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フレスコ・砂絵

絵画・画材

粉末顔料

デザイン
フレスコ粉

工芸・民芸

14751 フレスコ粉 --------------- ¥330 ￥300

1. スチレンボードにプライマーを刷 2. フレスコ粉を水で溶いて（フレス 3. 顔料を水で溶き、水彩画のような
毛や大きめの筆などで塗ります。
コ粉 165g に対して水 60g）つくった 感じで着色します。
石灰泥を、こてかパレットナイフで、完全乾燥まで、約 1 日かかります。
スチレンボードに厚めに塗ります。 （すぐにでも制作できますが、最も描き
やすいのは、表面が半乾きの状態に。）

材質：石灰粉 （165g）

版画・染色

フレスコ画の他にも、タイルやビーチグラスなどを
用いたモザイク作品の制作にも使用できます。
フレスコ描画用、フレスコ粉 165g に対して水 60g
モザイク用には、フレスコ粉 165g に対して水 75g
の割り合いで溶いて使用して下さい。

本製品は、1 〜 2 時間の間に十分に描写可能であることを目的に設計さ
れています。
下地材にプライマー（ジェッソやビッグアートカラー用のプライマーで
可能）を塗布し、その上にフレスコ粉末を水で溶いてつくった石灰泥を
こてやパレットナイフで塗ります。手間のかかるフレスコの下地作りを

14752 粉末顔料 7 色セット -- ¥1,540 ￥1,400

木彫・木工芸

容量：赤、緑、茶、黒、白
黄、青 → 各 5g

→

簡単に行なうことができます。（共同制作にも可能）石灰は、純正の石

各 10g

灰で、真性のフレスコ壁画の使用にも十分に耐えうる高品質の材料です。
長い歴史と伝統をもつフレスコの技術の一端に触れていただき、その時
代の作品を鑑賞するときの理解の一助になればと思い、この商品を開発
しました。

14741 スチレンボード --------- ¥132 ￥120
サイズ：200 × 150 × 20㎜

色鮮やかな砂絵用の砂です
てん刻
彫塑・彫刻

陶

片面粘着パネル A4 判

芸

砂絵

14660 --------------------------------- ¥385 ￥350

71050 〜 7 ----------------------- 各 ¥330 ￥300

サイズ：295 × 210 × 5㎜

ガラス工芸

発泡スチロール板に粘着が付いています。

金属工芸

下絵を描き、カッターで切
り込みを入れ、色砂を乗せ
たい部分の剥離紙をはが
し、色砂をふりかけます。

71050 赤
71053 青
71056 白

71051 オレンジ
71054 黄緑
71057 黒

71052 黄
71055 緑

容量：各色とも 100g（ポリ容器入り）
色鮮やかな砂絵用の砂です。アラビックボンドを使
用しながら部分的に制作したり、専用パネルを利用
してシャープな図柄の砂絵の制作をすることができ
ます。共同制作にも向いています。

※ 無くなり次第廃止

モコモコ砂絵のお皿
71059 ------------------------------- ￥759 ￥690
砂（赤、青、黄、緑、黒、白、）各 1 袋（約 25g）
皿（φ 168㎜）1 枚、水差し容器 1 個、ニス 3 本、皿立て 1 個

普通の砂絵じゃない！？

水を入れて袋の中で混ぜるだけ。
従来の砂絵と違い、モコモコと浮
き出た砂絵皿に仕上がります。
6 色セットなので幅広く表現でき
ます。砂は乾くと固くなり、お皿
を立てても絵が落ちることはあり
ません。

京土 5 色セット

1. 塗料として
土を顔料にして、木工用ボンドを
薄めて絵の具にして絵を描いてみ
よう。水に溶かして固めればクレ
パス、クレパスを砕いて蜜ロウを
混ぜて固めればクレヨンになる。

14755 各 50g5 色セット ------ ¥1,100 ￥1,000
皮革工芸

＜セット内容＞
きょうさびつち

京錆土

いなりやまぶきつち

稲荷山黄土

くろじゅらくつち

黒聚楽土

ほんじゅらくつち

本聚楽土

きょうあさきつち

京浅黄土

2. 染料として
土を染料にして、紙をすいて作る
時に染料として混ぜます。

古くから日本建築で使われている京土です。

七宝焼

水と加えドロドロにし木工ボンドを混ぜると絵具とし
て使えます。紙染めに使用したり、粘土に混ぜたりい
ろいろな用途で使用できます。
自然の色で楽しみましょう。
アイデア次第で使い途は無限です。

