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漫画・イラスト

絵画・画材

I・C スクリーン ユース

デザイン

半透明のフィルムにパターンやデザインを印刷して
各 ¥385 ￥350 いるので、原稿に貼った時に必要な文字や線を消し
サイズ：349 × 242㎜ 印刷面：325 × 230㎜
てしまうことがありません。
材 質：アセテートフィルム
フィルム裏にはワックスタイプの接着剤を使用して
※
「○○ L/ ○％」
は。線数
（1 インチあたりの線数）と濃度を表しています。 いるので、貼ったり剥がしたりが簡単にできます。
線数が多くなると点同士の間隔が細かくなリ％が大きくなると点が大き 使用後は、汚れや湿気を防ぐために裏紙を当てたま
く（濃く）なります。
ま袋に入れて保管しましょう。
同じ線数同士だとモアレを起さずに重ね貼りができます。

工芸・民芸
版画・染色

91032 Y-1032

91033 Y-1033

91051 Y-1051

91052 Y-1052

91053 Y-1053

91204 Y-1204

アミ 42.5L( 線 )/10%

アミ 42.5L( 線 )/20%

アミ 42.5L( 線 )/30%

アミ 55L( 線 )/10%

アミ 55L( 線 )/20%

アミ 55L( 線 )/30%

砂目 細目 15%

91061 Y-1061

91062 Y-1062

91063 Y-1063

91071 Y-1071

91072 Y-1072

91073 Y-1073

91205 Y-1205

アミ 60L( 線 )/10%

アミ 60L( 線 )/20%

アミ 60L( 線 )/30%

アミ 65L( 線 )/10%

アミ 65L( 線 )/20%

アミ 65L( 線 )/30%

砂目 細目 25%

91231 Y-1231

91232 Y-1232

91233 Y-1233

91234 Y-1234

91238 Y-1238

91239 Y-1239

91240 Y-1240

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

アミ グラデーション

60L( 線 )/0% ～ 90% /1 段

60L( 線 )/0% ～ 90%
/1/3 段 ,2/3 段

60L( 線 )/0% ～ 90% /2 段

60L( 線 )/0% ～ 90% /3 段

60L( 線 )/0% ～ 80% /1 列

60L( 線 )/0% ～ 80% /2 列

60L( 線 )/0% ～ 80% /3 列

91589 Y-1589

91596 Y-1596

91626 Y-1626

91638 Y-1638

91639 Y-1639

91649 Y-1649

91728 Y-1728

効果

効果

効果

効果

効果

効果

効果

91702 Y-1702

91717 Y-1717

91719 Y-1719

91609 Y-1609

91660 Y-1660

91697 Y-1697

効果

効果

効果

洋服柄

洋服柄

洋服柄

木彫・木工芸

91031 Y-1031

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

Y-1609 洋服柄（拡大）

ガラス工芸

Y-1660 洋服柄（拡大）

Y-1697 洋服柄（拡大）

金属工芸

I・C イラストスクリーン

各 ¥275 ￥250

皮革工芸

サイズ：235 × 175㎜ 印刷面：196 × 165㎜
材質：アセテートフィルム
漫画やイラストを描くのに不可欠なスクリーンです。半透明のフィル
ムにパターンを印刷してあるので、原稿にはった時に、必要な文字や
線を消してしまうことがありません。
フィルムの裏にはワックスタイプの接着剤を使用しているので、貼っ
たり、剥がしたりが簡単にできます。

