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工作用紙

絵画・画材

カラードフォルム

両面色違い方眼入り造形紙

両面色違い造形紙

デザイン

18200 B4 判薄口 5 枚組 --- ￥220 ￥200
18201 B4 判厚口 5 枚組 --- ￥242 ￥220
18211 B3 判厚口 5 枚組 -- ￥484 ￥440
サイズ：B4（364 × 257㎜）

単品 B3 判
18301 〜 5 50 枚 ------ 各￥5,060 ￥4,600

工芸・民芸

18301 あか・ピンク
18302 ひわいろ・みどり
18303 あさぎいろ・きいろ
18304 しゅいろ・チョコレート
18305 ベージュ・あお

良質で安全な工作紙！

版画・染色

サイズ：B3（515 × 364㎜）

方眼カラードフォルム（5 色組）

18410B4 判厚口（364 × 257㎜）------------------------------- ￥275 ￥250
18411B3 判厚口（515 × 364㎜）------------------------------- ￥550 ￥500
＜色内容＞

木彫・木工芸

表裏色の違った、適当な腰をもった中厚造形紙
です。平面、半立体、立体など、いずれの表現
活動にも適しています。
裏返し、切り開き、切り起こし、折り曲げなど
の技法により、カラードフォルムのもつ美しい
配色が、変化に富んだ素晴らしい作品づくりに
役立ちます。

あか・ピンク（方眼）、みどり・きいろ（方眼）
あお・オレンジ（方眼）、むらさき・きみどり（方眼）、くろ・うすあお（方眼）

中厚質の両面色違い造形紙、つやなし面に 1cm 方眼印刷。

片面に印刷されている方眼は、薄いグレーなので気になりません。
つやのある冴えた色の面と、つやのない薄い色の面による美しいコントラストは、
生徒の好みの高い色から選ばれており、楽しい作品づくりには最適な表現材料です。

てん刻
彫塑・彫刻

カラードフォルム P（5 枚組）

カラードフォルム E（5 枚組）

カラードフォルム S（5 色組）

18212 ------------------------------- ￥242 ￥220

18921 ------------------------------ ￥220 ￥200

18401 B4 判（364 × 257㎜）------- ￥253 ￥230

サイズ：B4 判（364 × 257㎜）

サイズ：B4 判（364 × 257㎜）

＜色内容＞
アイスグリーン・ヒアシンスブルー
キューピッドピンク・ブライトターコイズ
ミモザイエロー・オーキッドピンク
アクア・アプリコット
スプライト・ラベンダー

＜色内容＞
赤・ピンク
朱色・薄青

＜色内容＞
きいろ・グレイ（直線） あか・ピンク（直線）
あお・やまぶきいろ（波） みどり・きみどり（波）
オレンジ・みずいろ（波）

陶

児童に人気のある
明るい色調の
両面色違い造形紙

黄色・緑 あさぎ色・黄緑
青紫・やまぶき色

芸
ガラス工芸

金属工芸

古紙配合の再生紙を用いた
バリエーションです。

片面ベタ刷り、片面しま模様印刷。
中厚質の両面色違い造形紙です。

こどもたちの健康と環境の保護を考えて、印刷イン
キに植物性（大豆油）インキを使用しています。
紙厚は、カラードフォルム５枚組の薄口と同じです。

波型と直線のしま模様があり、色の組み合わせは、
どう組み合わせても美しい配色になるように考えら
れています。
しま模様によるリズム感やムーブメント、意外な視
覚効果が表現できます。

