて使うことができます。（イエロー
とブルーを混ぜて緑にするなど）素材に塗る前に、別容器などにワック
スを取って、しっかり練ってください。
■乾いた後であっても、布などが擦れると色がつくことがあります。
■実用する家具などには使用しないでください。

自然塗料

和（なごみ）

日本の伝統色を再現
46081 透明（とうめい）

木彫・木工芸

46081 〜 6 180ml-------------- 各￥1,672 ￥1,520

工芸・民芸

磨き上げると同時に作品が完成するため、乾燥時間は不
要です。水性なので臭いが少なく、手についた色は石鹸
で洗うと落とせます。

46082 狐色（きつねいろ）

天然ツバキ油を配合した
水性オイルフィニッシュ塗料

46085 珊瑚色（さんごいろ）

乾く前に拭き上げるため、塗り
ムラが目立ちません。

46084 褐色（かっしょく）

てん刻

室内での塗装に適した、低臭のオイルフィニッシュ塗料 46083 胡桃色（くるみいろ）
です。
日本の伝統色を再現した落ち着きのある仕上がりになり
ます。

46086 萌黄色（もえぎいろ）

■木の吸い込みによる色の濃淡は生じます。

色物に透明を混ぜると、うすい
色を作ることができます。

■拭き取りをしない場合、塗料が乾かなくなることがあります。
■耐水性が必要な場合は、充分に乾かしてから水性ウレタンニスを上
塗りしてください。

無臭柿渋

オイルフィニッシュ用塗料

陶

むしゅうかきしぶ

水と植物油から生まれた

彫塑・彫刻

塗り面積：180ml 約 1.8㎡ 畳約 1.1 枚  ※２回塗りした場合の目安です
乾燥時間：約 2 時間／ 20℃
うすめ液：水（原液のまま使用できます）

同じ製品同士であれば、混ぜて
色を作ることができます。

版画・染色

46091 ナチュラル

デザイン

塗装や乾燥の時間が取れないという
ご要望を受けて開発した製品です。

唯一の欠点である臭いを解消

芸

46007 500ml--------------------------------------------- ￥1,485 ￥1,350
46008 1L--------------------------------------------------- ￥2,420 ￥2,200

ガラス工芸

46009 2L-------------------------------------------------- ￥4,510 ￥4,100
塗り面積：10㎡／ 1L（木材・布用天然塗料・染料）（国内産／純天然素材）

日本古来の天然素材「柿渋」を

金属工芸

現代の技術で使いやすくしました。

皮革工芸

唯一の欠点である臭いを解消。タンニン以外の臭いの元になる成分を分離して
取り除きました。平安末期から桶・樽・団扇など、さまざまな物を長持ちさせ
る防水・防腐剤として使用され、近年天然素材の安全性が見直され、染料や塗
料として再び注目を集めています。約 2 倍に薄め、刷毛で一定方向に塗って
ください、回数を重ねるごとに色が濃くなります。
布を使う時は、ボールなどの容器にいれ、軽く絞ってください。

七宝焼

ワシン 微粉末との粉

木彫染料（粉末 20g）
46000 ~2------------------------------------------------------ 各￥440 ￥400

46001 茶 粉

46002 ベンガラ

46010 〜２ ----------------------------------------------------- 各￥473 ￥430
木の種類が、黄色、オレンジ、レッド、グリーン等には白、茶系統には、黄色、杉
材など赤系統には赤色のとの粉を使用してください。水で溶き、乾かないうちにウ
エスでよくすり込みます。すりこみが終わったら、のウエスでよく拭きとります。

46010 黄色

46011 白色

46012 赤色

備品

古くから家具や木調などの着色剤として使用され、板肌と調和した染料ならでは
の美しい仕上げができます。混色も可能です。

46000 黒 粉

塗布面積：200g で約畳 1 枚分

資料

容量：200g
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木工塗料

絵画・画材

食品衛生法規格準合格

デザイン
経済産業大臣賞

工芸・民芸

46221 〜 32 200ml --------- 各￥1,452 ￥1,320
46321 〜 32 45ml--------------- 各￥605 ￥550

