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石膏像

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

12707
ラオコーン半身像
￥62,920 ￥57,200

12712
ガッタメラータ胸像
￥62,920 ￥57,200

12714
ミケランジェロ胸像
￥62,920 ￥57,200

12715
ボルゲーゼのマルス胸像
￥62,920 ￥57,200

12716
カップァヴィナス胸像
￥61,710 ￥56,100

12700
ミロ島ヴィナス全身像
￥104,830 ￥95,300

12717
聖ジョルジョ胸像
￥61,710 ￥56,100

12721
ジュリアーノ・メヂチ胸像
￥29,150 ￥26,500

13230
アポロ胸像
￥61,710 ￥56,100

13231
ブルータス大胸像
￥62,920 ￥57,200

13232
ヘルメス胸像
￥62,920 ￥57,200

13233
アリアス胸像
￥61,710 ￥56,100

13240
マルス頭像
￥26,840 ￥24,400

13242
ヴィナス古代頭像
￥13,970 ￥12,700

12726
クラシックヴィナス半面
￥11,000 ￥10,000

13234
ミロ島ヴィナス胸像
￥24,530 ￥22,300

13235
ミロ島ヴィナス胸像（面取）
￥24,530 ￥22,300

13236
アグリッパ胸像
￥24,530 ￥22,300

13237
12733
12734
アグリッパ胸像（ 面取） ベートーヴェン半面 ベートーヴェン半面（面取）
￥24,530 ￥22,300
￥7,260 ￥6,600
￥7,260 ￥6,600
サイズ：580 ㎜

サイズ：230 ㎜

12731
ミロ島ヴィナス半面
￥11,000 ￥10,000

12732
ミロ島ヴィナス半面（面取）
￥11,000 ￥10,000

12735
アグリッパ半面
￥11,000 ￥10,000

12736
アグリッパ半面（面取）
￥11,000 ￥10,000

13241
男子大顔面
￥12,870 ￥11,700

サイズ：830㎜

サイズ：850㎜

サイズ：790 ㎜

サイズ：830 ㎜

サイズ：760㎜

版画・染色
木彫・木工芸

てん刻

サイズ：1090㎜

サイズ：670 ㎜

サイズ：580 ㎜

サイズ：800㎜

サイズ：820㎜

サイズ：820㎜

彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

サイズ：730㎜

サイズ：580㎜

サイズ：430㎜

サイズ：355㎜

12730
12729
ジュリアーノ・メヂチ半面 ジュリアーノ・メヂチ半面（面取）
￥11,000 ￥10,000
￥11,000 ￥10,000
サイズ：380㎜

サイズ：395㎜

金属工芸
皮革工芸
七宝焼

サイズ：610㎜

サイズ：610㎜

サイズ：580㎜

サイズ：230 ㎜

資料
備品

サイズ：340 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：350 ㎜

サイズ：370 ㎜

12728
男子大顔面（面取）
￥12,870 ￥11,700
サイズ：390 ㎜

※ 受注後製造するため納期がかかります（約 1 ヶ月）配送のご注文のみの受付で荷造費、運賃が別途かかります。詳細についてはお問い合わせください。

石膏幾何形体・人体部位
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絵画・画材

13253 角錐角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13257 角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13254 三角二十面体
￥5,170 ￥4,700