七宝焼
資料
備品

10761 S-301

10763 S-331

10767 S-352

10769 S-392

27.5L/10%

42.5L/10%

55L/20%

85L/20%

10772 S-505

10774 S-507

10777 S-525

10779 S-536

10758 S-537

10757 S-538

10780 S-539

10753 S-545

10797 S-808

10760 S-810

10781 S-812

10748 S-849

10745 S-854

10747 S-864

10746 S-866

10744 S-6000

10735 S-6001

10743 S-6003

10736 S-6004

10742 S-6006

10741 S-6010

10740 S-6013

10795 S-595

10737 S-6007

※メーカー販売終了です。
在庫無くなり次第、順次廃止になります。

漫画・イラスト

45
絵画・画材

デザイン

無くなり次第廃止

つけペンセット

まんが原稿用紙

10720 L サイズ -------¥275 ￥250

10702 ------------------ ¥550 ￥500

10703 ----------------- ¥946 ￥860

全長約 235㎜

耐水性で塗りむらなく、つや消しの純
黒に仕上がります。
線書き、ベタ塗り用。

＜セット内容＞

10700 A4 判 40 枚 -- ¥627 ￥570
10701 B4 判 50 枚 - ¥1,012 ￥920

10721 M サイズ ----- ¥275 ￥250
全長約 225㎜

漫画修正インク（ホワイト）20cc
10705 ------------------ ¥308

￥280

漫画やイラストの修正用。乾くとつや
消しの耐水性になり、加筆もできます。

上記いずれも、基本枠、外枠（葉書大

専用ホルダー 1 本

は郵便番号枠）が印刷済みなので、直

アニメや漫画の基本的なラインを描く
ペン先（英国ジロットペン）2 本、カ
ブラペン（タチカワ 600 クローム）3
本とペンホルダーのセット

接版下になります。
（上質紙 135kg）

10715 葉書大 30 枚 - ¥242 ￥220
※ 無くなり次第廃止

エ ス ト

アイシーイレイザー ESTO

木彫・木工芸

イラストを描くときに、手油で紙など
が汚れるのを防ぐための綿 100％手袋
です。サイズは伸縮性があるので目安
程度にお考えください。

アニメ用 3 本・作画用 2 本

版画・染色

漫画専用インク 30cc

工芸・民芸

アニメ用手袋

10726 ------------------------- ¥110 ￥100
てん刻

消しクズがまとまり、軽い消し心地！
2 種類の樹脂を配合した新しい消しゴムです。
消しクズがまとまりやすく、軽いタッチで消
すことができ下地を痛めません。
下描き線消しに最適。

彫塑・彫刻

TONE ERASER（トーンイレイザー）
10727 ------------------------- ¥110 ￥100
トーンのボカシ効果に！

ニ ー ド

10728 ------------------------- ¥165 ￥150

＜セット内容＞
まんが Lesson 1、お手本セット 4 種各 1、ミニサムネイルノート 1
アイシー漫画原稿用紙 A4・110kg（40 枚入り）1
アイシースクリーン B5 サイズ 8、30cm 定規 1
アイシープロギアスクリーンツール 1
つけペン先 (2 種各 2 本 )・つけペン軸 (1 本 ) 1
アイシープレミアムブラック（つけペン用）1
アイシープレミアムホワイト 1、細筆 1
雲型定規 1、トーンイレーサー 1、ニード 1
コピックマルチライナーブラック 0.8mm 1
ミニモデル人形 1、投稿用封筒 1、説明書 1

金属工芸

下書き線の濃度の調節、スクリーンの削りカ
スの処理に原稿の汚れ、ごみ取りなどに最適
なねり消しゴムです。
消しクズがが出ないので綺麗に作業ができま
す。漫画の下書き線が濃くなりすぎたときの
濃度調節や、スクリーンの削りカスやホコリ
などを取るのに便利です。※ 消しゴムの表面
が黒くなりましたら、指で練り込んで下さい。

「まんがを描きたいけれど何から始めればいいの？」という初心者の方へ、お手
本や説明書を見ながらまんがの描き方・道具の使い方を楽しく学べるセットです。

ガラス工芸

アイシーイレイザー NEAD

10711 ---------------------------------------------------------- ¥8,030 ￥7,300

芸

※スクリーン専用なので、鉛筆の線は消せません

アイシーまんが工房 PRO
陶

特殊研磨剤を配合したスクリーン用の消しゴ
ムです。フィルムを傷めずボカシのテクニッ
クが簡単に出来ます。

スクリーンツール

バーニシャー

I.C B COLLECTION

I.C スクリーン テクニカルギャラリー 2

61077 Vol,1 東京サイト編 ------ ¥550 ￥500
61078 Vol,2 ビル街・繁華街編 -- ¥550 ￥500
61079 Vol,3 住宅・商店街編 --- ¥550 ￥500

61085 --------------------------- ¥1,320 ￥1,200
61086 --------------------------- ¥1,320 ￥1,200

10723 スクリーンツール -------- ¥605 ￥550
広範囲の定着に便利です。※黒→透明に変更予定です

10724 バーニシャー 2------------ ¥605 ￥550

版権フリーの背景カット集です。

スクリーントーンの細い部分の 転写・定着に便利です

そのまま張り込める「スクリーン加工済」とアレン
ジができる「線画」の２種類を揃えた、背景素材と
解説が一つになったテキストです。
各巻 A4 判・総 52 頁

10722 プロギアカッター -------- ¥935 ￥850
太めのグリップで細かい部分や曲線を切るのに適し
ています。替刃 16 枚付き。

備品

人気漫画家の完全書きおろしイラストを元に、スク
リーンの使い方を詳しくお教えします。
基本的な使い方から応用までさまざまな場合の使い
方をわかりやすく解説、これ一冊でスクリーンの事
が何でも解る永久保存版です。
各巻 A4 判 頁数：92 頁

アイシープロギヤ
資料

I.C スクリーン テクニカルギャラリー 1

七宝焼

カッター

皮革工芸

※黒→透明に変更予定です