版画・染色

22
透明

23
鎌倉赤

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
水性なので嫌なにおいもなく
後始末もかんたん。

木彫・木工芸

刷毛は水で洗えます。乾燥も速いので短時間で作品を
完成できます。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。
＜用途＞

21
黒

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）
鎌倉彫りや、らでん工芸などの漆工芸に。
乾燥時間：約 2 時間（20℃）

カシュー（黒）

10 月価格変更

46192（80ml）----------------- ￥1,430 ￥1,300

カシューうすめ液

5 月価格変更

46193
（250ml）
-------------------- ￥770 ￥700
うすめ液で使いやすい濃度（刷毛塗り 20 〜３0％）
に薄めて使用します。および用具類の洗浄に使用。

てん刻

ワシン工芸うるし

彫塑・彫刻

陶
芸

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
46215 うるみ ------------------ ￥2,123 ￥1,930
46216 本朱 --------------------- ￥2,123 ￥1,930

ガラス工芸

金属工芸

容量：200ml
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
＜用途＞
鎌倉彫りや、らでん工芸などの漆工芸に。

46201
黒

46203
透明

46205
鎌倉赤

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

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。
特殊樹脂塗料
※食品衛生法規格準合格

ワシン ペイントうすめ液（油性用）
46142 ------------------------------- ￥583 ￥530
容量：400ml
＜用途＞
ワシン工芸ウレタンやワシン木彫オイルなどの油性
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。
＜注意＞
アルコール系、ラッカー系には、使用できません。

皮革工芸
七宝焼
資料

ワシン 木彫オイル（油性）

シアバター（天然ワックス）

オリーブ WAX

46160 -------------------------- ￥2,794 ￥2,540

44531 80g---------------------- ￥2,310 ￥2,100

44535 85g---------------------- ￥1,276 ￥1,160

天然素材で安全なワックスです。

オリーブオイルと木蝋で作られた
安全なワックスです。

容量：700ml
塗り面積：畳 2.5 枚
＜付属品＞

乾燥時間：約 90 分

溶き容器付き

備品

ポアーステインなどの着色剤塗布後、本品を布にし
みこませ、磨き上げますとしっとりと落ち着いた風
あいの光沢を出すことができます。

石や木、角素材など仕上げに使うワックスです。
シアバターはアフリカ大陸に自生するシアの木にな
る実から抽出した天然素材で、食品や化粧品の原料
として使われているとても安全なワックスです。

トルコ産エキストラヴァージンオイルと日本産木蝋
から作られた純植物性の天然油脂。
安全安心な木彫用ワックスです。

木工塗料
アイアンペイント

絵画・画材

ターナー
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塗るだけで金属のような質感

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

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。

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） 青サビ塗装も可能！
塗装面積：約 4 〜 4.5㎡（200ml を一回塗り）
乾燥時間：夏 1 〜 2 時間

冬 2 〜 3 時間

版画・染色

11392 アイアンブラウン

アイアンペイント マルチプライマー
11390 200ml ------ ￥1023 ￥930

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

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）

ターナーマグネットペイント

磁石がくっつく下地用ペイント

YouTobe 説明動画です→

アンティークブロンズ
+
ブロンズグリーン

てん刻

11370 170ml--------------------------- ￥2,310 ￥2,100
11369 500ml--------------------------- ￥6,600 ￥6,000
塗布面積（3 回塗り）
：170ml 0.3~0.4㎡

500ml

木彫・木工芸

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。

ミニスポンジ（10 個）

工芸・民芸

11391 アイアンブラック

デザイン

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。

0.9~1.2㎡

彫塑・彫刻

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。

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

芸
ガラス工芸

ターナー チョークボードペイント

金属工芸

1. 塗布面のゴミを取り 2. 塗料をよくかき混ぜ 3. マグネットペイントを 4. 乾いたら上塗りをして完
除いて下さい。
て下さい。
3 回以上平滑に重ね塗りし 成！磁石がくっつく塗面が
て下さい。
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！

