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螺鈿工芸

絵画・画材

カッターで切れる貝シート

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

78001 青貝 ---------- ￥715 ￥650
サイズ：80 × 45㎜

厚さ 0.1㎜

78002 メキシコ貝 - ￥715 ￥650

78003 白蝶貝 ------- ￥715 ￥650

78007 ストライプ青貝 - ￥715 ￥650

カッターで軽く 2 〜３回なぞれば簡単に切れます（強く切ると割れますので注意してください）

木彫・木工芸

てん刻

ブラック

レッド

彫塑・彫刻

らでんシール

ナチュラル

ブルー

サイズ：120 × 35 × 0.2㎜

78041~4 --------------------------------------------- 各￥781 ￥710
78041 ナチュラル
78042 レッド
78043 ブルー		
78044 ブラック

陶

表面に細かな切り込みが入っているので、
今まで不可能であった曲面の貼付けも可能です。

あわび貝シート（青貝）

青貝粉末

78000 -------------------- ￥935 ￥850

78010 -------------------- ￥605 ￥550

サイズ：約 1g （不定形：1 〜２枚）

サイズ：1 〜 4㎜

あわび貝の裏側を特殊な技術によりスラ
イスしたもので、昔かららでん工芸に使
用されています。

粉末状の青貝です。

芸

日本アワビ極薄（0.08㎜）のらでん青貝を粘着シート加工してあります。
特殊粘着シートも 0.12㎜なので従来の青貝シートと同じ感覚で使用でき
ます。ハサミでの加工も可能。

ガラス工芸

青貝切り抜き

約 1g

ぱらぱらと振りかけたり、ニスにまぜて
使用したり、使い方はいろいろ工夫でき
ます。

※順次無くなり次第廃止

薄く加工されたあわび貝を切り抜いた螺鈿用の本格的なパーツです
うるし塗料などで下地処理された素材に貼り付け（同じ塗料を接着剤代わりに使用す

金属工芸

る）、塗料で青貝と同じ高さになるまで重ね塗りし、完全に乾燥してから研ぎ出して青
貝の表面を出します。
※花びらなど細工の細かい青貝は、片面に胡粉が塗ってあります。
研ぎ出す場合は胡粉面を表に、白っぽい色が好みの場合は青貝面を裏に貼り付けると良
いでしょう。

78011 青貝 11
￥407 ￥370

78012 青貝 12
￥407 ￥370

78013 青貝 13
￥407 ￥370

約 11 × 13㎜（3 枚）

約 5 × 18㎜（5 枚）

78028 青貝 28
￥407 ￥370

78029 青貝 29
￥407 ￥370

78030 青貝 30
￥407 ￥370

皮革工芸

約 12 × 12㎜（3 枚）

七宝焼

78014 青貝 14
廃止

約 10 × 14㎜（3 枚）

78023 青貝 23
￥407 ￥370

約 7 × 7㎜（5 枚）

78027 青貝 27
￥407 ￥370

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 12 × 12㎜（3 枚）

約 13 × 7㎜（3 枚）

資料
備品

78033 青貝 33
￥286 ￥260
約φ 2㎜（20 枚）

78016 青貝 16
￥286 ￥260
約φ 3㎜（7 枚）

78034 青貝 34
￥286 ￥260

約 3 × 4㎜（8 枚）

78017 青貝 17
￥286 ￥260

約 4 × 4㎜（6 枚）

78035 青貝 35
￥286 ￥260

約 1.5 × 1.5㎜（20 枚）

78022 青貝 22
￥286 ￥260

約 2 × 2㎜（10 枚）

78021 青貝 21
￥286 ￥260

約 3 × 4㎜（8 枚）

螺鈿工芸
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絵画・画材

デザイン

約 4g

約 4g

約 1.3g

約 1.3g
17575 ハート型 4㎜

粉末マイカ 3 色セット

17571 〜 78 ----------------------------------- 各￥330 ￥300

6016 --------------------------------- ￥583 ￥530

キラキラのラメ塗装ができます！

容量：各 10g

廃止

マイカ（雲母）の粉末を焼成方法によって黒、赤、
金の 3 色にしたものです。

渋い和風のイメージに！
約 3g

※「17577 ゴールド 0.2㎜」は、廃止

約 3g

ニスなどに混ぜて使うと効果的です。

17577 ゴールド 0.2㎜ 17578 ゴールド 0.4㎜

木彫・木工芸

作品の上にまぶしたり、絵具やニスに混ぜたり、樹脂工芸
で中に封入するなど、多用途な使い方ができるキラキラの
ラメの粉末です。
作品をひと味変えるスパイスのようにお使いください。

