スケッチブック・クロッキー帳
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A4 規格サイズより
ちょっとワイドなサイズで

デザイン

A4 コピー用紙

ワ イ ド

アルファークロッキー A4 WIDE

クロッキー用紙は紙肌がなめらかで筆触が
良く、紙は薄くても充分筆圧に耐え、発色

紙質：クリームフールス紙（225 × 313㎜）40 枚

もよく、濃淡がよく出ますので水彩用とし

仕様：5㎜・50㎜方眼印刷入り下敷式（裏表紙）

てもご使用になれます。

クリアポケット（マチ付き）1 枚

10050 B5

36 枚 ----------------- ¥253 ￥230

10051 B4

40 枚 ----------------- ¥550 ￥500

10052 A4

50 枚 ----------------- ¥451 ￥410

サイズ ：180 × 250㎜
サイズ ：250 × 355㎜
サイズ ：210 × 305㎜

紙質：エコパルプクロッキー用紙
いずれも資料入り・下敷付き

木彫・木工芸

A4 規格サイズより縦・横とも大きく、プリント・資料など
はみ出る事無くスマートに収納、A4 サイズが収納できるク
リアポケット付き、横入れなので落ちる心配がありません。

「無塩素漂白」法でつくられた人にもやさし
いパルプで焼却してもクロロフォルムなど
の有害な化合物をほとんど発生させません。

アルファークロッキー帳

版画・染色

10053 -------------------------------------- ¥539 ￥490

工芸・民芸

はみ出さずに収納

A4 サイズが入る
クリアポケット付き

アルファースケッチブック
てん刻

10010 B5 20 枚 --------- ¥253 ￥230
サイズ ：181 × 250㎜

並口画紙 105kg

10011 B4 20 枚 --------- ¥440 ￥400
サイズ ：250 × 355㎜

並口画紙 105kg

サイズ ：300 × 380㎜

10013 F6

厚口画紙 125kg

10060 A4（S1020A）40 枚 ---- ¥528 ￥480
10061 B4（S1030A）35 枚 ---- ¥704 ￥640

20 枚 --------- ¥682 ￥620

サイズ ：318 × 407㎜

厚口画紙 125kg

2022 年 9 月 1 日

陶

10014 B3 20 枚 --------- ¥891 ￥810
並口画紙 105kg

マルマンクロッキー帳
10060 A4（S1020A）40 枚 ------- ¥495 ￥450

10015 A4 ワイド 20 枚 - ¥385 ￥350

本体サイズ ： 縦 307 ×横 228㎜

並口画紙 105kg

10061 B4（S1030A）35 枚 ------- ¥660 ￥600

A4 サイズのプリントをはみ出さずに収納で
きます。

本体サイズ：縦 376 ×横 280㎜

2022 年 9 月 1 日

10021 F8
（S.88）--------- ¥1,430 ￥1,300

24 枚

2022 年 9 月 1 日

10020 F6（S.86）------------------ ¥880 ￥800
本体サイズ：縦 412 ×横 333 ×厚 11㎜

本体サイズ：縦 457 ×横 390 ×厚 11㎜

本文：20 枚
用紙：画用紙 厚口 ( 中性紙 ) MPS-D 156.5g/m²
製本：スパイラル ( コイルループ )

マルマン図案スケッチブック

マルマン図案スケッチパッド

10022 A4--------------------------- ¥352

10026 ハガキサイズ（100 × 148㎜）- ¥462 ￥420
10027 B5（182 × 257㎜）------------- ¥693 ￥630
10028 A4（210 × 297㎜）-------------- ¥924 ￥840
10029 B4（352 × 251㎜）------------ ¥1,045 ￥950

￥320

本体サイズ ： 縦 287 ×横 205㎜

10023 B4 ------------------------- ¥462 ￥420
本体サイズ ： 縦 352 ×横 255㎜

紙質：マルマン画用紙並口 126.5g/㎡（中性紙）
枚数：上記いずれも 24 枚
ツインワイヤ製本。ロングライフデザイン賞受賞

紙質：マルマン画用紙並口 126.5g/㎡（中性紙）
枚数：上記いずれも 50 枚（厚さ 10㎜）

一枚ずつキレイにはがせます

備品

10021 F8（S.88）------------ ¥1,320 ￥1,200

50 枚
資料

マルマンスケッチブック

2022 年 9 月 1 日

七宝焼

10020 F6（S.86）------------- ¥968 ￥880

10022 A4--------------------- ¥385 ￥350
10023 B4 --------------------- ¥495 ￥450

10027 B5 - - - - - - - - - - - - - ¥748 ￥680
10028 A4- - - - - - - - - - - - - - ¥990 ￥900
10029 B4------------ ¥1,100 ￥1,000