13255 五角十二面体
￥5,170 ￥4,700

13256 円錐角柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

12762 角錐円柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

12763 円柱相貫体
￥5,170 ￥4,700

13258 円錐体
￥4,840 ￥4,400

13259 円筒体
￥4,840 ￥4,400

13260 三角柱体
￥4,840 ￥4,400

13261 立方体
￥4,840 ￥4,400

13262 四角柱体
￥4,840 ￥4,400

13263 六角柱体
￥4,840 ￥4,400

13264 八角柱体
￥4,840 ￥4,400

13265 五角柱体
￥4,840 ￥4,400

13266 四角錐体
￥4,840 ￥4,400

13267 五角錐体
￥4,840 ￥4,400

13270 六角錐体
￥4,840 ￥4,400

12758 八角錐体
￥4,840 ￥4,400

13268 三角錐体
￥4,840 ￥4,400

12757 正三角体
￥4,840 ￥4,400

13269 円筒切断体
￥4,840 ￥4,400

サイズ：φ 130㎜

高さ：200㎜

高さ：200㎜

高さ：180㎜

高さ：120㎜

高さ：120㎜

工芸・民芸

13252 円錐円筒相貫体
￥5,170 ￥4,700

デザイン

13251 球
￥5,170 ￥4,700

版画・染色

高さ：210㎜

高さ：180㎜

高さ：200㎜

高さ：180㎜

高さ：190㎜

木彫・木工芸

高さ：200㎜

てん刻

高さ：180㎜

高さ：185㎜

高さ：185㎜

高さ：185㎜

高さ：200㎜

彫塑・彫刻

一辺：120㎜

陶
芸

高さ：200㎜

高さ：200㎜

一辺：210㎜

高さ：185㎜

金属工芸

高さ：200㎜

ガラス工芸

高さ：200㎜

皮革工芸

高さ：260㎜

12748 男の手（棒持つ）
￥11,000 ￥10,000
高さ：225㎜

12750 男の手（布持つ）
￥10,010 ￥9,100
高さ：280㎜

12749 男の足
￥11,000 ￥10,000
足の長さ：295㎜

12747 女の足（かかと up）
￥11,000 ￥10,000
足の長さ：295㎜

七宝焼

12746 女の手（布持つ）
￥10,010 ￥9,100

資料

180 × 185㎜

12752 鼻
￥5,060 ￥4,600
130 × 200㎜

12753 口
￥5,060 ￥4,600
190 × 150㎜

12754 耳
￥5,060 ￥4,600
110 × 180㎜

13244 女の手（ダ・ヴィンチ） 13245 女の足（ヴィナス）
￥24,530 ￥22,300
￥13,530 ￥12,300
高さ：500㎜

足の長さ：330㎜

※ 受注後製造するため納期がかかります（約 1 ヶ月）配送のご注文のみの受付で荷造費、運賃が別途かかります。詳細についてはお問い合わせください。

備品

12751 目
￥5,060 ￥4,600
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モチーフ用モデル

絵画・画材

樹脂製

樹脂製

樹脂製

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

果物モデル 7 種 8 点セット

果物モデル 11 種 12 点セット

野菜モデル 14 種 15 点セット

貝殻モデル（10 点セット）

13100 --------- ￥13,970 ￥12,700

13101 --------- ￥27,060 ￥24,600

13102 --------- ￥17,820 ￥16,200

13110 --------- ￥14,850 ￥13,500

かご（大）1

がご（大、小）各 1

かご（角）1

オレンジ 1、赤りんご 2

じゃがいも 1、なす 1

＜注意＞
この商品は、輸入品です。

グレープフルーツ 1、レモン 1
バナナ 1、パイナップル 1

ピーマン 1、たまねぎ 1
トマト 1、きゅうり 2

赤ぶどう 1、白ぶどう 1、アボカド 1
もも 1、西洋ナシ 1

にんじん 1、セロリ 1
アスパラガス 1、とうもろこし 1
レタス 1、万能ねぎ 1
にんにく 1、だいこん 1

オレンジ 1、グレープフルーツ 1
赤りんご 2、レモン 1、バナナ 1
もも 1、赤ぶどう 1

木彫・木工芸

女性

また、自然物でもありますのでサイズ
の大小、あるいはセット内容が上の写
真と違う場合もありますので、あらか
じめご了承ください。

男性廃止
男性
廃止

てん刻
彫塑・彫刻

男性
女性

陶
芸

ウッドドール

モデル人形ミニ

ガラス工芸

13211 女性 ------------------- ￥3,190

￥2,900

サイズ：高さ 31cm

手のモデル

13212 --------------------------- ￥1,155

￥1,050

サイズ：高さ 140㎜

13221 女性右手 ---------------- ￥5,500 ￥5,000
13222 男性左手 ---------------- ￥5,610 ￥5,100

小さなモデル人形です。

13223 女性左手 ---------------- ￥5,500 ￥5,000
サイズ：男性 30㎝・女性 24.5㎝

皮革工芸

かごの形状が変わる場合がありますので
ご了承ください。

金属工芸

目やボディラインがわかりやすいように印をつける
テープとポイントシールが入っています。
手足の関節が自由に曲げられるのでデッサン等に役立
ちます。

13220 男性右手 ---------------- ￥5,610 ￥5,100

七宝焼
資料

バック布（ビロード）

バック布

13204 茶 -------- ￥1,100 ￥1,000
13205 えんじ -- ￥1,100 ￥1,000
13206 黒 -------- ￥1,100 ￥1,000
13207 緑 -------- ￥1,100 ￥1,000

13200 5 枚組 --- ￥6,600 ￥6,000

備品

サイズ：上記いずれも、90 × 100㎝
※ 写真と現物は多少色合いが異なります。

※ 無くなり次第廃止

色・柄：無地

13201 9 枚組 - ￥13,200 ￥12,000

ジュート麻

72712 ----------- ￥1,650 ￥1,500
サイズ：約 1100 × 1000㎜
材質：麻 100％、さらし

色・柄：模様 4 枚、無地 5 枚
サイズ：上記いずれも、90 × 100㎝
※ 写真と現物は多少色合・柄が異なることがあ
ります。

＜用途＞
ラッピング
ディスプレイ
ペイント

モチーフ用造花
13340 ----------- ￥10,450 ￥9,500
サイズ：高さ約 300㎜ 口の径約 145㎜
バラ 10 本 、ライラック 4 本、デージー
3 本、 か す み 草 5 本、 な ど 各 種 22 本
の造花に籐かご付きのセットです。
かごの形状が変わる場合がありますので
ご了承ください。