版画・染色

ホログラムグリッター

工芸・民芸

約 4g

17571 シルバー 0.2㎜ 17572 シルバー 0.4㎜ 17573 シルバー 1.0㎜ 17574 星型 4㎜

メタリックパウダー
てん刻

17593 レッドゴールド（2g）------ 廃止
アルミに着色した変色しにくいパウダーです。

彫塑・彫刻

蒔絵の技法に、シルク印刷に、透明塗料に、混ぜてメ
タリックカラーに。用途によって 5 〜 10％混ぜてお
使い下さい。沈金にも使用できます。
※無くなり次第廃止

顔彩メタリック 6 色セット
シャイニーホログラムシート
17576 ------------------------------ ￥561 ￥510

芸

サイズ：181 × 125mm
裏面粘着加工済 3 種 6 枚

光に当てるときれいに輝きます。

写真は光りに反応して色が出ている状態です。

ガラス工芸

赤 金・ 青 金・ 銀・ 赤・ 緑・
青のメタリックカラー 6 色。
キラキラした色彩は目にも
きらびやかでかわいく表現
できます。

陶

15550 --------------------------- ￥1,320 ￥1,200

金属工芸
皮革工芸

水性らでん工芸ニス

水性らでん工芸仕上剤

78031 30ml--------- ￥440 ￥400

78032 100ml-------- ￥836 ￥760

青貝の貼り付に便利です。

万能ニスです。
乾燥後ベタつきません。
ハケ目がでにくく、黄ばみにくい光沢
のある丈夫な塗膜です。

0.7L

透明クリヤー
46130 ------------ ￥2,552 ￥2,320
乾きが早く、色あせしません。汚れが
つきにくく、素材への密着性にも優れ
ています。

11425 赤金 ------ ￥3,080 ￥2,800
11426 青金 ------ ￥3,080 ￥2,800
11427 銀 ------------- ￥990 ￥900
金銀用メディウム
11428 ---------------- ￥550 ￥500
※ 金銀４点は無くなり次第廃止です

備品

キャップが刷毛付きになって
いる万能ニスです。

ワシン 水性ニス

資料

11422 黒 -------- ￥1,155 ￥1,050
11415 赤 --------- ￥1,155 ￥1,050

七宝焼

ネオカラー 250cc
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螺鈿工芸

絵画・画材

ペン皿
丸

皿

デザイン
工芸・民芸

銘々皿

菓子器

コースター

パルプ盆（ジュピーライト）
15403 コースター（100 × 100㎜）-- ￥132 ￥120

かんたんらでん工芸作品例

版画・染色

15404 銘々皿（φ 120㎜）----------- ￥154 ￥140

千代紙を手で破くようと

15405 ペン皿（240 × 145㎜）------ ￥440 ￥400
15406

和紙特有の毛羽立ちがで

菓子器（200 × 200㎜）------ ￥495 ￥450

木彫・木工芸

15407 丸盆（φ 300㎜）-------------- ￥704 ￥640

てん刻

70240 千代紙 A（10 枚組）------- ￥275 ￥250
70241 千代紙 B（10 枚組）------- ￥275 ￥250
70242 千代紙 C（10 枚組）-------- ￥275 ￥250

彫塑・彫刻

A「ひかえめな柄」
B「色の濃い華やかな柄」
C「明るく華やかな柄」
サイズ：100 × 100㎜

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。

70243 8 枚組（4 柄 2 色調入り）---- ￥330 ￥300

き、柔らかな風合いになり

京友禅千代紙

ます。柄のアウトラインを

70244 8 枚組（4 柄 2 色調入り）---- ￥440 ￥400

カットして貼付けると蒔絵
風の作品に仕上がります。

圧縮された紙製の器です、軽く丈夫な素材です。

友禅千代紙

サイズ：380 × 300㎜

A

B

陶
芸
ガラス工芸

※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。

NT 円切りカッター

＜かんたんらでんでの使用法＞
千代紙を手でちぎったり、柄に沿ってデザインナイ
フなどでカットして貼り付けると蒔絵風の作品がで
きます。貼付けるときは、ニスをしみ込ませ貼付
けますとにじみむらが防げます（ニスで接着剤しま
す）
。濡れた状態ですと多少の曲面も貼り付けるこ