片面アルミ色造形紙

アルパーテープ（7 色組）

柔らかな配色であり
ながら、ぼんやりし
た作品にならないよ
う、またカラーユニ
バーサルデザインに
も配慮した色組みと
なっています。

カラードフォルムハッピーペーパー

皮革工芸

18402 ------------------------------- ￥220 ￥200

18460 20 × 370㎜ ----------- ￥3,630 ￥3,300

サイズ：B4 判（364 × 257㎜） 薄口５枚組

片面アルミ・片面色画用紙のテープ状造形紙 7 色
あか、だいだい、ひわいろ、あおみどり
うすあお、ぐんじょういろ、しろ
各 52 本 計 364 本セット

シンプルで、かわいいパターンが両面に
デザインされた工作用造形紙です。

七宝焼

平面、立体の作品に生き生きとした動きや表情をあ
たえ、今までにない表現活動の幅をひろげることが
できます。

はさみ・カッターで加工でき、アルミ使用なので紙
よりも形が定着しやすい素材です。

アルパー（5 色組）
18450 B4 判（364 × 257㎜）------- ￥583 ￥530

資料

色：あか、だいだい、ひわいろ
あおみどり、ぐんじょういろ
片面アルミ（銀）、片面ベタ刷り（マット）印刷

備品

片面がアルミ、片面がマットの
色料で印刷した色画用紙でつく
られています。
光と色を美しく生かせる造形表
現材料です。

アルミ面の反射光と色画
用 紙 面 の 色 と 調 和 し て、
美しい、楽しい作品とな
ります。

工作用紙
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ニュートーナルカラー

18042 25 色角型（150㎜角・金・銀入り／紙厚 45kg）--------- ￥154 ￥140

18820 28 色 B6 判（紙厚 55kg）-------------------------------- ￥176 ￥160
18822 28 色 B5 判（紙厚 55kg）-------------------------------- ￥352 ￥320
18821 50 色 B6 判（紙厚 55kg）-------------------------------- ￥297 ￥270

18020 65 色 B6 判（紙厚 70kg）-------------------------------- ￥429 ￥390
18021 65 色 B5 判（紙厚 70kg）-------------------------------- ￥858 ￥780
18022 65 色 B4 判（紙厚 70kg）--------------------------- ￥2,310 ￥2,100

18823 50 色 B5 判（紙厚 55kg）-------------------------------- ￥594 ￥540

18050 93 色 B6 判（紙厚 70kg）-------------------------------- ￥693 ￥630
18051 93 色 B5 判（紙厚 70kg）----------------------------- ￥1,386 ￥1,260
18052 93 色 B4 判（紙厚 70kg）----------------------------- ￥3,410 ￥3,100

平面構成、デザイン、工作の表現材料として、最高級品質の色紙です。
絵の具などで自分の色をつくる場合に、混色の目安にすることもできます。
色相環や、色みによる分類、色の明暗、強弱など、色の基礎学習にも使用できます。
生徒の色彩感覚を伸ばす色紙です。

平面構成、デザイン、工作の表現材料として、最高級品質の色紙です。

版画・染色

文部科学省学習指導要領にも示されてい
る、色の明暗や強弱（トーン）に分類し
てあるので、トーンの同一、類似、対照

木彫・木工芸

の配色が理解できるとともに、それぞれ
の作品のねらいに合わせて計画的に調和
のとれた作品づくりができます。

カラードテープ（各 200 本入）

あか／ピンク、ひわいろ／みどり、あさぎいろ／きいろ
しゅいろ／チョコレート、ベージュ／こんいろ
（上記共 ）各 40 本

カラードテープ ミックス

10486 ブラウンセット（7 色 28 枚）
茶、枯葉、白茶、胡桃
すすき、焦茶、駱駝

10487 グラスセット（7 色 28 枚）

もえぎ、わかみどり、あさみどり、びゃくろく
きはだ、きすいせん、たんぽぽ

10488 アクアセット（7 色 28 枚）

10481 ローズセット（14 色 28 枚）

10489 フラワーセット（7 色 28 枚）

赤、朱、黄、山吹、緑、孔雀、藍、黒、蜜柑
檸檬、若草、濃い青、藤紫、牡丹
紫陽花、桜、薔薇、紅、赤、桃、石榴、濃い赤
薊、燕紫、海老茶、小豆、薄桃、朱鷺

こんぺき、あおふじ、はなあさぎ、びゃくぐん
わすれなぐさ、うすあさぎ、うすみず
こすもす、こうばい、さくらがい、うすざくら
うすふじ、ふじ、りんどう

10483 グリーンセット（10 色 28 枚）
ひわ、蕨、緑、松葉、オリーブ、草
若葉、孔雀、若草、深緑

10484 サニーセット（14 色 28 枚）
10485 グレイセット（9 色 28 枚）
鼠、濃紺、藍ねず、純白、銀ねず
白金、薄ねず、濃いねず、黒

11 月 1 日価格変更

サイズ：B4 判（364 × 257㎜）
独特の簀の目（レイド）と柔らかな風合いの紙肌を
持つミューズコットン紙の中から使用頻度の高い 22
色を選び、各 1 枚ずつ蝶型のクロス巻きに綴じた B4
サイズのパッドです。ペーパークラフト、
パッケージ、
ダミー、ディスプレイのカラーバックグラウンドは
もちろん 絵具、色鉛筆、パステルなどのドローイン
グなどにも使えます。

