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筆

絵画・画材

デザイン

（φ 2 × 14㎜）

（φ 5 × 19㎜）

（φ 10 × 16㎜）

（φ 7 × 20㎜）

（φ 2.5 × 16㎜）

（φ 6 × 23㎜）

（φ 12 × 18㎜）

（φ 8 × 24㎜）

（φ 7 × 24㎜）

（φ 14 × 20㎜）

（φ 10 × 25㎜）

（φ 3.5 × 20㎜）

工芸・民芸
版画・染色

隈取筆

12122 大 ------------- ¥220 ￥200

12112 大 ------------- ¥363 ￥330

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

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

＜毛の質＞
馬毛、減菌処理
抗菌再生プラ軸使用

＜毛の質＞
馬・やぎと鹿の冬毛の混毛、減菌処理
竹軸

＜毛の質＞
馬毛とやぎ毛の混毛、減菌処理
抗菌再生プラ軸使用

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

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

デザイン・ポスター図案用、広い所を
塗るときに使用します。
日本製

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

（φ 4.5 × 18㎜）

（φ 4.5 × 18㎜）

（φ 8 × 35㎜）

（φ 8 × 35㎜）

（φ 11 × 38㎜）

（φ 11 × 38㎜）

北野（太筆）

彫塑・彫刻

平筆

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

こすもす（細筆）

てん刻

彩色筆

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

特製面相筆

木彫・木工芸

面相筆

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

角型ペイント筆（丸）

角型ペイント筆（平）

ナイロン筆

水墨筆（穂先硬め）

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

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

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

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

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

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

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

柄の部分が八角形なので、ころがらず
便利です。抗菌再生プラ軸使用
日本製

柄の部分が八角形なので、ころがらず
便利です。抗菌再生プラ軸使用
日本製

等に使用できます。

デザイン筆セット 3 本組

高級デザイン筆セット

ナイロン筆セット 3 本組

12100 ------------------ ¥726 ￥660

12102 -------------- ¥2,915 ￥2,650

12104 ------------------¥880 ￥800

＜セット内容＞
平筆（中）
、彩色筆（中）
、面相筆（中）
丸筒

＜セット内容＞
彩色筆、隈取筆、平筆
面相筆（いたち毛）、アルミ棒
平筒

＜セット内容＞
彩色筆（中）、平筆（中）、面相筆（中）
丸筒

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

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

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

日本製

金色ナイロン毛 穂径 2.5㎜ 穂長 16㎜

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

金色ナイロン毛 穂径 6.0㎜ 穂長 25㎜

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

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

日本製

バ二ロン

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

刷毛

25
絵画・画材

ぼかし刷毛

デザイン

プラ製

ぼかし刷毛（木柄）

ぼかし刷毛竹柄

ぼかし刷毛歯ブラシ型

12211（幅 16㎜）----- ¥297 ￥270

12200 小 3 号 -------- ¥473 ￥430

12213 プラ柄（10 本組）- ¥374 ￥340

12210（φ 35 × 55㎜）---

¥330

￥300

12201 大 5 号 -------- ¥704 ￥640

（幅 18㎜）

穂先、軸に減菌加工、豚毛。日本製
穂先、軸に減菌加工、豚毛。
日本製

毛足の長さ：9㎜

（153㎜、化繊毛
153㎜、化繊毛）

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

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

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

版画・染色

ぼかし丸刷毛（木柄）

（幅 9㎜）

金属製
工芸・民芸

ぼかし丸刷毛

木彫・木工芸

てん刻

46510 5 号（幅 15㎜）- ¥132 ￥120

46524 幅 50㎜ ------- ¥627 ￥570

46514 8 号（幅 24㎜）- ¥176 ￥160

46511 8 号（幅 24㎜）- ¥165 ￥150

46515 10 号（幅 30㎜）- ¥209 ￥190

46512 10 号（幅 30㎜）- ¥198 ￥180

毛の質：やぎ

毛の質：馬

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

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

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

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

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

ガラス工芸

A

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

B
C

水墨画用刷毛

油性系ニス用刷毛

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

22140 ----------------- ¥748 ￥680

46521 0.5 寸（幅 15㎜）- ¥275 ￥250

46530 幅 30㎜ ------- ¥550 ￥500

ローラー部：φ 45 × 70㎜

46522 1.0 寸（幅 30㎜）- ¥330 ￥300

46531 幅 40㎜ ------- ¥660 ￥600

仕様：取手付き

筆筒

ガラス棒（ガラス製）170㎜
サイズ：φ 25 × 285㎜

12310 -------------------- ¥99 ￥90

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