14255 iC-1500P--------------- ¥1,650 ￥1,500
C

切断可能サイズ：φ 18 〜 170㎜
紙などの薄物用。
中心に穴をあけずにきれいな円が切れます。
センターゲージを使うと中心出しが簡単です。

とが可能です。（内側から外側に伸ばしてください）

金属工芸

かんたんらでん工芸

「塗って、貼って、塗って！」簡単に螺鈿風作品が製作できます。

皮革工芸
七宝焼

2. 千代紙をカットします。柄の
アウトラインをアートナイフで
カットしたり、手でちぎっても
良い風合いになります。

3. 和 紙 の 接 着 は ニ ス を 使 用 し
ます、貼り付ける面にあらかじ
めニスを塗ると色むらが無くな
り、素材とのなじみが良くなり
ます。

4. 素材側にもニスを塗ります。 5. ニ ス を つ け た 筆 で、 内 か ら
接着剤より粘度がゆるいため位 外になでると気泡が出て行きま
置の変更、調整、貼り直しが容 す。曲面の場所は少し引っ張る
易にできます。
（乾燥するとしっ ように貼付けます
かり接着されます）

6. 和紙の位置が決まり定着した
ら、全面にニスを塗ります。キ
レイに塗るコツは、軽くなでる
ように短い時間で塗りましょ
う。

7. ニ ス が し っ か り 乾 燥 し ま し
た。（半乾き状態で次の作業に
入ると塗膜にしわが出たり、触
ると指紋などがついたりしま
す。
）

8. 青貝を貼付けます。貼り付け
る場所にニスを塗りそこに青貝
を置いて行きます。乾燥するま
で位置を移動したり剥がしたり
できます。

9. ホログラムで装飾します。小
皿などであらかじめニスと混ぜ
ておくと使いやすく、均等に散
らすことができます。（直接振
りかけてもいいでしょう。）

資料

1. アクリルカラーで下地の色を
塗ります。
※２作品同時進行すると乾燥と
製作の間がちょうどいいです。

備品

10. ニスが乾燥したら完成！
ニスをさらに何回も塗り重ねる
事によりツヤのある作品ができ
ます。

螺鈿工芸
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絵画・画材

見た目よりかんたん！表面処理が不要！簡単らでん工芸の応用編・ガラスのペーパーウエイト

デザイン
工芸・民芸

1. 加工面（裏）をきれい拭きます。
2. 千代紙を加工します。
3. 千代紙の色の発色をよくするために、 4. 貼り付ける千代紙にもニスを塗り貼り
アルコールや中性洗剤で手の油や汚れを 貼り付けたい形、にカッターやハサミ、 裏をアクリル絵の具の白を塗ります。
付けます。両方にニスを塗ることにより、
落とします。重要な手順です
手でちぎったりしても良いでしょう
（あとで塗る黒の絵の具で色が暗くなる ニスのムラが出にくくなります。
のを防ぎます。）

版画・染色

てん刻

ペーパーウエイト

90820 教材用 ------------------ ￥748 ￥680
サイズ：φ 68 ×約 16㎜
材質：ソーダガラス 「日本製」

彫塑・彫刻

アルコールや中性洗剤で手の
油や汚れをきれい拭き落とし
てから加工してください。
YouTube 制作動画→

7. ニスが乾いたら、仕上げの
アクリル絵の具を塗ります。

8. 裏返して完成。ニス仕上げ
では難しい表面はツルツルの
鏡面です。

七宝焼

透明アクリル板

5. 水性ニスを塗り、貝やホロ
グラムを貼り付けます。ニス
が乾く前は、貼り付けたもの
を動かせます。

皮革工芸

4. 色の発色が良くなる様に、
ホワイトを塗っておきます。

2. 色を塗る順番を良く考えて、
彩色して行きましょう。

金属工芸

3. 次の色を塗るときは、先に
塗った絵具が乾いてから塗り
ましょう。

1. デザインを考える。アクリ
ル絵の具で一番手前にくる色
から塗ります。

ガラス工芸

アクリル板やガラス板等の透明素材の裏にデザイン
をして「らでん風」のキレイな作品を作ります。
透明板を利用しますので下書きを直接見ながら作業
ができ、難しく大変な表面処理をしないでキレイな
作品を作ることができます。青貝、ホログラム、ア
クリル絵具、千代紙などを使い簡単で美しい作品が
出来上がります。額に入れたりマルチボックスには
めたり応用が利きます。