皮革工芸

10026 ハ ガ キ サ イ ズ - ¥495 ￥450

金属工芸

紙がソフトなので筆圧により線の強弱、強さ、かす
れをよく表現できます。
用紙 ： クリームクロッキー紙 MPS-C 60.0g/m²
備考 : 学習資料と下敷き付き

紙質：いずれも厚手画用紙

ガラス工芸

サイズ ：225 × 313㎜

芸

サイズ ：540 × 380㎜

彫塑・彫刻

10012 6 切 20 枚 --------- ¥605 ￥550
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画用紙

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

デザインホワイト紙（100 枚）

版画・染色

画用紙（100 枚）

ケント紙特厚

10110 中厚口 8 切（155kg）-- ¥2,420 ￥2,200
10111 中厚口 4 切（155kg）-- ¥4,840 ￥4,400

10200 4 切（545 × 393㎜）--------- ￥61 ￥55
10201 8 切（393 × 272㎜）--------- ￥30 ￥27

10112 厚口 8 切（165kg）----- ¥2,420 ￥2,200

10203 B4（364 × 257㎜）----------- ￥28 ￥25

10113 厚口 4 切（165kg）----- ¥4,840

￥4,400

紙厚：200kg

10202 A4（297 × 210㎜）----------- ￥22 ￥20

木彫・木工芸

特厚ですので、画用のほか、ペーパークラフト、
工 作 に も 可 能 で す。 ま た、 消 し ゴ ム で 消 し や す
く、 消 し て も あ と が 残 り に く く な っ て い ま す。

10300 厚口 8 切 --------------- ￥1,760 ￥1,600
10301 厚口 4 切 --------------- ￥3,300 ￥3,000
10302 特厚 8 切 --------------- ￥1980 ￥1,800
10303 特厚 4 切 --------------- ￥3,850 ￥3,500
表面の平滑性があり、白さが高い紙です。
８切 393 × 272㎜、４切 545 × 393㎜
厚口 180kg、特厚 220kg.
ペン画などによる細密画、ロットリングによる細密
画や製図、カラーインクによる制作に適しています。

てん刻
彫塑・彫刻

水彩画紙

芸

10120 キャンソン --------------- ￥363 ￥330

10100 -------------------------- ￥7,920 ￥7,200

サイズ：650 × 500㎜
キャンソン紙は表面がきめこまやかで細やかな表現
に向いています。

サイズ：4 切（545 × 393㎜）

ガラス工芸

陶

木炭紙

美術 No.300（100 枚）

紙厚：250kg

キャロア 500（100 枚）

10102 -------------------------- ￥9,493 ￥8,630
サイズ：4 切（545 × 393㎜）
紙厚：244kg

10121 MBM----------------------- ￥550 ￥500

金属工芸

サイズ：650 × 470㎜
MBM 紙は、表面が粗く、大胆な表現（塊としてと
らえる）に向いています。手や布で木炭をはたき落
としやすいという特長があります。

水彩画紙

目の細かい水彩紙です。
ワットマンタイプの水彩紙

皮革工芸
七宝焼

この写真は、部分拡大撮影したものです。

資料
備品

デザインペーパー（50 枚）

ボールドキャンバス（キャンバスボード）

方眼ケントボード (2㎜厚）

14000 B4（257 × 364㎜）---------- ￥594 ￥540

11630 B5（257 × 182㎜）------------ ￥51 ￥46

14702 8 切（270 × 380㎜）--------- ￥209 ￥190

14001 A3（297 × 420㎜）--------- ￥792 ￥720

11631 B4（364 × 257㎜）------------ ￥105 ￥95

14703 4 切（380 × 540㎜）--------- ￥418 ￥380

＜用途＞
上質紙の上に 5㎜方眼の青い線が印刷されています。

11632 F6 （409 × 318㎜）----------- ￥176 ￥160

この線は、コピーなどには写りませんので、デザイ
ン、スケッチ、レタリングなど原稿や下書きに向い
ています。

本格的な油絵や、アクリル絵の具にも適し、教材と
してご使用いただくために廉価にいたしております。

上質の特厚ケント紙の両面にそれぞれ斜方眼（一辺
5㎜正方形に斜線）、正三角方眼（一辺 10㎜）が薄く
印刷されています。デザイン及び透視図に最適で、
能率的な学習が出来ます。