陶

＜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。

11378 グリーン 600ml ----------------------------------- ¥2,970 ￥2,700

ウエス

ボール
83724 --------------- ￥990 ￥900

11379 グリーン

資料

31670 ------------- ￥1,716 ￥1,560

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。

容量：約 1kg
サイズ：φ 140㎜

11378 ブラック

材質：ホーロー製

600ml 一回塗り
面積 5 〜 7㎡

備品

との粉や塗料の拭き取り、洗浄後の刷毛
の乾燥、漆工芸における古び粉の拭き上
げなど様々な用途にご利用いただけま
す。また、本品を水にしめらせ、粘土に
かぶせ、上からラップやビニール袋をか
ぶせれば、制作途中の粘土作品の保管に
も使用できます。

七宝焼

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 ！

↑使い方動画

塗ったところが黒板として使える。

皮革工芸

11379 ブラック 600ml ----------------------------------- ¥2,970 ￥2,700
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刷毛・用具

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色
木彫・木工芸

目止め着色用刷毛（白）

46510 5 号（幅 15㎜）------------- ￥132 ￥120
46511 8 号（幅 24㎜）------------- ￥165 ￥150
46512 10 号（幅 30㎜）------------ ￥198 ￥180

46513 5 号（幅 15㎜）------------- ￥132 ￥120
46514 8 号（幅 24㎜）------------- ￥176 ￥160
46515 10 号（幅 30㎜）------------ ￥209 ￥190

毛の質：馬

毛の質：やぎ

砥の粉、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、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。

ミニスポンジ（10 個）

スポンジブラシ

油性系ニス用刷毛
46530 幅 30㎜ ------------------- ￥550 ￥500
46531 幅 40㎜ ------------------- ￥660 ￥600
毛の質：ヤギ

てん刻

目止め着色用刷毛（黒）

彫塑・彫刻

陶
芸

12346 ------------------------------ ￥198

￥180

サイズ：20 × 30 × 50㎜

ガラス工芸

塗料・ワックスなどが塗りやすい！

コッピーブラシ
￥242

￥220

12252 No.2（幅 45㎜）-------------- ￥319 ￥290
12253 No.3（幅 70㎜）------------- ￥385 ￥350
12254 No.4（幅 95㎜）------------- ￥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。

資料

セメダイン 木工用速乾

セメダイン 学校用速乾

45014 50ml ---------------------- ￥220 ￥200

45011 ------------------------------- ￥242 ￥220

45015 180ml ------------------ ￥440 ￥400
45013 500g -------------------- ￥847 ￥770
45012 1kg--------------------- ￥1,375 ￥1,250
色：白。乾燥後は透明

備品

接着スピード約 2 倍（当社比）の速乾タイプです。
樹脂分が多く、加工刃物を傷めない、使いやすい水
性接着剤です。

容量：50ml

色：白、乾燥後は透明

学校工作に使いやすい
速乾型の強力接着剤です。

46524 50㎜ ----------------------- ￥627 ￥570
46525 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。※ 幅は、2 〜 3㎜小さい場合があります。

木工用速乾より

七宝焼

名前が書けます

皮革工芸

粘度があります

金属工芸

手に持ちやすいサイズ
ワックスの擦り込みに最適です。
硬めの塗料を叩くように着色すると小さな凹凸がで
き、塗りムラが気にならない味わいのある塗装がで
※ 色が変わる場合があります
きます。

12251 No.1（幅 25㎜）-------------

超速乾タイプですので、時間内に作業ができます。
粘度が高いので、木、厚紙を単時間で能率的に接着
することができます。
用途：木、厚紙、紙、革、布

11 月価格変更

アラビックボンドツイン
45037 36g------------------------- ￥330 ￥300
主成分：酢酸ビニル樹脂

容器は細・太塗りのツインタイプ。

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、太ノズルは広い面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 ☆☆☆☆