備品

赤、鮭、柿、朱、根岸、クリーム、象牙、黄
山吹、茶、蜜柑、檸檬、駱駝、りきゅう

10490 --------------------------- ￥1,265 ￥1,150

資料

水、浅黄、青磁、灰青、空、青
藍、はなだ、紺、濃い青

（各 300 枚束）

ミューズ コットンパッド（22 色入）

材質：ミューズコットン紙厚口

10482 ブルーセット（10 色 28 枚）

19954 ときわいろ

19955 てついろ
19956 こんいろ
19957 オールドローズ
19958 とびいろ
19959 かれはいろ
19960 まつばいろ
19961 はなだいろ
19962 うすいベージュ
19963 かれくさいろ
19964 ぞうげいろ
19965 ミストグリーン
19966 しろ
19967 あかるいはいいろ
19968 くらいはいいろ

七宝焼

10480 レインボーセット（14 色 28 枚）

19938 みずいろ
19939 ふじいろ
19940 あかるいあか
19941 さんごいろ
19942 たまごいろ
19943 レモンいろ
19944 わかたけいろ
19945 あかるいあさぎ
19946 あかるいあお
19947 べにふじいろ
19948 えびちゃ
19949 こいあいいろ
19950 ききょういろ
19951 ワイン
19952 くりいろ
19953 オリーブグリーン

皮革工芸

ミューズコットン紙厚口の中のよく使用される色を
同系色ごとにセットしました。

19918 ぼたんいろ
19919 ちゃいろ
19920 かばいろ
19921 おうどいろ
19922 くさいろ
19923 ふかみどり
19924 あいいろ
19925 うめねず
19926 うすちゃ
19927 うらはいろ
19928 スカイグレイ
19929 はいいろ
19930 くろ
19934 だいだい
19935 るりいろ
19936 ピンク
19937 うすみどり

金属工芸

10480~98 切（374 × 267㎜）----- ￥1,210 ￥1,100

19901 あか
19902 しゅいろ
19903 やまぶきいろ
19904 きいろ
19905 きみどり
19906 みどり
19907 あおみどり
19908 あさぎいろ
19909 あお
19910 あおむらさき
19911 むらさき
19912 あかむらさき
19913 はだいろ
19914 クリーム
19915 わかばいろ
19916 ターコイズ
19917 ふじむらさき

ガラス工芸

ミューズコットンカラーセット

19901 〜 68 -------------------------------------------- 各￥1,980 ￥1,800

芸

10㎜幅 15 本
（各色 3 本入）
、
20㎜幅 10 本（各色 2 本入）
30㎜幅 5 本（各色 1 本入）
アルパーテープ 20㎜幅 6 本（各色 1 本入）
技法解説書付き（ビニール袋入り）

単色

陶

18423 ------------------------------- ￥264 ￥240

トーナルカラー B6 判

彫塑・彫刻

￥605
18421 2cm（364 × 20 ㎜）------ ￥1,210 ￥1,100
18422 3cm（364 × 30㎜）------- ￥1,694 ￥1,540
両面色ちがいテープ
￥550

てん刻

18420 1cm（364 × 10㎜）----------

工芸・民芸

色名指針（色彩教育研究会編）で選ばれた色をセットしていま
すので、色の名前を勉強するのにも最適です。

デザイン

18030 48 色 B6 判（紙厚 45kg）-------------------------------- ￥264 ￥240
18031 48 色 B5 判（紙厚 45kg）-------------------------------- ￥528 ￥480

絵画・画材

トーナルカラー
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工作用紙

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

カラーダンボール（サーフ）

10630 ホワイト

10631 ソラ

10632 モエギ

10633 グリーン

10634 ローズ

10635 ブラック

10639 ナチュラル

10661 クリーム

10662 グレー

10663 アイ

10664 ムラサキ

10665 ルージュ

10666 フカミドリ

10667 コイチャ

10668 ワイン

10669 バイオレット

目の細かい、上品な感じのカラー段ボール紙です。

10630~672 ------------------------ 各色￥385 ￥350

木彫・木工芸

サイズ：770 × 545 × 1㎜

色も落ち着いた色です。
この紙は、本来、ギフトボックスなどのパッケージ用として開発されました。
工作、立体造形、オブジェ、お面、ランタン、ランプシェード、モビールな
どにご利用いただけます。