絵を描く制作行程

芸

裏面に着色、キレイな仕上がり

陶

うらでん工芸

木彫・木工芸

5. 乾燥したら青貝をのせ、量や位置を整 6. ニスを上から浸すように塗ります。ニ 7. 仕上げにアクリル絵の具で塗りつぶし 8. しっかり乾燥させます。完成
えます。なるべく青貝が重ならないよう スが乾くまでの間は青貝を移動させるこ ます。黒以外でもいいですが暗い色の方 ガラスのツルツルの表面が綺麗
にしましょう。
とができます、位置を整えましょう。
が青貝の発色が際立ちます。

17006 ハガキ判 ------------- ￥110 ￥100
サイズ：150 × 100 × 2㎜

サイズ：200 × 150 × 2㎜

資料

17007 ハガキ倍判 ---------- ￥198 ￥180

板ガラス
サイズ：100 × 100 × 3㎜
無くなり次第廃止

備品

90410 ------ 廃止
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螺鈿工芸

絵画・画材

A

C

B

デザイン
工芸・民芸

D なくなり次第廃止

デザインボックス

桐箱

版画・染色

41023 桐箱 A 内寸：22 × 22 × 70㎜ ----------------------------41024 桐箱 B 内寸：30 × 30 × 70㎜ ----------------------------41025 桐箱 C 内寸：35 × 35 × 80㎜ ----------------------------41026 桐箱 D 内寸：81 × 70 × 25㎜ なくなり次第廃止 --------

15024 ------------------------------------------------------------- ￥462 ￥420
サイズ：110 × 160 × 47mm

材質：紙製

厚紙に白上質紙を貼り付けたしっかりした箱です。

直接箱にデザインしたり、包装紙や千代紙などを貼り付けデコパージュ作品を作っ

木彫・木工芸

たり、モザイクチップやブリックタイル貼付けモザイク作品にも使用できます。
また、螺鈿工芸のベースに使用したり、穴などを開け貯金箱や時計ユニットなどを
取り付けオリジナル工作のベースに使用できます。

￥528 ￥480
￥550 ￥500
￥572 ￥520
￥495 ￥450

てん刻

紙製ですので加工しやすく厚紙ですので強度もあります。

印材用のケースですが、
桐材の小さな箱として、SD カード、クリップ、アクセサリー
など小物入れとして使用で来ます。

黒生地八角箱

黒生地小箱

78081 -------------- ￥693 ￥630

78082 --------- ￥1,320 ￥1,200

彫塑・彫刻

サイズ：112 × 112 × 40㎜
材質：ABS 樹脂 無塗装

サイズ：135 × 105 × 53㎜
材質：ユリア樹脂 無塗装

生地の黒を生かした作品、
らでん工芸や、アクリル絵の具の描
画用に最適。

生地の黒を生かした作品、
らでん工芸や、アクリル絵の具の描
画用に最適。

対角 121㎜

ABS 樹脂製の箱です

ユリア樹脂製の箱です

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

無塗装

無塗装

らでんシール作品

らでんシール作品

丸くて小さい、かわいい楊枝入れです。

皮革工芸
七宝焼

サイズ：180 × 50 × 100㎜

ようじ入れ（丸型）

万年カレンダー

ミニチュア小箱

40229 ------------------------------- ￥572 ￥520

41303 ------------------------------- ￥528 ￥480

資料
備品

42213 ------------------------------- ￥462 ￥420

＜セット内容＞
表板 1 枚、台 1 枚、カレンダー板 1 枚
カレンダー 1 枚、ささえ棒 1 本

サイズ：最大径 50 × H52㎜
底部：41㎜
ようじ入れ間口：28㎜
仕様：ルーター加工済み
材質：木製

スライド式の
万年カレンダーです。

表面の板に絵を描いた
り、モザイクタイルや粘
土作品を貼ったリ、いろ
いろな作品に仕上げられ
ます。
※ 板の材質ベニア→ MDF・板色が変更

完成サイズ：70 × 60 × 60㎜

＜セット内容＞
箱部分 1 個、ふた 1 個
蝶番 1 個、木ねじ 4 個
材質：ほお材
仕様：組み立て済み。
ふた開閉は丁番式。
※ふたをかぶせた状態
で蝶番の位置を決め、
ビスで固定します。

