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てん刻

絵画・画材

磨き、つや出し加工済み。

磨き、つや出し加工済み。

デザイン
工芸・民芸

★
高麗石

黒滑石

版画・染色
木彫・木工芸

￥210

33003 小（22 × 22 × 70㎜）---- ￥330 ￥300

33001 中（30 × 30 × 70㎜）---- ￥319 ￥290
33002 大（35 × 35 × 80㎜）---- ￥440 ￥400

33004 中（30 × 30 × 70㎜）---- ￥429 ￥390
33008 大（35 × 35 × 80㎜）---- ￥583 ￥530

丸彫りにもてん刻にも使える柔らかい彫刻用素材
です。彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やす
り、紙やすりによる研磨が可能です。糸のこによ
る切断、ドリルによる穴あけが可能です。

丸彫りにもてん刻にも使える柔らかい彫刻用素材
です。彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やす
り、紙やすりによる研磨が可能です。糸のこによ
る切断、ドリルによる穴あけが可能です。

白滑石セット

黒滑石セット

33249 小（滑石サイズ：22 × 22 × 70㎜）------------------------ ￥440 ￥400
33248 中（滑石サイズ：30 × 30 × 70㎜）------------------------ ￥495 ￥450
33244 大（滑石サイズ：35 × 35 × 80㎜）------------------------ ￥649 ￥590

33239 小（滑石サイズ：22 × 22 × 70㎜）----------------------- ￥473 ￥430

33000

小（22 × 22 × 70㎜）----

★

￥231

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

＜セット内容＞

金属工芸

白滑石（つや出し加工済み）1 個、ビニールレザー袋 1 個
耐水ペーパー 1 枚、つるぴかシート 1 枚、トレーシングペーパー 1 枚
カーボン紙黒 1 枚、てん刻反転シート（中・大のみ）
、説明書

33238 中（滑石サイズ：30 × 30 × 70㎜）----------------------- ￥561 ￥510
33229 大（滑石サイズ：35 × 35 × 80㎜）----------------------- ￥748 ￥680
＜セット内容＞
黒滑石（つや出し加工済み）1 個、ビニールレザー袋 1 個
耐水ペーパー 1 枚、つるぴかシート 1 枚、トレーシングペーパー 1 枚
カーボン紙赤 1 枚、てん刻反転シート（中・大のみ）、説明書

皮革工芸
七宝焼

★

資料

ピンク滑石
33016 ------------------------------------------------------------ ￥660

ピンク滑石セット
￥600

サイズ：30 × 30 × 70㎜

33227------------------------------------------------------------- ￥836 ￥760
＜セット内容＞