きょうさびつち

京錆土

きょうさびつち

資料

京錆土

いなりやまきつち

稲荷山黄土

くろじゅらくつち

黒聚楽土

ほんじゅらくつち

本聚楽土

京都の伏見深草で採れる赤土です。

いなりやまきつち

稲荷山黄土 京都の伏見深草で採れる黄土です。
くろじゅらくつち

黒聚楽土

京都市内で取れる黒土です。

本聚楽土

京都の聚楽台跡付近で産出する土です
が、聚楽台跡付近は今では建物が立ち
採取出来ないので、伏見で採れる土を
ブレンドし本聚楽土を作っています。

ほんじゅらくつち

備品
きょうあさきつち

京浅黄土

京都の伏見深草で採れる青粘土です。

きょうあさきつち

京浅黄土

3. 材料として
ミニチュア土壁にチャレンジしよ
う、砂とスサと糊を入れて土壁を
作ってみよう。

土の色の違うわけ

土の中の鉄の成分が色を決めます。
鉄も酸素と結びつきやすい鉄と結びつきにくい鉄
がある。酸素に結びつきやすい鉄は錆びてその土
も赤系統になっていく。
逆に砂鉄のような鉄を
含む土は錆びないので
灰色や青・緑色の土に
なっていく。

蛍光・蓄光
17541 ブルー -------------------------------------- ¥3,080 ￥2,800
17542 グリーン ----------------------------------- ¥3,080 ￥2,800

高輝度のアルミナタイプを使用した
蓄光スプレーです。

一般的な蓄光タイプの約 10 倍の輝度と残光時間
発光時間は約 6 〜 8 時間です。

グリーン

17544 スーパーブルー -------------------------- ¥3,080 ￥2,800

デザイン

17543 オレンジ ----------------------------------- ¥4,400 ￥4,000

工芸・民芸

日光や蛍光灯などで光を蓄え夜間や暗闇で長時間発光する無機体の顔料です。
（蓄光時間により光の強さ、時間が変わります）
ブラックライトでも発光し蓄光します。
粉末状ですので樹脂や塗料と混合して使用できます。樹脂成型する場合
ブルー

は重量比の 20％、ニスなどの塗料は 30％を基準に増減して下さい
（多く入れれば強く光ります）

蓄光スプレー
17551 ブルー ----------------- ¥1,980 ￥1,800
容量：50g

塗り面積：0.2㎡（二回塗り）

太陽や蛍光灯で光を蓄え、暗闇で長時間光ます。
ブラックライトでもよく光ります。
木部、金属、布地、紙と言ったスプレーを塗れると
ころであればどこでも光らせる事が出来ます。

（伊川谷北高校・神戸芸術工科大学・地元小学生の共同作品です。）

木彫・木工芸

スーパーブルー

● 絵の具に混ぜたり
● 粘土に混ぜたり
● 樹脂工芸に
● お化け屋敷に
● アクセサリーのワンポイントに
● 防災・防犯・安全の目印に

版画・染色

17549 グリーン -------------- ¥1,980 ￥1,800

高輝度・長持続性蓄光顔料
使い方いろいろ

絵画・画材

50g

オレンジ

蓄光パウダー

29

蓄光シート
てん刻

17545 グリーン --------------------- ¥748 ￥680
17552 ブルー ------------------------ ¥748 ￥680

通常

サイズ：100 × 148㎜

材質：PVC

彫塑・彫刻

高輝度の蓄光顔料を使用した
粘着付シートです。
太陽や蛍光灯で光を蓄え、暗闇で長時間発光するしま
す。はさみ、カッターで切れ、パンチでの穴あけもで
きます。

発光

陶

蓄光ビーズ

芸

17546 4㎜ブルー（20 個入）----- ¥176 ￥160
17547 4㎜グリーン（20 個入）--¥176 ￥160

ガラス工芸

日光や蛍光灯などで光を蓄え
夜間や暗闇で長時間発光するビーズです。

ブラックライト（ショート）

通常

金属工芸

ブラックライトの照射でも発光し、蓄光します。
発行時間は約 6 〜 8 時間です。
（蓄光時間により光の強さ、時間が変わります）
他の素材と組み合わせると効果的です。

17651 -------------------------------------------¥10,780 ￥9,800
皮革工芸

サイズ：610 × 50 × H75㎜ 電気：20W、100V
仕様：コード 1.9m、中間スイッチ付き

ブラックライト（ロング）

ブラックライト照射

サイズ：1200 × 100 × H180㎜

七宝焼

17652 ロング 一灯式 --------------------- ¥27,500 ￥25,000
2.5kg

17653 ロング二灯式 ---------------------- ¥44,000 ￥40,000
サイズ：1200 × 180 × H180㎜

5kg

ブラックライトスタンド US 型
本体サイズ：620 × 300 × 120㎜
20w のブラックライトが 2 灯付き、上下方向 180 度自在に向きを変
えられます。

17550 ---------------------------- ¥1,738 ￥1,580
容量：100ml

色：クリスタルブルー

通常は透明で、ブラックライトを照射すると
ブルーに光ります。

ガラスなど堅い面に塗布した場合は爪等で強く擦る
と剥離させる事が出来ます。

備品

17654 -----------------------------------------¥38,500 ￥35,000

ブラックライトスプレー

資料

電気：40W（二灯式は 2 本）、100V
仕様：コード 3m、スチール製足付き