イーゼル
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絵画・画材

フラットイーゼル
13272 小 ------------------------ ￥8,800 ￥8,000

デザイン

画面可能サイズ：F30 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1200 × 400㎜ 本体重量 2.2kg

13271 大 ---------------------- ￥10,780 ￥9,800
画面可能サイズ：F50 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1500 × 450㎜ 本体重量 2.5kg

2022 年 9 月 1 日価格変更

13274 専用ハンガー小 --- ￥92,400 ￥84,000
13273 専用ハンガー大 --- ￥92,400 ￥84,000

13271 大 ----------------------- ￥12,430 ￥11,300

工芸・民芸

たたむと 20㎜の厚さになるコンパクトなデッサン
イーゼルです。

13272 小 ------------------------- ￥10,120 ￥9,200
13274 専用ハンガー小 --- ￥106,260 ￥96,600
13273 専用ハンガー大 --- ￥106,260 ￥96,600

専用ハンガーは 20 台収納可能

版画・染色

フラットイーゼル GX
13288 小 --------------------- ￥17,160 ￥15,600

木彫・木工芸

画面可能サイズ：F30 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1200 × 400㎜ 本体重量 3.0kg

13287 大 --------------------- ￥18,700 ￥17,000
画面可能サイズ：F50 号タテ 材質：南洋材
サイズ：1500 × 450㎜ 本体重量 3.7kg

2022 年 9 月 1 日価格変更

13290 専用ハンガー小 --- ￥78,100 ￥71,000

13287 大 ----------------------- ￥19,690 ￥17,900

てん刻

たたむと 25㎜、安定性抜群のツイン式後脚を採用し
堅牢性と安定性を高めたイーゼルです。

13288 小 ----------------------- ￥18,040 ￥16,400
13290 専用ハンガー小 ----- ￥82,280 ￥74,800

13289 専用ハンガー大 --- ￥78,100 ￥71,000

13289 専用ハンガー大 ----- ￥82,280 ￥74,800

13993 TGTE411------------ ￥19,800 ￥18,000

13994 TGDE133-------------- ￥15,950 ￥14,500

サイズ：630 × 350 × 450㎜
材質：ペルブック材

制作可能サイズ：F30 号縦（960㎜）まで可能
サイズ : 高さ 1360 ×幅 505 ×奥行 660㎜ 重量：3.7kg
材質：北米材（米檜）
仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

重さ：2.5kg

＜制作可能サイズ＞
F25 号縦まで可能

芸

ヴァンゴッホ デッサンイーゼル

陶

ヴァンゴッホ 卓上イーゼル

彫塑・彫刻

専用ハンガーは 20 台収納可能

13995 TGDE155-------------- ￥17,050 ￥15,500
ガラス工芸

制作可能サイズ：F50 号縦（1195㎜）まで可能
サイズ：高さ 1645 ×幅 595 ×奥行 775㎜ 重量：4.5kg
材質：北米材（米檜）
仕様：キャンバス上下ネジ止め付き

シンプルな形で卓上で
手軽に扱え、イーゼル
支柱を逆にすれば、小
さな号数にも使用でき
ます。

TGDE133

ターレンス

メタルイーゼル３段

ターレンス

メタルミニイーゼル 2 段

サイズ：高さ 1750 ×幅 810 ×奥行 750㎜
キャンバス受けのサイズ：横 445 ×奥行き 45㎜
制作可能サイズ：F50 号縦（1200㎜）まで可能
重量：1050g（ブラック）、1030g（シルバー）
保証書付取り扱い説明書 携帯用バック付き

サイズ：高さ 755 ×横 375 ×奥行 430㎜ 重量：400g
キャンバス受けのサイズ：横 345 ×奥行き 45㎜
最大制作可能サイズ：727㎜（F20 号タテ） 保証書付取り扱い説明書

抜群の安定性、美しさと機能性を兼ね備えたメタルイーゼル
接地部分が常に水平になる可動式キャップを採用。
優れた安定性を実現しています。

13999 TMM-2S（シルバー）---------------------------------- ￥2,640 ￥2,400

小さいスペースでの絵画制作や展示などに
使いやすい、軽量メタルミニイーゼル

キャンバス受けをセットするツメが 2 箇所あり、コンパクトサイズでありながら
最大 727㎜（F20 号タテ）まで制作可能。接地部分が常に安定する可動式キャップ

七宝焼

￥5,170
13996 TME-3S（シルバー）----------------------------------- ￥5,940 ￥5,400

13998 TMM-2B（ブラック）---------------------------------- ￥2,640 ￥2,400

￥4,700

皮革工芸

13990 TME-3BN（ブラック）--------------------------------

TGDE155

金属工芸

絵画制作はもちろんディスプレーにも適した高級木製
イーゼル。自由に角度を設定し、固定できます。

資料

可動式キャップ

備品

シルバーは
クリアパーツ

※このページの商品はメーカーから発送になります。（送料別途かかりますのでお問い合わせください）

