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折紙建築

絵画・画材

グリーティングカードセット

招待状、バースデーカードなどにどうぞ

15702 -------------------------- ￥583 ￥530

デザイン

＜セット内容＞
特製ケント紙（200 × 150㎜）5 枚
原図（アルファベット文字他）3 枚
マーメイド紙（200 × 150㎜）5 色組
（色：青竹、セルリアン、ぼたん、黒、赤）
1㎜方眼紙 5 枚、針ニードル

1本

工芸・民芸

説明書付き

折り紙建築の 90°
展開、180°
展開を
グリーティングカードにできるようにしたセットです。

版画・染色

招待状、クリスマスカード、名紙などに応用してはいかがでしょうか？マーメイ
ド紙を貼ってコントラストを出すと、より作品が引き立ちます。

オリガミックキット

白いペーパーの空間に飛び出す立体彫刻

木彫・木工芸

15700 -------------------------- ￥583

￥530

てん刻

＜セット内容＞
特製ケント紙（200 × 150㎜）5 枚
1㎜方眼紙 5 枚、実寸大原図 3 枚
針ニードル 1 本
下敷き用ゴム板（200 × 150㎜）1 枚
説明書（90°
展開）付き

90°展開の作品ができるセットです。

彫塑・彫刻

簡単な材料と用具を使って作ることのできる折り
紙建築は、国内はもとより欧米各国に愛好者の輪
が広がっています。基本のデザインをマスターす
ることによって、創造性に富んだ、新しい可能性
が無限に広がります。平面から思いがけない立体
に変わる展開の面白さを、是非お試しください。

制作：茶谷正洋

注意：ニードルは、先端が尖っていますので、力を入れ過ぎないように注意して下さい。

陶
芸
ガラス工芸

1. 立体の構図を考え、切る部分と折る部 2. ケント紙の上に 1 の方眼紙を合わせ、 3. 線と線の交差する接点をニードル、あ 4. カットする線のみをカッターナイフで
分とを区別しながら、方眼紙に下絵を描 テープで固定します。（原図を利用してもよい） るいは鉄筆で穴をあけます。
切ります。曲線は、ニードルで筋を入れ
きます。
た後に切ります。

金属工芸
皮革工芸

5. 山折り、谷折りの部分にニードル（鉄 6. 全体の折り目に注意しながら、両手で均 7. 正確な折り目が付いたら、半分に折り、 8.90°に開いて完成です。
制作：中沢圭子
等に力を入れて、折り目をなじませます。 押さえて折り目を確実にします。
筆）ですじを入れます。

七宝焼

針ニードル
オルファーアートナイフ
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資料

鉄筆

備品

特製ケント紙

マーメイド紙

針ニードル

15710 ------------------- ￥33 ￥30

10461 〜 9 1 枚 ---- 各￥33 ￥30

22100 --------------------- ￥55 ￥50

サイズ：200 × 150㎜

1白
4赤
7 青竹

鉄筆（木柄）長さ 150㎜

厚さ：200kg

2桜
3 ぼたん
5 山吹
6 もえぎ
8 セルリアン 9 黒

サイズ：200 × 150㎜
紙厚：153kg

長さ 120㎜

用途：折り目付け用

15721 ----------------- ￥605 ￥550
用途：折り目付け用

D-401P

オルファーアートナイフ

14103 ---------------- ￥605 ￥550

NT デザインナイフ D-401P

14217 ----------------- ￥484 ￥440
サイズ：φ 9㎜ 長さ 140㎜
45°、30°の替え刃各５本付。

ペーパークイリング
ペーパークイリングは習得が簡単で
手軽に楽しめるペーパークラフトです

15630 スターターキット --- ￥3,630 ￥3,300

デザイン

＜セット内容＞
ペーパークイリングテキスト 1 册
ペーパークイリングバー
1本
クイリングカラーペーパー
3㎜幅× 30㎝、6㎜幅× 30㎝各 240 本
クローリーグルー 1 本 ペーパーカード

絵画・画材

ペーパークイリング
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2枚

工芸・民芸

細長い紙をクルクル巻いてパーツを作り
それを組み合わせると多様な作品が作れます。
グリーティングカードの装飾やミニチュア等、アイ
デア次第でオリジナル作品が簡単に作れます。
初めてペーパークイリングにチャレンジされる方へ、
必要なアイテムを、ワンパッケージに揃えました。

版画・染色

ペーパークイリングの基本パーツ

5. リーフ

（葉っぱ型）

6. 変形リーフ

木彫・木工芸

紙の端をクイリングバーの溝に挟み 0.5mm 〜
1. タイトサークル 2. ルーズサークル 3. ティアドロップ 4. フレーム
1mm 程出したところを押さえてまきはじめます。 （堅巻き）
（堅巻きをゆるめたもの）（涙型またはしずく型）（炎型）

クイリング専用工具

てん刻

（中性紙）
クイリングカラーペーパー
15636 A パステル（3㎜）----------- ￥352 ￥320
15637 A スタンダード（3㎜）----- ￥352 ￥320
15633 B パステル（6㎜）----------- ￥407 ￥370

彫塑・彫刻

15634 B スタンダード（6㎜）----- ￥407 ￥370
15635 B ダーク（6㎜）-------------- ￥407 ￥370

15632 ------------------------------- ￥880 ￥800

ラベンダー、ひまわり、黄緑、あさぎ、うすあさぎ、ばら、クリーム、白茶、スノーホワイト
オリーブ、緑、うす青、藤、朱、こうばい、赤、オレンジ、スノーホワイト
草、空、藤紫、梅鼠、からべに、たばこ、スノーホワイト、銀鼠、黒
黄色、緑、あさぎ、うす紫、ばら、赤、スノーホワイト

クイリングバー
15631 ------------------------------- ￥748 ￥680
サイズ：全長：80mm

皮革工芸

15640 ------------------------------- ￥715 ￥650

＜内容＞
基本的なパーツの作り方、パーツの組み合わせ作品例
収録時間：67 分

サイズ：150 × 210㎜

DVD で分りやすく基礎・作り方をマスターできます。

クイリングの基本パーツの作り方から、それを用い
てどのような作を作ることができるかをまとめた簡
単なテキストです。
※無くなり次第廃止

グローリーグルー
45036 ------------------------------- ￥748 ￥680
容量：50g
グロリーグルーは、ツインタイプの容器、高粘度の
水溶性ののりを採用したペーパークラフト用に開発
されたのりです。ペーパークイリング、折り紙、厚
紙工作などに最適です。

備品

65420 --------------------------- ￥1,540 ￥1,400

ペーパークラフト用のり

資料

ペーパークイリングテキスト

七宝焼

廃止
はじめてのペーパークイリング DVD

金属工芸

パステル
スタンダード
ダーク
ビビット

サイズ：200 × 150 × 5㎜
目盛り印刷付きコルクボード、説明書付き。

ガラス工芸

カラーペーパー配色一覧

芸

クイリングワークボード

サイズ：長さ 300㎜ 90 本（9 色× 10 本）
※ ビビット C15㎜は、70 本（7 色× 10 本）です。

陶

15639 C ビビット（15㎜）---------- ￥528 ￥480