備品

磨き、つや出し加工済み。淡いピンク色の滑石です。
磨き、つや出し加工済み。
淡いピンク色の滑石です。

ピンク滑石（つや出し加工済み）
（滑石サイズ：30 × 30 × 70㎜）1 個

丸彫りにもてん刻にも使える柔彫刻用素材です。

ビニールレザー袋 1 個
耐水ペーパー 1 枚、つるぴかシート 1 枚、トレーシングペーパー 1 枚
カーボン紙黒 1 枚、てん刻反転シート、説明書

彫る：彫刻刀やカッターナイフによる彫刻、やすり、紙やすりによる研磨が可能
です。切断：糸のこによる切断、ドリルによる穴あけが可能です。

ピンク滑石、ビニールレザー袋のセットです。

てん刻
←

←

てん刻石材の硬さの比較

やわらかい・・・硬い

→

→

陰刻

→

いんこく

陽刻

ようこく

凸状に文字を刻くしたもので文字が朱色線

遼凍石・青田石

寿山石

透明感とツヤのある天然石です。
白色から黒まで色合いに幅のあ
る石材です。
青田石は、古くからてん刻に用
いられた石材で、印面の彫りや
すさには定評があります。

てん刻の本場中国では最もポピュ

になります。現在の印鑑の文字はほとんど

ラーな石材ですが、教材用のてん刻
刀では硬すぎて扱いづらさもありま
す。

が陽刻彫りで印面文字として主流の刻字で
す。

木彫・木工芸

爪を立てて傷がつく硬度★ 1 のたい
へんやわらかい素材です。
印面だけでなく丸彫り作品に向いた
石材です。

★★★★★

版画・染色

高麗石・白滑石
黒滑石・ピンク滑石

★★★

工芸・民芸

★

デザイン

凹状に文字を印刀で彫ったものを陰刻と言
います。文字が白く残り、別名白文と呼ば
れています。全体に重量感があり、どっし
りと落ちついた感じになります。

絵画・画材

←
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良質な遼凍石を選別
てん刻

B

じゅざんせき

33038 24 × 24 × 60㎜ --------- ￥803 ￥730
良質な遼凍石を選別しセットしました。

★★★

せいでん

寿山石

青田石

33010 小（15 × 15 × 48㎜）-------- ￥385 ￥350
33011 中（23 × 23 × 60㎜）---------- ￥605 ￥550
33012 大（30 × 30 × 80㎜）---------- ￥990 ￥900

33020 A（20 × 20 × 80㎜）---------- ￥660 ￥600

中国産の印材で、材質は多少硬く感じま
すが本格的なてん刻素材です。

てん刻刀による彫刻や、やすり、紙やすりによる研
磨が可能です。糸のこによる切断、ドリルによる穴
あけが可能です。
補修：瞬間接着剤での補修が可能です。
※青田石 A は、在庫無くなり次第廃止

皮革工芸

押印ができます

お好みの印材と組み合わせ！

中国北部で産出される印材です。

金属工芸

てん刻刀による彫刻、やすり、紙やすりによる研磨
が可能です。糸のこによる切断、ドリルによる穴あ
けが可能です。補修：瞬間接着剤での補修が可能です。

33021 B（25 × 25 × 50㎜）----------- ￥660 ￥600
ガラス工芸

ケースの外側は宝石箱の様なフエルト生地で、内側
は印材を保護するクッションに
なっています。
遼凍石は中国産の印材で、
高麗石と寿山石の中間ですので、
ちょうど彫りやすい硬さの石材
です。

無くなり次第廃止

芸

特選 遼凍石（ケース付き）

A

陶

りょうとうせき

★★★★★

彫塑・彫刻

★★★

七宝焼

33250 黒 --------------------------- ￥121

印材袋（布製）
￥110

33251 ----------------------------- ￥154
サイズ：120 × 75㎜

材質：布製、ひも付き

材質：ビニール製、ひも付き
用途：印材の保管用

コットン生地なので
押印ができます。

35 × 35 × 80 ｍ ｍ ま で の 印 材
が収納できます。巾着式なので
印材の出し入れが簡単。

33234 ------------------------------- ￥330 ￥300
＜セット内容＞
ビニールレザー袋 1 個、耐水ペーパー 1 枚
つるぴかシート 1 枚、トレーシングペーパー 1 枚
カーボン紙黒赤各 1 枚、説明書
ビニールレザー袋と耐水ペーパーなどのセットです。
いろいろな印材との組み合わせにどうぞ。

備品

サイズ：125 × 72㎜

てん刻説明書セット
￥140

資料

ビニールレザー袋
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ゴムハン

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

※無くなり次第廃止
いしほりとう

版画・染色
木彫・木工芸

石彫刀

糸巻てん刻刀

てん刻刀

33116 印刀（刃幅 4㎜）------------ ￥319 ￥290

33110 1.5㎜サラエ ------------- ￥242 ￥220

33100 並製（刃幅 6 ×長さ 150㎜）-- ￥352 ￥320

33117 底刀（刃幅 1.5㎜）---------- ￥319 ￥290

33111 4㎜ ------------------------- ￥242 ￥220

33101 上製（刃幅 7 ×長さ 155㎜）-- ￥880 ￥800

33114 4㎜印刀型 ---------------- ￥242 ￥220

33102 両刀（刃幅 3 ×長さ 160㎜）-- ￥440 ￥400

33112 6㎜ ------------------------- ￥242 ￥220

両刀は、両端に刃が付いた新製品で、細・太など多
様な彫りに使用できます。

そことう

握りやすく力が入れやすい木製グリップ。
安全キャップつきで、使用中は紛失しないように柄
尻に取り付けられます。刃先は完全パフ仕上げ。
印刀 → アウトラインを刻みます。
底刀 → 線と線の間の細い隙間をさらえます。