ヤスリ
44660 S-10P ------------------- ￥1,056

サンドペーパーセット（4 枚組）

ヤスリの強さとサンドペーパーの
細かさを兼ねたドレッサー

￥960

44520 --------------------------------- ￥66 ￥60

研磨面：83 × 7・28㎜

サイズ：230 × 90㎜
荒目（＃ 80） 1 枚
中目（＃ 120） 1 枚
細目（＃ 240） 2 枚

研磨面：152 × 24㎜

44662 L-30P-------------------- ￥1,760 ￥1,600
研磨面：152 × 51㎜

目づまりしにくい研磨具です。

7 月価格変更

S

使いやすいサイズの
サンドペーパーの
セットです。

M

工芸・民芸

木工からアルミの仕上げまで、ヤスリの強さと

デザイン

44661 M-20P ------------------- ￥1,430 ￥1,300

サンドペーパーの細かさを兼ねた

絵画・画材

ドレッサー 中目（＃ 280 〜＃ 400）
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L

版画・染色
木彫・木工芸

44540 ＃ 120 ---------------------- ￥220 ￥200
44541 ＃ 240 ---------------------- ￥220 ￥200

サンドペーパー

44509 ＃ 80 -------------------------- ￥46 ￥42
44510 ＃ 120 ------------------------- ￥36 ￥33

44572 ＃ 1000 -------------------- ￥121 ￥110
44573 ＃ 1200 -------------------- ￥121 ￥110

44542 ＃ 400 ---------------------- ￥220 ￥200

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

金属、石、アクリルなどの硬質のものを磨くのに最
適です。水で濡らして使用します。

丈夫な布地製のサンドペーパーです。
木、粘土、金属、石、アクリル、その他色々な素材
が磨けます。

手でちぎって使用しますので、細かい作業にも向いて
います。広い面、平らな面は、当て木に巻いて使用し
てください。

ドライバーセット（8 本セット）

ハンドドリル

ドリルセット（13 本組）

（280 × 227㎜）

彫塑・彫刻

万能サンドクロス（280 × 233㎜）

てん刻

耐水ペーパー（280 × 230㎜）

44570 ＃ 400 ------------------------- ￥99 ￥90
44571 ＃ 800 ------------------------- ￥99 ￥90

陶
芸
ガラス工芸

千枚通し 1 本、穴あけギムネ
仕様：先端部マグネット付き

1本

44741 -------------------------- ￥3,520 ￥3,200
サイズ：240㎜
ドリル刃付き（φ 2㎜、φ 3㎜

各 1 本）

44740 -------------------------- ￥1,408 ￥1,280

1.5㎜ 2㎜ 2.5㎜ 3㎜ 3.2㎜
4㎜ 4.5㎜ 4.8㎜ 5㎜ 5.5㎜
6.5㎜（プラスチックケース付）
＜用途＞

3.5㎜
6㎜

木、プラスチック、アルミ、軟鉄用

皮革工芸

マイナスドライバー（先端 3㎜、4.5㎜、6㎜） 各 1 本
プラスドライバー（先端＃ 0、＃ 1、＃ 2） 各 1 本

金属工芸

44805 -------------------------- ￥1,320 ￥1,200

七宝焼
資料

のこぎり替刃式
44835----------------------------- ￥2,970 ￥2,700
仕様：片刃、胴付

44836 替え刃 ------------------- ￥1,980 ￥1,800

44841 21㎜ ------------------------ ￥924 ￥840
44842 18㎜ ------------------------- ￥924

￥840

木づち

44871 42㎜ ------------------------- ￥836 ￥760

備品

サイズ：150㎜

上製かなづち（釘抜き付き）
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彫刻刀

絵画・画材

安全性、携帯性、強度を追及

デザイン
工芸・民芸

つけはがね

マルイチ彫刻刀 SX

版画・染色

44039 5 本組 ----------------- ￥1,815

よしはる彫刻刀 GX（付鋼）
￥1,650

中丸刀 7㎜、小丸刀 5㎜、三角刀 7㎜
印刀 7㎜、平刀 7㎜
名前シール、ノンスリップシート付き

44014 5 本組 ----------------- ￥2,200

ノンスリップシート
￥2,000

中丸刀 7㎜、小丸刀 5㎜、三角刀 7㎜
印刀 8㎜、平刀 8㎜
名前シール、ノンスリップシート付き

木彫・木工芸

安全性、携帯性、強度を追及して開発した、ロック付きのプラケース入り彫刻刀です。
ケースは、スタンド機構が付いていて、大変取り出しやすくなっています。
柄は、ABS 樹脂＋エラストマー樹脂の二重構造で、滑りにくくなっています。
また柄には、刃の形状マークが入っていて、刃の種類が一目でわかります。

