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ポスターカラー

絵画・画材

デザイン
ニッカーファン・ポスターカラー

サクラ ポスターカラー

版画・染色

11200 8 色スクールセット ----- ￥1,155 ￥1,050

11230 12 色 13 本セット --- ￥1,815 ￥1,650

11242 12 色 13 本セット --- ￥1,650 ￥1,500

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

進化したポスターカラー。
重ね塗りも思いのままに。

塗り直しや修正がきれいに仕上がります。

木彫・木工芸

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

てん刻

工芸・民芸

ターナー ポスターカラー

混色に適した三原色が入ったスタディーセットです

（12 色、白 2 本入り）

ターナーポスターカラーセット

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

EX（白 2 本入）

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

ベルベットのようなマットな仕上がり

伸びやかな描き味でムラになりにくい

ポスターカラー三原色スタディーセット 14A
11315

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

￥2,035 ￥1,850

彫塑・彫刻

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

陶

ポスターカラー三原色スタディーセット 14B

芸

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

ガラス工芸

■黒軸棒

■アクリル製ミゾ付定規（25㎝） ■ミニふきん

サイズ：138 × 300 × 35㎜

色相環の授業に対応したマゼンタをサービス授業のスタンダード

ポスターカラープライムセット 13P

金属工芸

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

三原色カラー（マゼンタ・イエロー・シアン）が入ったセット
皮革工芸

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

サイズ：138 × 300 × 35㎜

七宝焼

色相環の授業に対応したマゼンタを加えた定番

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

資料
よく使うホワイトは 11ml と 20ml の 2 本入りです

ポスターカラープレンティセット K
備品

12051

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

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

￥3,245 ￥2,950

サイズ：137 × 353 × 37㎜

アクリルカラー
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絵画・画材

デザイン

サクラ アクリルカラー

11310 12 色スクールセット - ￥1,760 ￥1,600

11330 12 色 13 本セット --- ￥1,925 ￥1,750

11360 12 色セット（12ml）--- ￥1,650 ￥1,500

強い接着力。
ムラなく、しっかりとしたノリのよさ。

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

ターナーアクリルガッシュセット

落ち着いたマットな仕上がり

制作捗る速乾性

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

均一に塗れるのびやかな描き味でムラになりにくい

てん刻

幅広い用途に応える授業の新定番

アクリルガッシュプライムセット 12P
11309

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

彫塑・彫刻

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

三原色カラー（マゼンタ・イエロー・シアン）が入ったセット

アクリルガッシュプライムセット 13B ＋三原色カラー

芸

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

陶

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

サイズ：138 × 300 × 35㎜

ガラス工芸

色相環の授業に対応したブライトマゼンタを加えた定番

アクリルガッシュプレンティセット MA
11311

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

金属工芸

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

アクリルガッシュプレンティセット MB
11312

木彫・木工芸

そしてあざやかな発色が生きる、デリケートなツヤ
消しの仕上がり。

マットで鮮やかな不透明アクリル絵の具です。

版画・染色

ニッカー ファン・アクリックガッシュ

工芸・民芸

ターナー アクリルガッシュ（11ml）

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

皮革工芸

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

サイズ：137 × 353 × 37㎜

七宝焼

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

資料

色内容：上記いずれも、シアン、マゼンタ、イエロー

混色により、色彩の構成や多様性を
学ぶための絵具です。

射が少ない、高純度の透明な顔料を使用してい
ます。

備品

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

水

彩

耐

水

性
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アクリルカラー

絵画・画材

次世代のアーティストを応援するアクリル絵の具「U-35」

デザイン

U-35
ACRYLICS

工芸・民芸

ターナー U-35

■最先端の技術と 70 年以上の培ってきた職人技の融合

■許容量最大の顔料濃度

■絵具業界世界最高峰の厳しい検査基準による品質

■最高レベルの透明性と黄変のなさ

■贅沢な原材料の最適な配合によるなめらかで流麗な筆運び

■圧倒的なにおいの少なさ

■多彩な技法に適した絶妙な粘度

水性：耐水性：透明・不透明・ツヤ・半ツヤ・艶消し

■鮮やかで深みのある発色と耐光性を持った顔料を厳選

※色によって異なります

アクリル絵の具 12 色セット

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

ターナー色彩より
かつてない、新アクリル絵具

木彫・木工芸

↑ブランドサイト

版画・染色

U-35 誕生。
アーティストの
未来が進化する。

てん刻

キナクリドン マゼンタ
透明 ツヤ

ナフソール レッド ライト
半透明 ツヤ

ハンザ イエロー オペーク
半透明 ツヤ

ライト グリーン
不透明 ツヤ

パーマネント グリーン ライト
不透明 ツヤ

コバルト ブルー（ヒュー）
不透明 半ツヤ

フタロブルー（グリーン シェード）
透明 ツヤ

ウルトラマリン バイオレッド
透明 半ツヤ

イエロー オーカー
不透明 半ツヤ

バーント シェナー
不透明 ツヤ消し

ジェット ブラック
不透明 ツヤ消し

チタニウム ホワイト
不透明 半ツヤ

ターナー

U-35 アクリル絵の具プライムセット

彫塑・彫刻

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

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

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

三原色に使える 3 色が入っています。

金属工芸

「ハンザイエローオペーク・キナクリドンマゼンタ・フタロブルー」

ターナー

フラッグカラー（200ml)