特殊布目加工画紙を台紙に合紙しました。

イラストボード
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2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

キャンバスボード SW

14725 A4 --------------------------- ￥187 ￥170
14724 A3 --------------------------- ￥330 ￥300

14722 B4---------------------------- ￥440 ￥400
14723 B3---------------------------- ￥814 ￥740

14698 B4 --------------------------- ￥209 ￥190
14699 B3 --------------------------- ￥385 ￥350

14701 B4 --------------------------- ￥220 ￥200
14700 B3 --------------------------- ￥396 ￥360

布目加工画紙・両面貼り

ボール紙に両面クラークケント紙張り

ボール紙に両面上質バロンケント紙張り

厚さ 1.3㎜

厚さ 1.5㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

布目加工画紙を台紙に合成してあり、本格的な油絵
具、アクリル絵具の定着性に富んでいます。
厚さ 2.5㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

てん刻

2022 年 6 月 1 日価格変更

限りなく強靭に仕上げられ、紙面はきめ細かく高平
滑。さらに伸縮性を小さくした、理想的な最高級ケ
ント紙です。

木彫・木工芸

ケント紙本来の持つ均一な地合いと肌合いを高めてい
ます。強靭な紙面と腰の強さ、不透明度の高さを誇る
ケント紙です。カラーインク、水彩絵具、エアーブラ
シなどに適しています。

版画・染色

ケントボード AW

14697 A4 --------------------------- ￥176 ￥160
14696 A3 --------------------------- ￥308 ￥280

工芸・民芸

ケントボード NW

デザイン

2022 年 6 月 1 日価格変更

彫塑・彫刻

10104 A4 --------------------------- ￥220 ￥200
10103 A3 --------------------------- ￥363 ￥330

10108 B4 --------------------------- ￥319 ￥290
10107 B3 --------------------------- ￥561 ￥510

14718 B4 --------------------------- ￥286 ￥260
14719 B3 --------------------------- ￥506 ￥460

10106 B4 ---------------------------- ￥264 ￥240
10105 B3 ---------------------------- ￥418 ￥380
ボール紙に両面上質シリウス紙張り

ボール紙に片面上質ワーグマン紙張り

片面白、片面クリーム色

2022 年 11 月 1 日価格変更

表面に凸凹のある紙質で水彩画に向いています。
厚さ 1.5㎜

厚さ 1.5㎜

2022 年 7 月 1 日価格変更

2022 年 7 月 1 日価格変更

金属工芸

最高技術を駆使したプロ向けに開発された高級水彩
画紙です。過酷な消しゴムによる紙むけが無いよう
表面強度を高めながらも、紙肌はパステル、コンテ、
鉛筆等の描画にも適すラフな質感を充分に保ってい
ます。厚さ
厚さ 1.5㎜

ワーグマンの強靭な紙面は、水彩画に欠かせない水
洗いにも充分耐えられるよう処理され、その自然の
白さは、発色の素晴らしさをお約束致します。
紙質は、絵の具の変色を起こしにくい中性漉き。

ガラス工芸

マーメイドボード FM

芸

ワーグマン GA（中目）

陶

シリウス SA

皮革工芸

ミューズボード ワトソン

ミューズボード KMK ケント

14710 B4---------------------------- ￥297
14711 B3---------------------------- ￥517 ￥470

14716 B4 1㎜ ---------------------- ￥231 ￥210
14717 B4 3㎜ ---------------------- ￥429 ￥390

仏製キャンソン社の最高級ケント紙を
1mm の台紙にマウント。

透明水彩の発色性に優れ、
にじみやぼかし技法に向きます。

良質な木材繊維を使用した、

水彩画に定評のあるナチュラル色のワトソン紙を
1mm 台紙にマウント。木綿繊維を主原料としている
ため表面が強く、中目の肌にはパステルも良くのり
ます。
厚さ：1㎜

強靭で滑らかな KMK ケント紙をマウント
消しゴムやマスキングテープなどによる毛羽立ちが
無く、製図、パース画、POP ディスプレイ、ペン画
など最も多目的に使用できるボードです。

備品

視覚的にソフトな紙肌の印象を持ちながら非常に堅
牢です。
水を多く使う技法にも使え、毛羽立ち、滲みにも強
いいためあらゆる素材の表現にも適しています。
厚さ：1㎜