44120 ------------------------------ ￥198 ￥180
サイズ：300 × 200㎜
木彫板や版画作業板の下に敷いたり、ベニヤ板やレ
リーフ板の下に直接敷いて、彫刻刀で作業する際の
滑り止めとして使用するものです。

44032 6 本組 ------------------- ￥1,133 ￥1,030
てん刻

平刀 7㎜、右印刀 7㎜、右印刀 4㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6
㎜、小丸刀 4㎜

マルイチ彫刻刀単品
彫塑・彫刻

44033 平刀（7㎜）------------------ ￥198 ￥180
44034 右印刀（7㎜）--------------- ￥198 ￥180
44035 右印刀（4㎜）--------------- ￥198 ￥180

陶

44036 三角刀（5㎜）--------------- ￥198 ￥180

芸

マルイチ彫刻刀（紙箱入り）
44030 4 本組 ----------------------- ￥792 ￥720

ガラス工芸

平刀 7㎜、右印刀 7 ㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6㎜

44037 丸刀（6㎜）------------------ ￥198 ￥180
44038 小丸刀（4㎜）--------------- ￥198 ￥180
※ マルイチ彫刻刀（紙箱入り）の砥石は、安定的な入手が困難と

木版画作業台
22130 ------------------------------ ￥726 ￥660
サイズ：300 × 220㎜

なるため、付属の砥石無しでの販売となります。

材質：ベニヤ合板製

44031 5 本組 ----------------------- ￥968 ￥880

木彫作業用の台です。
安定した状態に固定してより安全に、より楽に彫る
ことができます。

平刀 7㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6㎜
小丸刀 4㎜

金属工芸

44012 6 本組 ------------------ ￥2,376 ￥2,160

皮革工芸

平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、大丸刀 10㎜、三角刀 5㎜
丸刀 7㎜、小丸刀 4㎜

44013 7 本組 ------------------- ￥2,772 ￥2,520
平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、右印刀 4㎜、大丸刀 10㎜
三角刀 5㎜、丸刀 7㎜、小丸刀 4㎜

七宝焼

よしはる彫刻刀単品
44020 三角刀（5㎜）--------------- ￥396 ￥360
つけはがね

資料

よしはる彫刻刀（付鋼・紙箱入り）

44021 小丸刀（4㎜）--------------- ￥396 ￥360
44022 丸刀（7㎜）------------------ ￥396 ￥360

44010 4 本組 ------------------- ￥1,584 ￥1,440 44023 右印刀（7㎜）--------------- ￥396 ￥360
平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 7㎜

44011 5 本組 ------------------ ￥1,925 ￥1,750
備品

平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 7㎜
小丸刀 4㎜

44024 平丸刀（8㎜）--------------- ￥396 ￥360
44026 左印刀（7㎜）--------------- ￥396 ￥360
44025 大丸刀（10㎜）---------------- ￥451 ￥410

作業台（コルク付き）
22135 -------------------------- ￥1,430 ￥1,300
サイズ：300 × 220㎜
材質：ラワンベニヤ、コルク

