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ウッドシート

絵画・画材

天然の木材のウッドシート

※ 無くなり次第廃止
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すぐ貼れる粘着付！
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デザイン
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工芸・民芸

※天然の木材を使用していますので、色合いが違う場合があります。

ウッドシート

材質：裏面に割れ防止の和紙が貼ってあります。

版画・染色

42701 〜 8（サイズ：225 × 180㎜

裏面粘着無し）
------------ 各 ￥220 ￥200

粘着付ウッドシート（5 種組）
42800 ------------------------ ￥1,650 ￥1,500

42701 なら

42702 モアビ

42703 栓

サイズ：220 × 125㎜

42704 チーク

42705 ウォールナット

42708 ウエンジ

単品 ---------------------------- 各￥330 ￥300

木彫・木工芸

42801 米松
42804 チーク

ウッドシートは性質上、反りが出ますので、
クリアファイルなどに入れて保存すると良いです。

42802 タモ 42803 カリン
42805 ウォールナット

材質：木材を削りとった薄い板で、裏面には粘着
加工がしてあります。
平面にとどまらず、箱材や額材など、様々な木製品をベース素材として、上に貼
りつけて作品にすることが可能です。（ただし貼る面はフラットなもの）
※天然の木材を使用していますので、色合いが違う場合があります。

てん刻

木工塗料を使って色合いを調整する方法

色の差をつけたい場合、着色することでより表現の幅
を増やすことができます。

彫塑・彫刻

1. ニスでのツヤ出しをしない場合

カラーワックスや木彫オイルなどで色の濃度を調整
ワックスはしっとりとした落ち着いた仕上げになり
ます。色をつけないウッドシートも無色のワックス
やオイルで仕上げをすると良いでしょう。

陶

ウッドシート 5 種セット

芸

42711 小セット（180 × 100㎜）--- ￥506 ￥460
42712 大セット（200 × 150㎜）--- ￥737 ￥670

ガラス工芸

材質：栓、ニヤトー、チーク、かりん、ウェンジ
使いやすいサイズのウッドシートです。
割れ防止用に裏に和紙が貼ってあります。

金属工芸

※天然の木材を使用していますので、色合いが違う場合があります。

マルチメモスタンドウッドシート付き
42710 ------------------------------- ￥770

￥700

材質：かつら材 完成サイズ：160 × 90 × 35mm
ウッドシート 5 色（90 × 100㎜）1
側板溝付き 1、底板溝付き 1
背板（MDF）2
ペン立て部 1
組み立て簡単。片面、両面、
ペン立てを右向き左向き、
お好みで制作して下さい。

※天然の木材を使用していますので、
色合いが違う場合があります。

2. ニスでツヤ出しをする場合

ポアーステインや木彫染料や水性ニスなど色の濃度を調整
ポアーステインや木彫染料は塗り重ねることにより
色の濃度を調整できます。
水性ニスは水を足してニスの濃度調整で色の濃さを
変えられます。
ニスを何度も塗り重ね塗膜を厚くすることでフラッ
トな表面に仕上げることも可能です。
※ ウッドシートは木目の縦目・横目で表現を変えら
れます。

皮革工芸
七宝焼

ウッドクロス（5 枚組）
16176 ------------------------------- ￥770

￥700

サイズ：A5 判（150 × 210㎜）

資料

ビニール製の木目印刷クロスしっとりとした質感が新しい
ワックスの効いたフローリングの様な色合いです。
内装、家具などによく使用されているビニール製の
木目印刷クロスです。

備品

表面には、木の肌触りの
ようなエンボス加工が施
されています。
木製と違い、割れること
がありません、取り扱い
が簡単です。
無くなり次第廃止

ウッドシート時計板（時計なし）

ウッドシート時計板（時計なし）

42910 額付きタイプ -------- ￥1,672 ￥1,520

42911 額なしタイプ --------- ￥1,430 ￥1,300

台板（しなベニヤ 200 × 200 × 4㎜、φ 10㎜穴あけ済み）1
額（ほお材 235 × 235 × 9㎜、枠幅 20㎜）4
ウッドシート栓（225 × 225㎜）1
マコレ、チーク、ウォールナット、ウエンジ（200 × 75㎜）各 1
とんぼ（ビス付き） 4 個
※時計は別売りです
（推奨ユニット：デザインクロッ
ク M、スイープ）

台板（しなベニヤ 200 × 200 × 9㎜、φ 10㎜穴あけ済み）1
ウッドシート栓（225 × 225㎜）1
マコレ、チーク、ウォールナット、ウエンジ（200 × 75㎜）各 1
※時計は別売りです
（推奨ユニット：デザインクロッ
ク M、スイープ）

ウッドペーパー
16170 A4 判 5 枚組（297 × 210㎜）--------------------------- ￥407 ￥370
16171 はがき倍判 5 枚組（200 × 150㎜）------------------- ￥121 ￥110

絵画・画材

ウッドペーパー
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表面は本物と間違える凸凹の質感！
でも紙なので扱いは簡単！

デザイン

表面には、木の肌触りのようなエンボス加工が施されています。

工芸・民芸

建築、内装、外装、家具などによく使用されている紙製の木目印刷シー
トです。一見して本物のウッドシートと見間違うほどよくできていま
す。木製と違い紙ですので取り扱いが簡単で、重ね貼りや上からのシ
ルク印刷も可能です。また、平面のみならずある程度の曲面のベース
素材にも貼ることが可能です。

天然素材のウッドシートとは違い印刷なので安定した色合い！

版画・染色
木彫・木工芸

凸凹にあわせた印刷

凸凹のエンボス加工（裏側の画像です）

てん刻
彫塑・彫刻

陶

ウッドペーパー 小箱セット

ウッドペーパー六角箱セット

41207 --------------------------------- ￥792

41208 --------------------------------- ￥825 ￥750

￥720

サイズ：110 × 110 × 51㎜
材質：MDF
仕様：組み立て済み
ウッドペーパー
はがき倍判 5 枚組付属

サイズ：98 × 98 × 46㎜
材質：MDF
仕様：組み立て済み
ウッドペーパー
はがき倍判 5 枚組付属

金属工芸

サイズ：128 × 87 × 46㎜
材質：MDF
仕様：組み立て済み
ウッドペーパー
はがき倍判 5 枚組付属

ウッドペーパー 四角箱セット

ガラス工芸

41206 --------------------------------- ￥660

￥600

芸

（一辺 56㎜）

皮革工芸

41209 ------------------------------- ￥858 ￥780

41219 --------------------------- ￥1,155 ￥1,050

サイズ：180 × 126 × 45㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み
ウッドペーパーはがき倍判 5 枚組付属

サイズ：256 × 132 × 52㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み
ウッドペーパー A4 判 5 枚組付属

40494 小 --------------------------- ￥814
サイズ：210 × 210 × 9㎜
材質：しな合板、φ 10㎜の穴あけ加工済み
ウッドペーパー A4 判 5 枚組付属

40495 大 ------------------------- ￥1,001 ￥910

ウッドペーパーティッシュ BOX セット

資料

ウッドペーパー はがき箱セット

￥740

七宝焼

ウッドペーパークロックボードセット

サイズ：240 × 240 × 9㎜
材質：しな合板、φ 10㎜の穴あけ加工済み
ウッドペーパー A4 判 5 枚組付属

備品

本物ような質感のウッドペーパー A4（297 × 210㎜）
を使用して、ウッドシートよりも手軽に作品を作る
ことができます。推奨ユニット：M、スイープ