10672 ミカン

紙質：カラー段ボール、片面波目、両面色付き

カラー工作用紙

ニューカラーの両面色違い工作紙です。

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

10420 赤 -------------------- ￥132
10421 青 -------------------- ￥132 ￥120
10422 レモン -------------- ￥132 ￥120
10423 緑 -------------------- ￥132 ￥120
10424 茶 -------------------- ￥132 ￥120
10425 白 -------------------- ￥132 ￥120
10426 黒 -------------------- ￥132 ￥120
10427 橙 -------------------- ￥132 ￥120
10428 黄緑 ----------------- ￥132 ￥120
10429 水色 ----------------- ￥132 ￥120
10430 桃 -------------------- ￥132 ￥120
10431 紫 -------------------- ￥132 ￥120
10432 金 -------------------- ￥198 ￥180
10433 銀 -------------------- ￥198 ￥180
10434 ホイルレッド ----- ￥198 ￥180
10435 ホイルブルー ----- ￥198 ￥180
10436 ホイルピンク ----- ￥198 ￥180
10437 ホイルグリーン-- - ￥198 ￥180
￥120

ニューカラー

デュエットカラー（8 色組）
10655 ------------------------------------------------------------- ￥528 ￥480

＜サイズ＞
B3 判（515 × 364㎜）

サイズ：8 切（272 × 392㎜）

紙質：両面色違い工作用紙

＜色内容＞
しらちゃ / ちゃいろ さくら / はいいろ やまぶき / レモン わかくさ / みずいろ
ももいろ / うすあお レモン / みどり
あお / あか
あか / くろ

＜紙質＞
カラー工作用紙
裏面方眼入り

表裏の色が違う両面カラー造形紙

＜用途＞
工作、立体造形

ニューカラーは、印刷によって色を付けたものではなく、染めてあります。
これをリバーシブルで 2 枚合紙していますので、折り曲げたときにエッジに白い
部分が見えたり、曲げたところから色がはがれるということがありません。

皮革工芸
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七宝焼
資料

マーメイド紙

マーメイド紙（50 枚入）

10461 〜 9 1 枚 -------------------- 各￥33 ￥30

10470 赤 ------------------------ ￥5,280 ￥4,800
10471 ボタン ------------------ ￥5,280 ￥4,800
10472 青 ------------------------ ￥5,280 ￥4,800

1白
4赤
7 青竹

2桜
3 ぼたん
5 山吹
6 もえぎ
8 セルリアン 9 黒

備品

サイズ：200 × 150㎜
紙厚：153kg

10473 セルリアン ------------ ￥5,280 ￥4,800
10474 青竹 --------------------- ￥4,620 ￥4,200
10475 黒 ------------------------ ￥5,280 ￥4,800
サイズ：545 × 394㎜
紙厚：110kg

※ 無くなり次第廃止

カラフルダンボール（7 色組）
10675 ------------------------------- ￥330 ￥300
サイズ：297 × 204 × 3㎜
色内容：赤、青、黄、緑、茶、白、黒
紙質：カラー段ボール、裏面白
＜用途＞
工作、立体造形、オブジェ、お面
ランタン、ランプシェード、モビールなどに

工作用紙

絵画・画材

千代紙（10 枚組）
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A

70240 A --------------------------- ￥275 ￥250
70241 B --------------------------- ￥275 ￥250

デザイン

70242 C --------------------------- ￥275 ￥250
サイズ：100 × 100㎜

10 種類の柄の小さい千代紙のセットです。

B

工芸・民芸

アクセサリーや螺鈿工芸のなどの装飾にちょうど
いいサイズです。日本では、古くから民芸、手芸、
折り紙の材料として親しまれている友禅和紙です。
A は「ひかえめな柄」、B は「色の濃い華やかな柄」、
C は「明るく華やかな柄」
※現物と掲載写真が異なることがありますのでご了承ください。

70243 -------------------------------- ￥330 ￥300

京友禅千代紙
8 枚組 4 柄 2 色調入り

サイズ：380 × 300㎜

七宝用の銅板にはりくるみ、ニスでつや出しをし

C

て和紙七宝にする。
螺鈿工芸（青貝）といっしょにパルプ盆やパルプ
コースターに貼る。
ホワイトブックや CD などに貼る。うちわやせんす
に貼る。フラットボックスに貼る。

木彫・木工芸

70244-------------------------------- ￥440 ￥400

＜応用＞

版画・染色

友禅千代紙

てん刻

日本の伝統的な色調と風あいをもった
美しい色和紙です

彫塑・彫刻

10690 しろ ------------------------- ￥770 ￥700
10692 ももいろ ------------------- ￥770 ￥700
10693 みずいろ ------------------- ￥770 ￥700
10694 わかくさ ------------------- ￥770 ￥700