螺鈿工芸

117
絵画・画材

デザイン

折りたたみ式手鏡
40219 ------------------------------- ￥539 ￥490

40210 ------------------------------- ￥462 ￥420

40203 丸型 ------------------------ ￥396 ￥360
40204 角型 ------------------------ ￥352 ￥320

＜セット内容＞

＜丸型＞

朴またはシナ材

板φ 118 × 10㎜ 1 枚

ルーター加工済み）1

朴材  81 × 75 × 13㎜
（加工済み）
鏡：φ 52 × 2㎜

1枚

2枚

携帯に便利な二つ折れの
鏡です、小さな丸型の鏡
ですが２枚の鏡が並ぶ事
によって意外に広く写せ
ます。

＜角形＞
板 110 × 110 × 10㎜ 1 枚
鏡 70 × 70 × 2㎜ 1 枚
くさりセット付き

木彫・木工芸

鏡（φ 60 × 2㎜） 1
枚両面テープ付き

鏡φ 80 × 2㎜

＜セット内容＞

版画・染色

（132 × 75 × 10㎜、

工芸・民芸

ミニかがみ額

手鏡（小）

てん刻
彫塑・彫刻

桜材      エンジュ        栃

71450 桜材 ------------------------------------------------------- ￥121

￥110

サイズ：10 × 10 × 240㎜

71454 ------------------------------------------------------------- ￥935 ￥850
箱サイズ：260 × 32 × 35㎜（内寸 248 × 23 × 15㎜）
箸サイズ：240 × 10 × 4㎜ 箸置きサイズ：70 × 23 × 10㎜

芸

はしづくり

陶

はし 3 点セット

71452 エンジュ ------------------------------------------------- ￥440 ￥400
71453 栃（とち）------------------------------------------------ ￥440 ￥400
サイズ：8 × 4 × 220㎜

ガラス工芸

箸、箸置き、箸箱の 3 点セットです。

箸（はし）

制作板は型抜き済み、折り目入りですので、短時間で製作できます。

金属工芸

箸はサクラ材で、しっかりした強度があり傾
斜加工済みですので細工も簡単。
箸箱の板の厚さは 6㎜ありますのでしっかり
した彫刻が可能です。板面積もありますので
トールペインティング、螺鈿、ウッドシート
などの作品にも最適です。

皮革工芸
七宝焼

制作板は型抜き済み
折り目入りですので
短時間で製作できます
らでんまきえかざり

完成サイズ：243 × 22 × 60㎜

らでんまきえかざりばこ

螺鈿蒔絵飾箱

16668-------------------- ￥1,180 ￥1,073

0.3㎜厚粘着加工制作板（型抜き済み）1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 6 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 4 枚
型抜き済み組み立て用厚紙 1 枚

粘着加工制作板（型抜き済み）上下各 1 枚
プッシュカラー（87 × 125㎜）金 7 枚
螺鈿風 2 枚、金飾りシール 8 枚
中飾り紙上下各 1 枚

0.3㎜の粘着加工制作板にプッシュカラーの金
カラーと螺鈿風カラーで本物の様な螺鈿工芸品
が作れます。

しっかりとした 1㎜厚の粘着加工制作板に
プッシュカラーの金と螺鈿風カラーで
本物のような螺鈿工芸品が作れます。

備品

16667 ----------------------- ￥601 ￥546

完成サイズ：200 × 122 × 52㎜

資料

螺鈿蒔絵飾ティッシュボックス
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螺鈿工芸・沈金

絵画・画材

デザイン

黒塗りストラップ

黒塗りプレート

78083 ------------------------------------------------------------- ￥363 ￥330
塗装済みの表面にらでんを貼ったり、アクリル絵の具で描画し
ておしゃれなストラップが作れます。