￥270

資料

14712 B4 --------------------------- ￥275
14713 B3 --------------------------- ￥418 ￥380
￥250

七宝焼

ミューズボード キャンソン
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絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

タント FK-224

オールブラックボード（無垢）

ラシャブラック紙

14706 B4---------------------------- ￥220 ￥200
14707 B3---------------------------- ￥385 ￥350

14708 B4---------------------------- ￥220 ￥200
14709 B3---------------------------- ￥385 ￥350

10418 8 切（10 枚）----------------- ￥440 ￥400

ブラック、グレーの両面使えるボードです。

視覚、触覚など全てにおいて
豊かな感性を見せる新素材です。

10408 8 切（100 枚）------------- ￥4,290 ￥3,900
10409 4 切（100 枚）------------- ￥8,580 ￥7,800

タイトルデザイン、モデリング、イラストレーショ

木彫・木工芸

ン等に御利用ください。

モデリング、プレゼンテーションなどにどうぞ。

厚さ 1.5㎜

厚さ 1.0㎜

2022 年 6 月 1 日価格変更

2022 年 6 月 1 日価格変更

10419 4 切（10 枚）----------------- ￥880 ￥800

紙厚：130kg
8 切（270 × 390㎜）
4 切（390 × 540㎜）
＜用途＞
深みのある黒い紙で、版画、切り絵に適しています。

白ボール紙（薄口）
てん刻

10658 100 枚 ------------------ ￥5,940 ¥5,400
10659 10 枚 ------------------------ ￥605 ¥550
サイズ：600 × 450㎜

210g/㎡

彫塑・彫刻

展示・描画・版画・工作なんでもこい！

薄口ですがしっかりした白ボール紙（片面グレー）です。
展示用台紙として
一般的なボール紙より軽いので展示用台紙に最適で
す。画鋲や養生テープ相性良し

陶
芸

紙版画の素材としても優秀！
折りやすく丈夫、工作用紙として万能！
紙版画や立体工作などにも使える万能な絶妙な硬さ
の薄口のボール紙。

ガラス工芸

白ボール紙（厚口）
71032 ---------------------------------- ￥44 ￥40
サイズ：八つ切 380 × 270㎜
白ボール紙（片面グレー）です。

工作用紙
10660 ---------------------------------- ￥50 ￥45
サイズ：320 × 450㎜
方眼部分 300 × 400㎜
ボール紙に 10㎜の方眼が印刷されている工作用紙で
す。

金属工芸

A4 サイズの作品の展示に最適サイズ

皮革工芸
七宝焼
資料
備品

マニホールドイラストレーションボード

エンジェルビューイラストボード

15440 ------------------------------------------------------------- ￥715 ￥650

15441 ------------------------------------------------------------- ￥572 ￥520

サイズ：388 × 355㎜
材質：ケントボードに表面印刷済み
説明書付き

サイズ：340 × 265 ×厚さ 2.2㎜
材質：ケントボードに表面印刷済み
説明書付き

平面構成はもちろんのこと、一点透視図法や二点透視図法の作品まで 1 枚のボー
ドでできるように、表面に薄い青の線が印刷されています。
ボードですので、完成した作品は、そのまま展示しても引き立ちます。

部屋を上から覗いた様子を一点透視図法で描くためのイラストボードです。
あなたの部屋、あなたの住んでみたい部屋などをここに描いてみてはいかがで
しょう。

イラストボード

絵画・画材

現代アートへの誘い、色彩学習の集大成に！
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A（丸三角）

オプアートボード 大

14732 A（丸三角）----------------------- ￥418 ￥380

デザイン

14733 B（丸丸）-------------------------- ￥418 ￥380
14734 C（ピラミッド）------------------- ￥418 ￥380
サイズ：250 × 250 × 2㎜

工芸・民芸

オプアートボード 中
14735 A（丸三角）----------------------- ￥330 ￥300
14736 B（丸丸）-------------------------- ￥330 ￥300
14737 C（ピラミッド）------------------- ￥330 ￥300
サイズ：170 × 170 × 2㎜