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

11551 白
11555 赤
11559 緑

11552 黄色
11556 ピンク
11560 空

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

七宝焼

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

資料

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

ターナー学級旗
備品

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

サイズ：138 × 300 × 35㎜

アクリルカラー
アイアンペイント

塗るだけでザラザラとした金属のような質感

青サビ塗装も可能！

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

11393 アンティークゴールド

11394 アンティークシルバー

11395 アンティークブロンズ

11396 ライトゴールド

11397 ブロンズグリーン

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

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

アンティークブロンズ
+
ブロンズグリーン

冬 2 〜 3 時間

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

より詳しい
使い方動画や

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

用 途・ 注 意 事 項
がわかりやすく
紹介されており
ます。

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

木彫・木工芸

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

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

版画・染色

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

ブランドサイト
HOW TO USE
ペイントレシピなど

工芸・民芸

11392 アイアンブラウン

デザイン

11391 アイアンブラック

絵画・画材

ターナー
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ターナー ミリタリーペイント アーミー
てん刻

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

11343 サンドイエロー

11344 ネイビーブルー

11345 ブルイッシュグレイ

11346 チャコールブラック

彫塑・彫刻

11341 アーミーグリーン

陶
芸

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

塗るだけでミリタリーテイストに
ガラス工芸

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

ターナー チョークボードペイント

ターナーマグネットペイント

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

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

11379 グリーン

塗布面積（3 回塗り）：170ml 0.3~0.4㎡

500ml

0.9~1.2㎡

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

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

チョークボードペイントを
上塗りすると効果的！

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

備品

ブランドサイト↑

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

資料

11378 ブラック

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

七宝焼

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

皮革工芸

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

磁石がくっつく下地用ペイント

金属工芸

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

絵画・画材

リキテックス

ガッシュ・アクリリックプラス

デザイン

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

工芸・民芸

リキテックス

＜乾燥時間＞

約 72 時間（耐水性になるまで）

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

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

＜セット内容＞

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

版画・染色

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

ガッシュ・アクリリックプラスの色に
準拠したワークブックです

ナイロン筆（平筆、色筆、相筆）各 1 本

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

木彫・木工芸

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

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

てん刻
彫塑・彫刻
2022 年 6 月 1 日価格変更

＜つや出し剤＞

＜つや出し、接着、もりあげ剤＞

芸

ジェッソ

グロスポリマーメディウム

ジェルメディウム

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

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

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

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

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

ガラス工芸

陶

＜白色地塗り用塗料＞

金属工芸

る便利なメディウムです。

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

皮革工芸
七宝焼
＜もりあげ剤＞
資料

モデリングペースト

2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

備品

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

＜剥離剤＞

＜薄塗り用遅乾剤＞

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

リムーバー

グラデーションメディウム

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

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

乾いて落ちなくなったリキテックスカラーを溶かし
て落とします。

絵具の乾燥を遅らせ、絵の具をきれいにぼかすこと
ができます。

道具類に付いた絵具の掃除などに。

共同制作絵具
A

A

11801 赤

A

11804 コバルト

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

11803 緑

B

A

11805 黒

デザイン

普通色 24 色 550ml

A

11802 黄

A

ターナー イベントカラー

絵画・画材

準備も行事も楽しく盛り上げる
短期イベント用絵具

23

11806 白

B

B

スパウトパック入り
11807 オレンジ
B

11808 レモン
B

11809 黄緑

工芸・民芸

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

B

11811 ピンク

11812 茶

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

11813 朱赤

11814 深緑

11815 群青

水で薄めずそのまま描け、乾けば耐水性に

学級旗や、懸垂幕などの布への着色に適しています。
11818 黄土

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

11819 朱

11820 イエローライト 11821 セルリアンブルー

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

11822 紺

11823 ローズ

塗装面積
約 6 〜 10㎡ /550ml

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

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

11834 蛍光レッド

赤

コバルト

黒

緑

短期屋外用絵の具の代名詞

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

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

11425
赤金 GOLD DEEP
無くなり次第廃止

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

11426
￥900 青金 GOLD LIGHT

11427
銀 SILVER

無くなり次第廃止

無くなり次第廃止

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

12603 うすだいだい

12604 おうどいろ

12605 ちゃいろ

12606 しゅいろ

12607 あか

12608 あお

12609 ぐんじょう

12610 きみどり

12611 みどり

12612 くろ

12613 ももいろ

12614 みずいろ

12615 こげちゃ

12616 きいろ

12618 むらさき

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

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

備品

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

無くなり次第廃止

12602 レモン

資料

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

12601 しろ

七宝焼

ターナー ネオカラー金銀 250ml

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

皮革工芸

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

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

金属工芸

白

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

ガラス工芸

11502 白 --------------

芸

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

ギター クラス用ジャンボカラー（水彩絵具）

陶

600ml

11402 白 ---------------

黄

11835 蛍光グリーン 11836 蛍光ブルー

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

彫塑・彫刻

スパウトボックスセット

250ml

11824 アンバー

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

てん刻

11817 うすもも

木彫・木工芸

11816 紫

イベントカラー 6 色セット（550ml）

ターナー ネオカラー

短期用イベント用絵の具

版画・染色

11810 空

11831~6 蛍光色 6 色 170ml-- 各 ¥1,045 ￥950

