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モザイクチップ

絵画・画材

モザイクチップセット
13820 6 色セット ---------------- ￥440

手で割れるモザイクタイル
￥400

赤、青、黄、緑、茶、黒

デザイン

13821 12 色セット -------------- ￥880 ￥800

工芸・民芸

セット内容：全色

赤、黄、濃いオレンジ、ピンク、薄いオレンジ
青、緑、濃い青、濃い緑、茶、白、黒

13825 16 色セット ---------- ￥1,100 ￥1,000

モザイクチップ単色

13801 〜 16 ----------------------- 各￥77 ￥70

版画・染色

材質：ポリプロピレン製
サイズ：80 × 80㎜

木彫・木工芸

13801
赤

モザイクチップは、手で簡単に割ることのできる画期的なモザイクタイルです。
今までのモザイク用のタイルのように専用の喰い切りを使ったりする必要はありません。
耐熱性にもすぐれ、熱湯で溶けることもありませんし、シンナー、酸などの薬品におかされることもありません。
接着は、通常の接着剤で OK。ボール紙、木、石などに接着することが可能です。目地は、通常のセメントも
ご使用になれますが、小さい作品でしたら、上からニスを流し込むだけでも構いません。

共同制作（屋内のみ）や、パルプ盆やアートパネル、ファンシー時計、各種マルチシリーズへの貼りつけが可能です。

13802 13803 13804 13805 13806
黄 濃いオレンジ ピンク 薄いオレンジ 青

13807 13808 13809 13810
緑
濃い青 濃い緑
茶

クラフトモザイクタイル
てん刻

13701 〜 22 -------------- 各 ￥418 ￥380
サイズ：98 × 98 × 2.5㎜

材質：陶製

彫塑・彫刻

陶

＜製作方法＞
タイルは、タイルカッターで小さく割ったり、
糸のこ盤（タイルを裏にして切るとうまくいく）
で切ったりしたものを接着剤で壁面などの支持
体に貼り付けていきます。完成後、表面から白
色セメントで、ゴムべらですり込むようにして
目地を埋めます。最後に、
ゴムべらやウエス（布
切れ）などで余分なセメントを拭き取ります。
※ 無くなり次第廃止

肌色

赤

ピンク
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青
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深緑
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濃青
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紫
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橙

朱
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こげ茶

茶

黄土

黄
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15

16

黄緑

20

21
白

13812 13813 13814 13815 13816
黒
グレー はだいろ むらさき おうどいろ

6

クリーム

12

空

薄緑

灰色

13811
白

水

17
緑

22
黒

ゴムべら

芸

13751 小（幅 100㎜）--------------- ￥495 ￥450

白色セメント

ガラス工芸

13753 大（幅 120㎜）--------------- ￥594 ￥540

13752 -------------------------- ￥330 ￥300

金属工芸

容量：1kg

※大は、無くなり次第廃止

＜使用方法＞
水で使いやすい濃度に溶いてご使用下さい。
水分は蒸発してしまいますので、濃度に関係は
ありません。

＜使用方法＞
白色セメントを、タイルにすり込んで目地を埋める
ときに使います。

A：不透明タイプ 6 色

皮革工芸
七宝焼

グラスボール（200 個入）

B：透明タイプ 6 色（黒は不透明）

モザイク用ガラス 6 色セット

資料

90651 A ------------------------ ￥1,320 ￥1,200
90652 B ------------------------ ￥1,210 ￥1,100
一枚サイズ：約 100 × 100㎜
A：不透明タイプ B：透明タイプ（黒は不透明）

モザイク用の色ガラスです。
備品

モザイクは、白色セメントや
フレスコに使用する石灰泥に
小片を埋め込む技法です。こ
れは、ステンドグラスよりも
簡単で、時計や器などをつく
ることも可能です。

90856 -------------------------- ￥1,815 ￥1,650

90850 オーロラ --------------- ￥1,430 ￥1,300
90851 乳白色 ----------------- ￥2,640 ￥2,400
90852 ブルー ------------------ ￥2,640 ￥2,400

大きさ：10 〜 40㎜

サイズ：各φ 17㎜

ビーチグラス
容量：約 1kg

瓶等のかけらの
角を落としたものです。
半透明で色は混合されていま
す。エポキシ系接着剤かホット
メルトで接着してランタンの制
作をしたり、モザイクにしたり、
その他、様々な造形的な用途に
御利用いただけます。

粘土工芸（額やお城、お面
など）にポイント的に埋め
込んで使用したり、グラス
ボールどうしをエポキシ系
接着剤かホットメルトで接
着してランタンの制作をし
たりすることができます。