33113 8㎜ ------------------------- ￥308 ￥280

てん刻作業台
てん刻

33214 ------------------------------- ￥440 ￥400

彫塑・彫刻

＜セット内容＞
シナ合板 200 × 57 × 9㎜（切り込み加工）1 枚
シナ合板 200 × 50 × 9㎜（切り込み加工）1 枚
シナ合板 140 × 50 × 9㎜（切り込み加工）2 枚

サイズ：200 × 145 × 55㎜

大

小

陶

プラバイス

33212 小 --------------------------- ￥528 ￥480

芸

サイズ：99 × 36 × 29㎜
可能印材：8 〜 24㎜角の印材

33213 大 --------------------------- ￥825 ￥750
ガラス工芸

サイズ：100 × 52 × 47㎜
可能印材：8 〜 35㎜角の印材

金属工芸

YouTbue

印材を彫ったり削ったりするため
の固定台です。

造形作業中の石の削りかすが
机の上に散らかりにくくなります。
シナ合板性の作業台です。
差し込む事で簡単に組み立てられ、すぐに使えるよう
になります。
滑石などの削りかすが床に飛散すると滑りやすく危険
です。この作業台を使うと、まとめて捨てることがで
き便利です。
石材も安定し作業がしやすくなり、けがの防止にもな
ります。

てん刻制作動画 QR →

皮革工芸
七宝焼
資料

印材木彫ケース

印材フラットケース

33501 小（92 × 90 × 50㎜）--------------------------------------- ￥880 ￥800
33504 大（103 × 103 × 58㎜）------------------------------------- ￥957 ￥870

41028 ----------------------------------------------------------- ￥1,056 ￥960

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（青または白）

備品

自分で彫った高麗石や寿山石の印材作品を、こ
のケースに収納することができます。
小 30 × 30 × 70㎜ まで
大 35 × 35 × 80㎜ まで

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）
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。
30 × 30 × 70㎜ の印材を入れることができます。
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。

ゴムハン

183
絵画・画材

デザイン

いんでい

日光印スタンプ 濃色（コイロ）

33230---------------------------- ￥2,420 ￥2,200

33233-------------------------------- ￥253 ￥230

33224 --------------------------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：φ 65 × 20㎜ 盤面：φ 55㎜

サイズ：φ 69㎜

PP ケース入りでコンパクト
（42 × 42 × 12㎜）

ネリケシ付き

脅威の速乾力！

開閉がワンテッチでできます。
35㎜までの印材が押せます。

速乾性なのに陰影は高級練り朱肉のような色合い。
押印後の印面掃除に便利なネリケシ付き。

木彫・木工芸

印泥 1 個
（1 オンス、約 28.35g 白磁器製容器入り）
へら 1 本

材質：再生 PC 樹脂使用・油性顔料

版画・染色

スタンプ印泥（角型）

工芸・民芸

いんでいついしゅ

印泥堆朱（朱肉）

てん刻
彫塑・彫刻

いんく

石を彫る

33222 ------------ ￥3,630 ￥3,300

33223----------------- ￥264 ￥240

33220 T 字型 ---- ￥1,980 ￥1,800

サイズ：120 × 176 × 18㎜
材質：合成皮革カブロン
印を押すときにクッションになり、楽
にきれいに印影が転写できます。

サイズ：約 105 × 95 × 3㎜

サイズ：150 × 80㎜

印の歴史、印の種類、印の形式、様々
な作品例、字例、制作方法などが豊富
に掲載されています。

材質：黒檀
きれいに印影が転写できます。

33200 ---------------- ￥220 ￥200

印をまっすぐに押すときや、2 度 3 度
と押すときの定規です。

サイズ：180 × 130㎜ 64 頁
著者：墨運堂、発行：墨運堂

A

金属工芸

C
B

ガラス工芸

印矩

芸

印押台

陶

かりん いんじょく

花梨印褥

皮革工芸
七宝焼

印材箱（印用紙 5 枚付）

33505 小 ------------- ￥308 ￥280

（内寸：20 × 20 × 50㎜）

33507 大 ------------- ￥462

￥420

（内寸：35 × 35 × 70㎜）

厚紙箱をスエード調の布で包んだ印材収
納ケースです。大切な作品を保護するよ
う柔らかなクッションが付いています。
試し押し用の印紙が 5 枚付いています。

印材桐箱

桐箱

横 55 ×縦 100 ×高さ 50㎜
桐製 中クッションつき

41023 A（内寸：22 × 22 × 70㎜）------------------------------- ￥528 ￥480
41024 B（内寸：30 × 30 × 70㎜）------------------------------- ￥550 ￥500
41025 C（内寸：35 × 35 × 80㎜）------------------------------ ￥572 ￥520
41026 D（内寸：81 × 70 × 25㎜）なくなり次第廃止 ----------- ￥495 ￥450