版画作業台に最適です

片面がコルク付きなので刃物にや
さしく、傷が付きにくい仕様です。
YouTobe 説明動画です→

彫刻刀
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絵画・画材

デザイン

44200 ---------------- ￥825 ￥750

切り出し（プラ柄）

72107 ---------------- ￥660 ￥600

無くなり次第廃止

＜用途＞
木工作の細かい切断や、削り用

サイズ：長さ 165㎜
刃渡り 40㎜

無くなり次第廃止

14140 ---------------- ￥770 ￥700

材質
柄：すべりにくいエラストマー樹脂製
刃：付け鋼製

44881 ---------------- ￥264 ￥240

四つ目きり（中）
44882----------------- ￥264 ￥240
安全キャップ付き
※ 無くなり次第廃止

木彫・木工芸

サイズ：長さ 185㎜
刃渡り 65㎜

三つ目きり（中）

版画・染色

サイズ：190㎜
刃渡り 68㎜

ペナント切出ナイフ

工芸・民芸

小刀（木柄）

シェアカービンググループセット
てん刻

44040 ---------------------- ￥58,300 ￥53,000
＜セット内容＞
高級木柄彫刻刀（安全キャップ付き）

彫塑・彫刻

平刀 7.5㎜ 印刀 7.5㎜ 15 本
小丸刀 3.0㎜中丸刀 6.0㎜ 15 本
三角刀 3.0㎜ 15 本
すべり止めマット 15 枚

あら

48021 荒砥 ------------------- ￥3,080 ￥2,800

芸

砥石

環境に優しいエコロジーな彫刻刀。
環境に優しいエコロ
ジーな彫刻刀。

陶

五段引出し収納ケース
（幅 160 ×高さ 330 ×奥行 230㎜）

なか

刃物鋼青紙 2 号を使用しているので長切れして刃研ぎもしやすい

＜刀芯＞

刀芯は柄の奥まで入っているのでガタがなく、刃研ぎをして刀芯が短くなりましたら、

48023 仕上げ砥 ------------- ￥3,630 ￥3,300
砥 石 サ イ ズ： い ず れ も、D182 × W53 × H16 ㎜

鉛筆の芯を出す時に削る様に、柄を削って使用できます。

ステンレス、鋼両用
台：プラスチック製、すべり止め付き

柯材（かき、ブナ科）を使用しておりますので、軽くて手にしっくりとなじみます。

皮砥に刃物を押し当てることにより精密な刃物の研磨ができます。

NEW モーターシャープナー

小さいけれども高性能、しかも音が静かで使いやすい刃物研磨機
小さいけれども高性能、
しかも音が静かで使いやすい刃物研磨機

ハイスケアー

サイズ：H160 × W225 × D115㎜
電源：100V 消費電力：0.6A ／ 60W
振動数・回転数：2800rpm（50Hz） 3400rpm（60Hz）
定格時間：15 分
重量：4.7kg コード長さ：1.8m

＜付属品＞
ペーパー砥（荒砥＃ 120）5 枚、ペーパー砥（中砥＃ 220）5 枚
ペーパー砥（仕上げ砥＃ 400）5 枚、ペーパー台 3、皮砥用補助研磨剤
ダイヤブリック 1、六角棒レンチ 1
スパナ 1 ヘルパー 1
フットスイッチ 1

＜付属品＞
中研ぎ（PVA 砥石φ 90 × 1㎜）1
ダイヤブリック 1、青棒 1

上部にペーパー台を取り付け、裏
面粘着付きのペーパー砥石を取
り付ければ、刃こぼれしたもの
を研ぐこともできます。

仕上げ用フェルトバフ
平φ 95 × 15㎜
丸φ 90 × 8㎜
角φ 70 × 8㎜ 各 1
刃物磨きでモーターが止まるような強い力で押し付け
てもモーターに 絶縁防止装置が付いていますので安
全です。

わかりやすい使用説明動画

刃物研ぎ（彫刻刀）の工程がわかりやすく説明されて
います。

You tube へのリンク QR コードです→

備品

＜用途＞
彫刻刀、小刀、かんなの刃、は
さみ、包丁などの刃物の研磨。

1

資料

サイズ：H220 × W210 × D200㎜
砥石サイズ：φ 180 × 20㎜
電源：100V 消費電力：72W（50Hz）／ 76W（60Hz）
振動数、回転数：945rpm（50Hz）1100rpm（60Hz）
定格時間：15 分 重量：10kg コード長さ：1.9m

七宝焼

48050 ------------------------------------------------------- ￥26,400 ￥24,000

皮革工芸

48000 ------------------------------------------------------- ￥53,900 ￥49,000

金属工芸

＜ 柄 ＞

ガラス工芸

48022 中砥 ------------------- ￥3,080 ￥2,800

＜刃先＞