マテリアル
パルプロック 全 13 色

10311 〜 23 ------------------------------------- 各￥418 ¥380

10311 ホワイト（無機質） 10312 ヨークイエロー

吸水性が良くメディウムや接着剤にまぜることが可能です。

10313 ピーチ

砂絵としての用途に最適です。パルプロックは炭酸カルシウムとセル
ロース（白い紙を粉末状にしたもの）を混ぜ、顆粒状に結合乾燥させた
新しい素材です。吸水性がよくメディウムに混ぜたり、ボンドに混ぜた

10315 パウダーミント 10316 ホリゾンブルー

また絵画のキャンバスにサンドマチエールのような表現も出来ます。
厚みのある盛り上げの表現、ジオラマ、ドールハウスなど、テクスチャー
表現、砂絵としての用途に最適です。

10319 レッド

10320 パープル

10322 グリーン

10323 あずき

木彫・木工芸

10321 ブルー

10318 オレンジ

版画・染色

絵の具のように「塗る・盛る」
砂絵のように「振る」

10317 ブラック

工芸・民芸

り、また上から色を塗ることも出来ます。

10314 エッグビール

デザイン

チャック付きビニールパック入り 75ml
材質：炭酸カルシウム、セルロース、約 0.3mm

絵画・画材

A&C マテリアル
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てん刻
彫塑・彫刻

A&C マテリアル

A&C マテリアル

天然素材・自然風素材

10330 ---------------------------- ￥1,100 ¥1,000

10331 ---------------------------- ￥1,100 ¥1,000

チャック袋入り 8 色各 15ml
材質：炭酸カルシウム

チャック袋入り 8 種各 15ml

ガラス工芸

チャック付きビニールパック入り 75ml
材質：炭酸カルシウム

芸

10310 -------------------------------- ￥418 ¥380

陶

A&C マテリアル シェルタイル
シェルタイル ベーシック

（厚み約 0.7mm 大きさ約 5 〜 7mm）

卵の殻を砕いたような
質感の素材です。

白樺、樅殻（もみがら）、クルミ
紅茶、ワラ（天然素材）
アイビーグリーン
リーフグリーン
モス（自然風素材）

（厚み約 0.7mm 大きさ約 5 〜 7mm）

絵画や立体造形、クラフトのテ
クスチャー表現をするのに効果
的な素材です。

金属工芸

手で簡単に割ることができます。
アクリル絵具などで着色してモ
ザイク作品や、さまざまなテク
スチャー表現に使用できます。

皮革工芸
七宝焼

アラビックボンドツイン

14660 -------------------------------- ￥385

￥350

45037 36g-------------------------- ￥330
主成分：酢酸ビニル樹脂

発泡スチロール判に粘着が付いていますので、モザ
イクチップやウッドシート、その他ウッドペーパー、
メタルペーパー、ストーンペーパーなどの化粧紙や
和紙をそのまま貼って、作品にすることができます。

容器は細・太塗りのツインタイプ。

※ 無くなり次第廃止

細ノズルは砂絵などののライン引きになどにも使い
やすく、太ノズルは広い を塗るときヘラがいりませ
ん。乾くと透明になります。紙・木工用。
F ☆☆☆☆
11 月 1 日価格変更

13111 ------------------------------ ￥715 ￥650
容量：約 140g
約 9 種類の貝殻が入っています。
額縁の周りに貼り付けたり、アクセサリーのワンポ
イントに、観賞用など、さまざまな装飾に使用でき
ます。

備品

サイズ：A4 判（295 × 210 × 5㎜）

シェルミックス
￥300

資料

片面粘着パネル
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モザイク・貼り付け用素材

絵画・画材

デザイン
工芸・民芸

マルチ BOX 宝石箱

マルチ BOX 小箱タイプ

版画・染色

41910 ------------------------------------------------------------- ￥880
外寸：175 × 90 × 65㎜

ルーター部：159 × 74㎜

￥800

材質：ほお材

41905------------------------------------------------------------- ￥550 ￥500
外寸：130 × 88 × 50㎜