版画・染色

ベース丸の三角の集合体

B（丸丸）

オプアートコースター
サイズ：90 × 90 × 1㎜

木彫・木工芸

14738 A（丸三角）----------------------- ￥176 ￥160
14739 B（丸丸）-------------------------- ￥176 ￥160
フィルム付き

てん刻
彫塑・彫刻

ベース丸にセンター丸

C（ピラミッド）

オプアート調の凸凹に見える
幾何学模様の線描きを描いてあるボードです
線に囲まれた部分を色塗りして模様を表現します。

陶

色彩学習の仕上げにすぐれています

芸

明度、色相のグラデーション、寒色暖色、色彩の感情な
どの学習の集大成として一枚のボードにそれらの学習を
活かした表現ができます。

ガラス工芸

精度の高い線が引かれてあるので
予想以上の高度な作品をつくりだせ
作者は満足感と自信をつかめて次の制作課
題に意欲が出ます。

金属工芸

ピラミッドのようなもり上がり

皮革工芸
七宝焼

ユポ紙

10670 白 ---------------------- ￥3,300

￥3,000

10175 ------------------------------- ￥110
サイズ：630 × 465㎜

サイズ：1091 × 788㎜

古紙パルプ配合率 70％

71023 ------------------------------- ￥110 ￥100

材質：TPG 合成紙
サイズ：380 × 270 × 0.8 ㎜

50 枚

半透明で耐水性屋外の展示も OK です
表面が平滑で、厚みがあり、半透明の紙で、耐水性
にも優れています。一見すると、プラスチック性の
フィルムの様な感じの紙です。

アイボリーコート紙を 2 枚合紙して作ったつるつる
したデザイン工作用紙です。
※表面に別の紙を貼る作業には向いていません。

備品

上質紙 55kg

モデリングボード
￥100

資料

模造紙
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パネル

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

デザイン・立体造形など、いろいろ使えるパネルです

アートパネル

版画・染色

14600 ジャケット判 ------------- ￥418

￥380

サイズ：300 × 300 × 6㎜

14601 B4 判 ------------------------ ￥407 ￥370
サイズ：257 × 364 × 6㎜

木彫・木工芸

14602 B3 判 ------------------------ ￥682

￥620

サイズ：364 × 515 × 6㎜

材質：スチレンボード、両面ケント紙

両面張りですので表にも裏にも制作することができます。
デザイン、平面構成の学習はもちろんのこと各種素
材を貼り付けるボードとしてもご
利用になれます。

ジャケット判 BW
14610--------------------------------- ￥440 ￥400
サイズ：300 × 300 × 6㎜

工作用ボードとして
スチレン製ですので簡単にカッ
ターで切断できます。
箱庭・模型などアートパネル自体
を工作用素材として切ったり接着
したりして、立体構成にもご利用
いただけます。

片面白、片面黒のアートパネル
片面白、片面黒のリバーシブルになっていますので、
表現に合わせて選択ができます。
また、黒い面は、一版多色版画にもご使用になれます。

変形張りキャンバス
てん刻

11626 ハート型 20㎝ ------- ￥1,045

￥950

11627 ハート型 30㎝ ------- ￥1,320 ￥1,200
サイズ：横の最大値

彫塑・彫刻

11628 丸型 20㎝ --------------- ￥726 ￥660
11629 丸型 30㎝ ------------- ￥1,562 ￥1,420
サイズ：直径

11634 楕円 16 × 22㎝ ------- ￥693

￥630

陶

11635 楕円 24 × 30㎝ ----- ￥1,364 ￥1,240

芸

11636 六角 15㎝ -------------- ￥858

￥780

11637 六角 20㎝ ------------- ￥1,188

￥1,080

サイズ：対角線の長さ

ガラス工芸

11638 三角 15㎝ ---------------- ￥440

￥400

11639 三角 20㎝ ---------------- ￥561

￥510

サイズ：一辺の長さ

ハート型

丸型

楕円

六角

三角

綿化繊（テトロンコットン）
油彩、アクリル両用 個包装シュ
リンクパック
※シュリンクが多少敗れている場
合もございますが品質には問題ご
ざいませんのでご了承ください。

金属工芸

2022 年 10 月 21 日価格変更

皮革工芸
七宝焼

0黒

張りキャンバス
資料

11614
11615
11616
11617

F4 ---------------------- ￥1,034 ￥940
F6 --------------------- ￥1,199 ￥1,090
F8 --------------------- ￥1,595 ￥1,450
F10 ------------------ ￥2,035 ￥1,850

備品

11618 F15 ------------------- ￥3,773 ￥3,430
11619 F20 -------------------- ￥4,477 ￥4,070
純麻 100％、油彩、アクリル両用

1 グレー

2緑

木製パネル

水張りテープ（ミューズテープ）

14503 B4（257 × 364㎜）----------- ￥583 ￥530
14502 B3（364 × 515㎜）----------- ￥913 ￥830
14501 B2（515 × 728㎜）--------- ￥1,672 ￥1,520
14500 B1（728 × 1030㎜）-------- ￥3,300 ￥3,000