サイズ：263
サイズ：
263 × 35 × 20㎜

サイズ：265 × 40 × 13㎜

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

ガラス棒
備品

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

毛の質：ヤギ

資料

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

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

七宝焼

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

46523 1.5 寸（幅 45㎜）- ¥440 ￥400

皮革工芸

スポンジローラー

金属工芸

パターンローラー

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

芸

46513 5 号（幅 15㎜）- ¥132 ￥120

陶

コッピーブラシ

彫塑・彫刻

目止め着色用刷毛（白） 目止め着色用刷毛（黒） スポンジブラシ

金属棒
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パレット

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

2022 年 6 月 1 日価格変更

版画・染色

デザインパレット

二つ折れパレット

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

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

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

サイズ：275 × 140 × 13㎜
材質：PP 樹脂製

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

サイズ：225 × 110㎜

水切り用エッジ付
アクリル絵の具にも使える水彩兼用パレットです。

アクリルにも使える水彩兼用の 1 面パレットです。

材質：プラスチック（ABS 製）

ペーパーパレット

ダブル筆洗

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

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

ジャバラ筆洗

木彫・木工芸

デザインパレット 小

てん刻
2022 年 6 月 1 日価格変更

彫塑・彫刻

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

仕様：いずれも、24 枚束

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

組立サイズ：幅 160 × 125 × H115 ㎜
材質：プラスチック製

ジャバラ状なので、収納に便利です。

※無くなり次第廃止

芸
筆洗のふたがパレットになっています。

ガラス工芸

金属工芸

2022 年 6 月 1 日価格変更

プラスチック筆洗
皮革工芸

12340 ----------------- ¥528

￥480

プラスチック筆洗パレット付き

3 連筆洗

12341 ----------------- ¥825

12344 ---------------- ¥550

￥750

プラスチック製重皿 5 枚組
￥500

12350 ----------------- ¥418 ￥380

サイズ：180 × 135 × 75㎜
材質：プラスチック製

組立サイズ：70 × 110 × H85 ㎜
材質：プラスチック製

サイズ：φ 80㎜
材質：プラスチック製

プラスチック製梅皿

陶製梅皿 ( ふた付き )

陶製菊皿

陶製重皿 5 枚組

12369 ----------------- ¥374 ￥340

12363 ---------------- ¥770 ￥700

12364 ----------------- ¥792 ￥720

12351 -------------- ¥2,035 ￥1,850

サイズ：φ 180㎜
材質：プラスチック製

サイズ： φ 120㎜
材質：陶器製

サイズ：φ 135㎜
材質：陶器製

サイズ：φ 90㎜
材質：陶器製

七宝焼

サイズ：175 × 130 × 75㎜
材質：プラスチック製

資料
備品

画板・筆洗

27
絵画・画材

マスキングテープ

スポンジのみ 5 枚組

ミニスポンジ（10 個）

14040 幅 12㎜ ------- ¥143 ￥130

12348 フタ付き ----- ¥275 ￥250

12349 ------------------ ¥253 ￥230

12346 ---------------- ¥198 ￥180

14041 幅 15㎜ ------- ¥176

外寸：150 × 150 × 30㎜

サイズ：140 × 140 × 15㎜

￥160

14042 幅 18㎜ ------- ¥209 ￥190

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

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

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

版画・染色

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

スポンジ 1 枚付

工芸・民芸

角型スタンプパット

デザイン

10 月価格変更

木彫・木工芸

てん刻

雲形定規（6 枚入り）

アクリル定規

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

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

サイズ：約 335 × 125㎜

サイズ：約 180 × 60㎜
材質：アクリル製

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

材質：塩化ビニール製、打抜き加工

サイズ：30㎝

材質：アクリル

仕様：溝引付き（方眼入り）

※無くなり次第廃止

彫塑・彫刻

デザイン定規

陶
芸
ガラス工芸

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

（金具なし）

デザインバッグ A

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

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

サイズ：600 × 450 × 5㎜（4 切）

サイズ：330 × 165 × 40㎜

＜付属品＞

材質：合成繊維製

ひも付き

皮革工芸

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

しなベニヤ画板

金属工芸

スーパーボード

2022 年 9 月 1 日価格変更

マイルド画板

七宝焼

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

画板、展示板、乾燥棚として使えるマルチ画板です。
資料

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

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

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

40 枚、吊り金具

80 個

乾燥棚として

展示板として