手 染 め の 和 紙 で す、 ち ぎ っ た 部 分 に 細 か い 繊 維 が
出 ま す の で、 ち ぎ り 絵 と し て は 最 適 の 紙 で す。

70212 正方形（180㎜角 25 色組）- ￥495 ￥450
25 色もの色調をそろえていますので、デザイン、工作、
版画などに幅広く活用できます。

※色見本 10 色 + 8 色、手染めですので染め具合は一定ではありません。

金属工芸

サイズ：243 × 192㎜

70210 B5 判 15 色組 ------------- ￥374 ￥340
70211 B5 判 25 色組 ------------- ￥528 ￥480

70220 18 色 ---------------------- ￥792 ￥720
70222 10 色（無くなり次第廃止）-- ￥528 ￥480

ガラス工芸

10691 きいろ ---------------------- ￥770 ￥700

ちぎり絵色和紙 （150 × 150㎜）

芸

おはながみ（500 枚）

70213 B6 判 15 色組 ------------- ￥187 ￥170
70214 B6 判 25 色組 ------------- ￥264 ￥240

陶

色和紙

皮革工芸
七宝焼

ホイルカラー（10 色 12 枚組）
民芸色和紙（18 色組）
70201 ------------------------------- ￥352 ￥320
サイズ：260 × 178㎜

通常のものよりかなり大きめの折り紙です。
鮮やかな色調なので、はり絵、切り絵や平面構成な
どに向いています。
無くなり次第廃止

落ち着いた和風色の、
越前色鳥の子紙 18 色をセットしました。
切り絵・ちぎり絵など様々なペーパークラフトに

表面がアルミ質の、キラキラと輝くいろがみです。

デザイン、工作、貼り絵、カッティング台紙などに
ご利用できます。
※注意：色数、枚数が変わる場合があります。

備品

70200 ------------------------------- ￥165 ￥150
サイズ：255 × 175㎜

18490 ------------------------------- ￥132 ￥120
サイズ：150 × 150㎜

資料

民芸いろがみ（18 色組）
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工作用紙

絵画・画材

ウッドペーパー

表面は本物と間違える凸凹の質感！

16170 A4 判 5 枚組 ----------------------- ￥407 ￥370

でも紙なので扱いは簡単！

サイズ：297 × 210㎜

デザイン

16171 はがき倍判 5 枚組 --------------- ￥121 ￥110
サイズ：200 × 150㎜

工芸・民芸

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。
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。

版画・染色

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。

木彫・木工芸

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！
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

メタルペーパー

芸

10133 銀 -------------------------- ￥330 ￥300

ガラス工芸

金属工芸

545 × 394㎜

ストーンペーパー（6 枚組）

10134 金 -------------------------- ￥330 ￥300

10160----------------------- ￥550 ￥500

545 × 394㎜

サイズ：A4 判（297 × 210㎜）

和紙に金属粉（アルミ）を蒸着させたものです。
表装、掛軸などの裏張りや、グリーティングカード、
各種イベント、平面構成、屏風の制作など、幅広い
使い方が可能です。紙ですので、取り扱いが簡単で、
重ね貼りや上からの描画も可能です。

上質紙に各種大理石の模様を印刷した紙で
す。表面は、コート仕上げです。
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。

皮革工芸
七宝焼
資料

レーヨン紙

雲龍紙（468 × 318㎜）

雲龍紙濃色（318 × 234㎜）

70111 50 枚入り --------------- ￥1,870 ￥1,700

70100 白 -------------------------------- ￥72 ￥65
70101 桃 ------------------------------- ￥83 ￥75
70102 水 -------------------------------- ￥83 ￥75
70103 黄 -------------------------------- ￥83 ￥75

70104
70105
70106
70107
70108

紙質：純こうぞ製
用途：張り子、ちぎり絵、ランプシェード

紙質：純こうぞ製
用途：張り子、ちぎり絵、ランプシェード

サイズ：540 × 380㎜
紙質：レーヨン紙（20g/㎡）

備品

筋が入っていないランプシェード用。
いろいろな作品の包装紙や化粧紙に使用できます。

赤 ------------------------------ ￥61 ￥55
紺 ------------------------------ ￥61 ￥55
黒 ------------------------------ ￥61 ￥55
濃黄 --------------------------- ￥61 ￥55
濃緑 --------------------------- ￥61 ￥55