ルーター部：112 × 71㎜

材質：ほお材

木彫・木工芸

てん刻
彫塑・彫刻

マルチ BOX はがき箱タイプ

マルチ BOX オルゴール箱タイプ

41902 ------------------------------------------------------------ ￥825 ￥750

41901 ------------------------------------------------------------- ￥946 ￥860

外寸：167 × 115 × 47㎜ ルーター部：151 × 101㎜ 材質：ほお材

外寸：175 × 90 × 65㎜

ルーター部：159 × 74㎜

材質：ほお材

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸
皮革工芸

マルチなべしき

タイル用コルクなべしき

タイルなべしき

41900 ------------------------------- ￥858 ￥780

43320 ------------------------------ ￥913 ￥830

40140 ----------------------------- ￥1,045 ￥950

外寸：一辺 68 × 213 × 14㎜
ルーター部：100 × 100㎜
材質：かつら材

外寸：142 × 142 ×厚さ 11㎜
内寸：98 × 98 ×深さ 3㎜
材質 : コルク、革製紐付き

外寸：長さ 270 ×幅 170 ×厚さ 14㎜
ルーター部内寸：100㎜角
材質 : かつら材

マルチアクセサリー

B

七宝焼

41911 A 外径：φ 42㎜、内径：φ 32㎜ ----- ￥121 ￥110
41912 B 外径：φ 52㎜、内径：φ 42㎜ ----- ￥143 ￥130
41913 C 外径：42 × 32㎜、内径：32 × 23㎜ - ￥121 ￥110
41914 D 外径：52 × 42㎜、内径：42 × 31㎜ - ￥143 ￥130
A

D

C

資料
備品

材質 : かつら材
ルーター加工部分にカラー粘土やモザイクチップ
をはめて制作します。
木部を彫刻することもできます。

マルチコースター（3 枚組）
41906 ------------------------------- ￥528 ￥480
外寸：100 × 100 × 10㎜／ルーター部：φ 70㎜
材質：かつら材

モザイク・貼り付け用素材

111
絵画・画材

デザイン

サイズ：128 × 87 × 46㎜
み立て済み

材質：MDF

仕様：組

MDF 四角箱

41203 ------------------------------- ￥682 ￥620
サイズ：110 × 110 × 51㎜
み立て済み

材質：MDF

仕様：組

MDF 六角箱

41204 ------------------------------- ￥715 ￥650
サイズ：98 × 98 × 46㎜（一辺 56㎜）
材質：MDF 仕様：組み立て済み

版画・染色

41202 ------------------------------- ￥550 ￥500

工芸・民芸

MDF 小箱

木彫・木工芸

てん刻

MDF はがき箱

41205 ------------------------------- ￥748 ￥680

41217 ------------------------------- ￥759 ￥690

サイズ：厚さ 9㎜、額幅 30㎜（内寸 100 × 150㎜）
材質：MDF 仕様：組み立て済み

サイズ：180 × 126 × 45㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み

サイズ：256 × 132 × 52㎜
材質：MDF 仕様：組み立て済み

41214 ------------------------------- ￥605 ￥550

MDF ティッシュ BOX カバー

小物トレー

40115 ------------------------------------------------------------- ￥594 ￥540

40114 ------------------------------------------------------------ ￥572 ￥520

サイズ：180 × 80 × 32㎜
材質：ほう材

サイズ：30 × 200 × 33㎜（内寸：114 × 184㎜） 材質：ほう材
彫刻、ペイント、螺鈿工芸、デコパー
ジュなど、様々な技法に使えます。
使いやすいサイズの小物トレーです。
内面にモザイク用タイルの貼付け
ても良いでしょう。調味料入れや
ペントレー、はがき入れ等いろい
ろな使い方が可能です。

ガラス工芸

彫刻、ペイント、モザイク用タイ
ルの貼付け、螺鈿工芸、デコパー
ジュなど、様々な技法に使えます、
とてもスマートな形でおしゃれな
作品が作れます。

芸

ペン立て付のメモスタンドです。

陶

メモスタンド

彫塑・彫刻

MDF 額縁

金属工芸

マルチメモスタンド フリースタイル

サイズ： 外寸：233 × 118 × 10㎜ ルーター部：φ 98.5㎜ 深さ 3㎜（両面）
鏡：φ 98 × 2㎜、両面テープ 2 枚付
材質：かつら材
両面にルーター加工がしてありますので、片方のルーター加工部に、カラー粘土
やモザイクチップやタイルをはめて制作します。
木部を彫刻することもできます。
無くなり次第廃止

サイズ：160 × 90 × 35mm

材質：かつら材

＜セット内容＞
側板 90 × 35 × 10㎜溝付き 1
底板 120 × 35 × 10㎜溝付き 1
背板（MDF）120 × 82 × 3㎜ 2
ペン立て部 90 × 35 × 35㎜ 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。

資料

裏面

41909 ------------------------------------------------------------- ￥528 ￥480

七宝焼

40207 ------------------------------------------------------------- ￥715

￥650

皮革工芸

マルチ手鏡

備品

両面にルーター加工