33510 ---------------- ￥616 ￥560

35㎜までの印材が収納可能。
中がクッションなので作品を搬送中に
破損しません。

41029 金文字入れ代 35 個以上 ------------------------- 1 個 ￥66 ￥60
＜注意＞ 35 個未満の場合や、右写真の文字数より多い場合、横書きの場合は、別途版代
がかかります。お問い合わせ下さい。

備品

表・スエード調
中・クッション止め具付

D

資料

33506 中 ------------- ￥385 ￥350

（内寸：24 × 24 × 60㎜）

← 金文字入

184

ゴムハン

絵画・画材

表面に色がつき削った所が
わかりやすくなりました。

YouTube
消しゴムはんこ制作手順

デザイン
工芸・民芸

消しゴム動画 まとめ

ラビーゴム（消しゴム素材）

教材用ゴムハンセット

23013 30㎜サイズ（30 × 30 × 14㎜ ）------------------------- ￥176 ￥160
23014 カードサイズ（90 × 55 × 10㎜）---------------------- ￥308 ￥280

23020 ------------------------------- ￥638 ￥580

版画・染色

23015 はがきサイズ（150 × 100 × 10㎜ ）------------------- ￥605 ￥550
23002 丸型（φ 38 × 10㎜ ）------------------------------------- ￥198 ￥180

木彫・木工芸

23008 ゴムハンホルダー 30㎜用 ------ ￥143 ￥130

パーツで描くバラのリース

彫りやすさを追求した消しゴムはんこ用素材。
両面がカラーの 3 層になっているので無駄なく使えます。

＜セット内容＞
ゴムハン彫刻刀（全鋼）、ラビーゴム 30㎜ 2 個
スリーブ（ホルダー兼用ケース）、ネリケシ（赤）
3㎜方眼入りトレーシングペーパー、説明書

ゴムハン入門セットです。
両面に彫刻すると 1 セットで 4 面
のスタンプが作れます。創作のオ
リジナル印・蔵書印や評価印など
製作できます。
多色刷りもチャレンジできます。

ラビーゴム 30 ｍｍサイズがぴったり収まるプラスチック製の
持ち手です。

てん刻
彫塑・彫刻

40 × 40㎜

スリムゴム コルク付き

陶

コルクゴムハンセット

23004 40㎜ ----------------- ￥330 ￥300

芸
ガラス工芸

23040 ------------------------------------------------------------- ￥616 ￥560

23005 50㎜ ----------------- ￥352 ￥320

＜セット内容＞
ゴムハン彫刻刀（全鋼）
、ラビースリムゴム（40 × 40 × 5.7㎜）
コルク板（45 × 55 × 10㎜）
、トレーシングペーパー
両面テープ、説明書

サイズ：ゴム厚さ 5㎜

持ち手つきで絵柄がわかる！

材質：ゴム（非塩ビ）

＜セット内容＞
5㎜厚ゴム、10㎜厚コルク
クッション付き両面テープ
トレーシングパーパー、説明書

金属工芸

5㎜厚の薄いゴム印です、大きめのサイズで掘
りやすく、片面に色がついているので彫った部
分がよくわかります。連続模様などダイナミッ
クなハンコを作ることができ、てぬぐいなど自
由な表現が可能です。

厚手のゴムにコルクの持ち手の付いた、消し
ゴムはんこの簡単セット。
作ったはんこをコルクに押すことで絵柄がひ
と目でわかります。鉛筆とインクパッドがあ
ればすぐにハンコを作れます。

皮革工芸
七宝焼

てんこく消しゴム（1 個）

資料

23012 12㎜ ----------------------- ￥55 ￥50
23016 15㎜ ----------------------- ￥83 ￥75
23019 18㎜ --------------------- ￥165 ￥150
長さ 40㎜

備品

素材：TPR

立体ゴム（1 個）
23006 30㎜ ----------------------------------- ￥242 ￥220
サイズ：30 × 30 × 60㎜