14510 〜 2 ---------------------- 各￥660 ￥600

木製のパネルです。水張り用のパネルですが、丈夫
なパネルですのでジオラマのベースや、共同制作な
どのタイルモザイクのベース、使い方はいろいろ流
用できます。
（ 別サイズ見積致します）

14510 黒

14511 グレー

14512 緑

サイズ：25㎜× 50m
＜使用方法＞
作品を木製パネルに張るときの縁止め用テープです。
テープの裏面を水に濡らした刷毛などで湿らせてく
ださい。

パネル・展示用額

39
絵画・画材

軽くて、しかも水張りいらず

デザイン

15101 ------------------------------- ￥836 ￥760
サイズ：350㎜× 2m
仕様：A3 判で 4 枚分のコーティングが可能です。

ポリプロピレン製透明フィルム（0.075mm 厚）粘着
剤付裏紙 2cm 方眼入
表面に光の反射を少なくする加工がしてあり、長時
間たっても黄ばみ、ひび割れなどがありません。
一度貼ると剥がせません。

アルバム、本、ファイル、ケース、ジャケットなど
の作品へのコーティングに。

サイズ：257 × 364㎜

14521 B3 ------------------------ ￥1,342 ￥1,220
サイズ：364 × 515㎜

14520 B2 ------------------------ ￥2,024 ￥1,840
サイズ：515 × 728㎜

従来の木製パネルに比べ、軽く、美しく、
しかも水張りの手間を一度に解消した画期的な
パネルです。
表面は、スチレンボードにケント紙を張ったもので
す。裏面は木枠です。

14523 ジャケット判 ------------ ￥781 ￥710 ※別サイズ見積致します。
サイズ：300 × 300㎜

木彫・木工芸

※注意

14522 B4 ---------------------------- ￥759 ￥690 上質ケントを使用したパネルです。

版画・染色

デザインした作品のカバー用に最適です。

マイルドパネル

工芸・民芸

ピッチン（粘着付きフィルム）

みんなの画用紙額
てん刻

14883 ナチュラル 8 切用 --- ￥1,595 ¥1,450
14884 ナチュラル 4 切用 --- ￥2,200 ¥2,000

彫塑・彫刻

14885 ブラウン 8 切用 ------ ￥1,595 ¥1,450
14886 ブラウン 4 切用 ------ ￥2,200 ¥2,000
14887 ホワイト 8 切用 ------ ￥1,595 ¥1,450
14888 ホワイト 4 切用 ------ ￥2,200 ¥2,000

陶

材質：PS（ポリスチレン）
、MDF
付属品：吊金具（タテ・ヨコ）
吊り紐、トリミング台紙

芸

ナチュラル

ブラウン

ホワイト

＜収納寸法＞

8 切：270 × 380㎜
4 切：380 × 540㎜

ガラス工芸

画用紙ぴったりサイズ、プリンターから出力した作品も付属の台紙を切り抜き
八つ切りは A4、四つ切りは A3 のコピー用紙が飾れます。
8 切用は画用紙八ッ切とコピー用紙 A4
4 切用は画用紙四ッ切、八ッ切とコピー用紙 A3

金属工芸

環境にやさしく、軽くて丈夫な PET シートを使用。

展示用吊り額
13401 B4 判用 ---------------------------- ￥554 ¥504

皮革工芸

枠外サイズ：460 × 350㎜

作品サイズ：364 × 257㎜

13400 B3 判用 ---------------------------- ￥785 ¥714
枠外サイズ：620 × 460㎜

作品サイズ：515 × 364㎜

七宝焼

材質：厚手パルプに印刷製、塩ビシート貼り込み
付属品：連結金具 2 個付き

スターパネル
14806 B4 判用 ---------------- ￥1,980 ¥1,800

資料

14805 A4 判用 ---------------- ￥1,760 ¥1,600

サイズ：210 × 297㎜
サイズ：257 × 364㎜

14807 B3 判用 ---------------- ￥2,310 ¥2,100

塩ビ板面

サイズ：364 × 515㎜

仕様：アルミ製、塩ビ入り裏板発泡スチロール製
アルミフレームの新星！
スライド式で簡単にフレームの開け閉めが出来ます。

備品

作品
←