78084 小 ---------- ￥737 ￥670

＜セット内容＞

サイズ：200 × 150 × 9㎜

78085 大 ---------- ￥913 ￥830
サイズ：250 × 180 × 9㎜

ストラップ、ヒートン、丸カン

材質：MDF

サイズ：50 × 25 × 5㎜

工芸・民芸

ヒートンは接着固定済み。
材質：木製

ウレタン塗装

ウレタン塗装

ウレタン塗装

小物を飾るディスプレイプレートと

表面の下塗り 1 回、黒塗りを表面 2 回

しても使用できます。

裏面 1 回してあります。

らでん工芸や、アクリル絵の具の描画用に最適。

版画・染色
木彫・木工芸

ウレタン塗装

簡単らでん作品

らでんシール作品

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸

16511 黒塗りペントレー（樹脂製）------------------------ ￥1,430 ￥1,300
サイズ：210 × 100 × 13㎜

※螺鈿工芸にも使用可能

16512 黒塗り盆（樹脂製）---------------------------------- ￥1,518 ￥1,380
サイズ：φ 225 × 15㎜

※螺鈿工芸にも使用可能

ガラス工芸

沈金

金属工芸

沈金は中国より伝わり室町時代に発展し
た技法です。
スクラッチして金粉で仕上げるとすばらしい作品に
なります。うるし塗りの に線彫りをして金粉をすり
込み、伝統工芸の沈金をします。
仕上がったものは実用としても使えます。

皮革工芸

22100 針ニードル ------------------ ￥55 ￥50
16510 金粉 10g（混合物）--------- ￥275 ￥250
16518 沈金専用うるし 60ml - ￥396 ￥360
工芸うるしを薄めてありますので、原液のまま使用できます。

七宝焼

1. ウレタン塗りの素材に針ニードル 2. 工芸うるし透明を溶解剤で約 2 〜
3 倍 に薄め、ヘラでしごき込みます
で軽く線彫りをします。
このときニードルを立てすぎたり強 （溝以外の平らな面にはできるだけ塗料
がのこらないようにする）
。
く引っかきますと線がギザギザに
なったり下地が出てしまいますので 金粉を作品の全体に広げます。
この後、溶解剤を少し含んだティッ
加減しながらすすめて下さい。
シュで（溶解剤が多いと溝の金粉も取
れてしまいます）丁寧に何回もくりか
えし拭き取って下さい。

らでん工芸の制作手順

3. デザインによっては金箔を貼った
り、金液を使って絵を描くことです
ばらしい作品が出来上がります。そ
のままでも使用できますが、仕上げ
に透明うるしやニスを塗ると、作品
の保護とつや出しになります。

（うるしやニスを塗るときは金粉が溶け
出さないよう注意して塗って下さい）

※ 5 の段階でうるしを塗らずにニスなどを塗って仕上げることもできます。

資料
備品

1. あわび貝に切り込み（筋）
を入れていきます。ここで、
カッターナイフのみで貝を
切り離そうとすると、貝は
割れてしまいますので注意
してください。

2. 貝に筋を入れたまわり
を注意深く手で割りなが
らはずしていきます。貝の
周りを耐水ペーパーなど
で磨くと仕上がりがキレ
イになります。

3. サンドペーパーなどで
木地素材を充分に磨きま
す。
との粉で目止めしてもよ
いでしょう。

4. カシューや工芸うるし
を全面に塗ります。塗料
を数回に分け厚塗りする
と、最後のとぎ出しのと
きに木地が出にくくなり
ます。

5. 青 貝 を 貼 り、 う る し
を全面に青貝とおなじ厚
さになるまで数回塗りま
す。（ 塗 料 が 乾 く 前 に の
せると接着剤の変わりに
なります）

6. 充分に乾燥したら、耐水
ペーパーを使いやすいサイ
ズに手でちぎり、全面を研
ぎ出します。最後に、研磨
剤やピカールなどで仕上げ
てもよいでしょう。

螺鈿工芸・塗料

24
朱色

25
赤

26
藍色

27
黄色

28
乳白色

29
つや消し

30
弁柄（べんがら）

31
深緑

32
透紫（すきむらさき）

受賞

ワシン水性工芸うるし
46221 〜 32 200ml------------ 各￥1,452 ￥1,320
46321 〜 32 45ml------------------ 各￥605 ￥550