素材：TPR

ゴム印として、彫刻材として使用可能！

多面はんこ動画

6 面を使った模様や組合せを工夫することで連続模様が表現で
きます。
立体造形や、篆刻のような彫刻も可能です。

押印シールに「ちょうど良い」サイズです！

造形制作動画

50 × 50㎜

ゴムハン
ドーナツタイプ

つばき

レモンイエロー

セルリアンブルー

ハイカラ

チョコレート

リアルブラック

バーサクラフト L

23036 ブーケタイプ ------------ ￥990 ￥900

23041 ポピーレッド ------------ ￥770 ￥700

そらまめ 4 色セット

バリエーション豊かな 15 色

23042 レモンイエロー --------- ￥770 ￥700

23033 つばき ---------------------- ￥660 ￥600

対応印面 12 × 12㎜

選び抜からてこだわりの 8 色

対応印面 18 × 18㎜

手のひらサイズのイロドリをどうぞ

23044 スプリンググリーン --- ￥770 ￥700
23045 チョコレート ------------ ￥770 ￥700
23046 リアルブラック --------- ￥770 ￥700
サイズ：96 × 63 × 20㎜

盤面 76 × 47㎜

こきひ、うらはいろ、きすいせん、ふしいろ

23034 ハイカラ ------------------- ￥660 ￥600
はす、もえぎ、おうど、あいいろ

23035 モダン ---------------------- ￥660 ￥600

からくれない、しんばし、かなりや、すみいろ
サイズ：本体φ 21 × 33㎜

盤面φ 14㎜

カラーは三パターン使いやすい選色です。

木彫・木工芸

にじみが少なく鮮やかな発色の顔料系インキを採用。
乾燥した印影は耐水性、耐光性に優れています。
印面についたインキは簡単に拭き取れるので色替え
やお手入れも楽々。

23043 セルリアンブルー ------ ￥770 ￥700

版画・染色

23037 ドーナツタイプ --------- ￥990 ￥900

工芸・民芸

スプリンググリーン

モダン

デザイン

ポピーレッド

イロドリパッド

絵画・画材

ブーケタイプ

185

てん刻
彫塑・彫刻

ラビースタンプ 5 色セット

スティックスタンプ

23007---------------------------------- ￥88 ￥80

23038------------------------------- ￥594 ￥540

23039------------------------------- ￥704 ￥640

陶

サイズ：35 × 38 × 8㎜
重量：20g
材質：TPR

サイズ：33 × 33 × 19㎜ 盤面：25 × 25㎜
材質：ABS・PP・ウレタン

サイズ：13 × 13 × 159㎜ 盤面：
材質：ABS・PP・ウレタン

芸

紙専用の水性インク
赤・青・黄・緑・黒の 5 色セット

6 本セット（12 色）
オレンジ / ベージュ 水色 / 黒
薄緑 / 紺 紫 / 黄色 赤 / 緑

印面の色変えに便利！
印面のインクをペタペタと拭き取りネリケシの中に
閉じ込めます。消しカスなどのクリーナーとしても
使えます。

積み重ねが可能です。

ピンク / 茶色

紙用のスタンプです。
小さな箇所のスタンプにとて
も便利です。グラデーション
も簡単に表現できます。
A セット

S セット

金属工芸

ネリケシ付きでインクのふき取
り、色替に便利です。

φ 9㎜

ガラス工芸

ネリケシ

皮革工芸
七宝焼

ゴムイン定規

ゴムハン彫刻刀 3 本組

23009 50 枚セット -------------- ￥660 ￥600

23025 ------------------------------- ￥264 ￥240

23030 A セット --------------- ￥1,100 ￥1,000

サイズ：40 × 40㎜
上質紙ラベル
3 面 1 シート

サイズ：60 × 60 × 13㎜

印刀 4.5㎜、三角 3㎜、丸刀 6㎜

作品例ラビーゴム丸型→

透明なので下が透け、位置決めに便利です。
裏には滑り止めが付いています。
てん刻用印材にも使えます。

23031 S セット --------------- ￥1,100 ￥1,000
印刀曲 4.5㎜、丸刀小 3㎜、三角小 1.5㎜

やわらかいゴムを彫るのに適した彫刻刀です。

備品

消しゴムはんこや
篆刻作品の印を
好きな所に貼れます！

定規をおさえたまま色を変えて
多色のスタンプが押せます。

資料

押印シール