工作用紙

さまざまな素材を紙に定着させ多彩な表現が出来る
新感覚のクリエイティブペーパー

10332 〜 43 100 × 100mm ------------------------------- 各 ￥66 ¥60
10352 〜 63 300 × 300mm ----------------------------- 各￥385 ¥350

ヨークイエロー

エッグビール

10332 ----- 10 × 10

10334 -----10 × 10
10354 -----30 × 30

オレンジ

レッド

パープル

ブルー

グリーン

あずき

10338 -----10 × 10 10339 -----10 × 10 10340 ------10 × 10
10359 -----30 × 30 10360 ----- 30 × 30

10341 -----10 × 10 10342 -----10 × 10 10343 -----10 × 10
10361 -----30 × 30 10362 -----30 × 30 10363 -----30 × 30

木彫・木工芸

ブラック

版画・染色

ホリゾンブルー

10335 -----10 × 10 10336 -----10 × 10 10337 -----10 × 10
10355 -----30 × 30
10357 -----30 × 30

工芸・民芸

パウダーミント

デザイン

表面は炭酸カルシウムとセルロースが主成分に
なっています。
粒状の素材が定着されており、その凹凸により絵
画表現に存在感を出すことが出来ます。
画材の定着がよく、クレヨン、水彩、油彩などで
描くキャンバスとして使用出来ます。
どちらも裏面に粘着加工を施してあるのでシール
の要領で貼り付けることができます。
はさみやカッターなどで簡単に切れますので切り
絵や貼り絵にもご使用いただけます。

絵画・画材

A&C ペーパー単色（裏面粘着シート）
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A&C ペーパーセット天然素材
てん刻

10371 樹 （5 枚組）
10 × 10cm

￥550¥500

スプルス（木紛）

彫塑・彫刻

スプルスローン（木紛） スプルスホッパー（木紛）

コルク

お茶

陶

10372 鉱（5 枚組）
￥550¥500

サテライト（マイカ）

白ボール紙（薄口）

10650 --------------------------- ￥2,200 ￥2,000

10658 100 枚 ----------------- ￥5,940 ¥5,400
10659 10 枚 ---------------------- ￥605 ¥550

サイズ：360 × 250㎜

ジュピター（マイカ） ヴィーナス（ヒル石）

チャコール（炭）

金銀転写シート（5 枚入り）

Cum ＝蜂の巣）状の模様が出
てきます。

金（中止） 銀

210g/㎡

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。一般的なボール紙より軽いので展示用台紙に
最適です。紙版画や立体工作などにも使える万能な
薄口のボール紙。

玉虫

皮革工芸

10141 銀箔シート ------ ￥660 ￥600
10142 玉虫シート ------ ￥660 ￥600

サイズ：600 × 450㎜

サイズ：上記いずれも 300 × 200㎜

コピーのトナー部分にみ、
アイロンで金箔や銀箔が転写されます。

七宝焼

コピーしたものの上へ金銀転写シートを置
き、上からアイロンをかけてはがすだけで
す。トナーがアイロンの熱でとけて接着効
果が生まれ、その部分にシートの金や銀が
付着します。※金は在庫なくなりました。

ファイバークラフト（5 枚入）サイズ：300 × 275㎜

無くなり次第廃止

70110 ------------------------------------------------------------ ￥825 ￥750
水に濡らすと柔らかくなり乾くと硬化する紙

備品

圧力をかけながらアイロン（中温
140℃）かけ、シートをはがすとトナー
部分に金銀転写シートが付着します。

ファイバークラフトは、木材パルプや綿を原料として作られた新素材です。
厚く、丈夫で破れにくく、水につけると柔らかくなり、乾燥すると硬くなるとい
う性質があります。絵の具での着色、カッターナイフやはさみで切ることができ
ます。接着は、木工用接着剤で接着できます。
和紙のように光を通しやすいため、ランプシェードやランタン、ルームライトに向い
ている他、モビール、オブジェ、造花、小物入れ、ペンスタンド、ペントレー、カー
ドホルダー、お面など様々にご利用いただけます。
※なくなり次第廃止

資料

白黒のめりはりのはっきりした画像
の上に、金銀転写シートを光る方を
表にしてのせます。

金属工芸

サタン（ヒル石）

七夕の飾りなどによく使用さ
れている紙です。
広げていくとハニカム
（Honey

ガラス工芸

ハニカムシート（10 枚入）

芸

10 × 10cm