容量：45ml/200ml
塗り面積：0.2㎡ /0.8㎡（3 回塗り )
（A4 用紙 45ml：約 4.5 枚 /200ml：約 13 枚）
乾燥時間：約 2 時間（20℃）

ワシン工芸うるし（200ml）

46207
朱

46208
朱赤

46209
赤

46211
ため色

46212
ネオクリヤー

46213
透き

46214
紅だめ

46215
うるみ

46216
本朱

金属工芸

塗り面積：1㎡（B5 大で約 20 枚）
乾燥時間：約 5 時間（20℃）
＜うすめ液＞
ペイントうすめ液又は難燃性ペイントうすめ液

ガラス工芸

46205
鎌倉赤

芸

46203
透明

陶

※食品衛生法規格準合格

46201
黒

彫塑・彫刻

油性塗料用のうすめ液です。
危険なトルエン、エチルアルコールは含まれていま
せん。
アルコール系、ラッカー系には、使用できません。

ワシン工芸うるしは、人工漆の塗料です。生漆のよ
うな危険性はなく、日本伝統の漆塗りの優雅さが、
感性教育にお薦めです。乾燥が速く、指蝕乾燥時間
が従来の半分です。ちぢみ、しわが非常に少なく、
作業が簡単にできます。肉もちがよく、塗膜が硬い
ので、傷がつきません。

上質の仕上がりを求める方には、油性タイプ

てん刻

46201 黒 ------------------------- ￥1,518 ￥1,380
46203 透明 --------------------- ￥1,518 ￥1,380
46205 鎌倉赤 ------------------- ￥1,595 ￥1,450
46207 朱 ------------------------- ￥1,595 ￥1,450
46208 朱赤 --------------------- ￥2,123 ￥1,930
46209 赤 ------------------------- ￥2,123 ￥1,930
46211 ため色 ------------------- ￥1,595 ￥1,450
46212 ネオクリヤー ---------- ￥1,518 ￥1,380
46213 透き ---------------------- ￥1,595 ￥1,450
46214 紅だめ ------------------- ￥2,123 ￥1,930
￥1,930
ワシン ペイントうすめ液（油性用） 46215 うるみ ------------------- ￥2,123
￥1,930
46216
本朱
---------------------￥2,123
46142 400ml ---------------------- ￥583 ￥530

木彫・木工芸

水性原料を使用することで、乾燥時間の短縮と臭いの低
減を実現。安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむ
ことができます。水性なので嫌なにおいもなく、後始末
もかんたん。
使ったハケは、水（水道水）を使って洗います。
水性工芸うるし同士を混ぜて、色を作ることもできます。
乾けば、水、アルコールにも強い高耐久性。
食品衛生法に適合菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
菓子皿や箸などの食器にも使用できます。

版画・染色

23
鎌倉赤

工芸・民芸

22
透明

デザイン

経済産業大臣賞

21
黒

絵画・画材

食品衛生法規格準合格
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皮革工芸
七宝焼

いずれも、280 × 230㎜
水で濡らして使用します。

サンドペーパーセット 研磨剤（コンパウンド）
44520（4 枚組）------- ￥66 ￥60
サイズ：230 × 90㎜
＜セット内容＞
荒目（＃ 80） 1 枚
中目（＃ 120） 1 枚
細目（＃ 240） 2 枚

ピカール（300g）

52010 100g --------- ￥594 ￥540

52030 ----------------- ￥682 ￥620

布につけて金属、漆、水牛工芸、てん刻、
石材彫刻、堆朱作品などを磨き上げます。
また、金属のさび落としにも使用できる
コンパウンドです。

＜成分＞
研磨剤 20％

脂肪酸、有機溶剤

＜用途＞
金属全般、うるし、堆朱、水牛角、石、
プラスチックなどのつや出し。

備品

44570 ＃ 400----------- ￥99 ￥90
44571 ＃ 800----------- ￥99 ￥90
44572 ＃ 1000------- ￥121 ￥110
44573 ＃ 1200 ------- ￥121 ￥110

資料

耐水ペーパー

