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マーブリング

絵画・画材

マーブリング・デコ
あまりにも簡単。驚くほど本格的。

デザイン

道具選びから扱いまで、高い技術を要求されるマーブリング。
そんなマーブリングを、誰でも驚くほど簡単に楽しめるよう
にした、
画期的なセットが「マーブリングデコ」シリーズです。
素材も選ばず色々なものにマーブリングが出来るし、材料の
全てが水性なので、後片付けも水と一緒に流すだけ。最初か
ら最後まで本当に簡単に、本格的なアートを楽しめます。

工芸・民芸

※マーブリング水溶液は
紙・石・木・布・紙は 水溶液 1：水 1 の割り合
プラスチック・ガラス・金属 場合は、
水溶液 2 に：水 1 の割り合いで入れます。

版画・染色
木彫・木工芸

てん刻

マーブリングデコ コンパクトセット マーブリングデコ
80620 --------------------------- ￥2,475 ￥2,250 ベーシックカラー 6 色セット

マーブリングデコ
パステルカラー 6 色セット

＜セット内容＞
赤、黄、緑、青、黒、白（各 1 本 10ml）
水溶液 300ml、串、紙、スポンジ

＜セット内容＞
桃・水・茶・黄緑・紫・橙（各 1 本 10ml）

80612 ----------------------------- ￥1,485 ￥1,350 80609 ----------------------------- ￥1,485 ￥1,350

＜セット内容＞
赤、黄、緑、青、黒、白（各 1 本 10ml）

彫塑・彫刻

容器を用意するだけすぐに始められるコンパクトな ※別途、水溶液が必要です。
セットです。
混色用空ボトルは廃止、パッケージ変更になります。
混色用空ボトルは廃止、パッケージ変更になります。
無くなり次第廃止

無くなり次第廃止

※別途、水溶液が必要です。
混色用空ボトルは廃止、パッケージ変更になります。

無くなり次第廃止

陶
芸
ガラス工芸

金属工芸

下塗り液（シーラー）

つや出し保護液

マスキング液（白抜き用液） マーブリング水溶液

80619 ------------- ￥330 ￥300

80615 ------------- ￥330 ￥300

80616 ------------- ￥275 ￥250

容量：30ml

容量：35ml

容量：30ml

80618 300ml------------------- ￥578 ￥525
80614 2L -------------------- ￥2,475 ￥2,250

吸水しない素材、プラスチック、ガ
ラス、金属等に直前に塗布する事
でマーブリングが可能になります。

仕上げに塗布するツヤ有りのコー
ティング剤。
下塗り材と併せて使用。

事前にたっぷりと塗布することで
マーブリングを写さなくする。
紙専用のマスキング液。

水の代わりに使用する液体です。
マーブリング水溶液は、紙、石、木、布、紙は
1：1 の割り合いで、プラスチックの場合は、
水溶液 2 に水 1 の割り合いで入れます。

皮革工芸

基本的なマーブリング制作手順

七宝焼
資料

1. あらかじめ作成した水溶液に絵具を 2. 竹串でタテ・ヨコ・ナナメと自由に 3. マーブリングを写したい部分に紙を 4. 引き上げる
一滴づつ垂らす
模様をつくる。
のせる。

YouTube マーブリング・デコ説明動画

備品
準

備

容器の選び方

水溶液の作り方

マーブリングデコ

コームを使った技法

平面素材

立体素材

ラテアート風技法

マーブリング

絵画・画材

マーブリングセット
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マーブリングセット 6 色

80600 5 色セット ------------- ￥660 ￥600
＜セット内容＞

デザイン

赤、橙、黄、緑、青（各 5ml）、フロート紙 1 枚

80601 6 色セット ------------- ￥990 ￥900
＜セット内容＞
赤、橙、黄、緑、青、黒（各 1 本 12ml）
フロート紙

1枚

マーブリングセット５色
マーブリングとクレヨンの作品

マーブリング彩液セット

版画・染色

マーブリング彩液セット
80602 6 色セット --------- ￥5,280 ￥4,800
赤、橙、黄、緑、青、黒（各 1 本 70g）、筆 6 本

彩液のトーンを変えるときに使用します。
マーブリングと水彩の作品

水墨画用青墨 墨の精
15570 No.31（100ml）------ ￥1,320 ￥1,200 水性ですが、乾くと耐水性になります。

てん刻

紙（洋紙、和紙を問いません）、皮、布などへのマーブ
ル染め、板じめなどにも使用できます。

YouTube マーブリング使用方法動画 →
いろいろやりたくなる応用や裏技などもあります！

彫塑・彫刻

板締和紙（100 枚入り）
71006 --------------------------- ￥1,100 ￥1,000
サイズ：257 × 364㎜（B4）

陶

紙の繊維が長く
耐折強度がすぐれています。

芸

色付きが良く、発色が美しい、吸水力にすぐれ、
濡れても破れにくい、紙質がしなやかで強靭です。

絞り染、マーブリング、水墨画、版画、など

ふしぎ染の世界 Vol.2
61060--------------------------------- ￥660 ￥600
頁数：オールカラー 58 頁

発行：墨運堂

和紙染めセット

金属工芸

サイズ：210 × 148

ガラス工芸

和紙工芸に使える万能和紙です。

木彫・木工芸

80605 白液（120g）---------- ￥1,100 ￥1,000

墨色はやや地味な灰蒼色の青墨で
す。使用濃度は 5 倍〜 30 倍に薄め
てご使用下さい。美しい淡墨を作
る時には 20℃前後の水で薄めて下
さい。植物性純松煙、
合成糊剤使用。

工芸・民芸

＜使用方法＞
バットなどに水を張り、フローと紙を浮かせ、その
上に液を乗せます。フロート紙を鉛筆の先などで静
かに沈め、水面をかき回してマーブル模様を作り、
水面に紙などをかぶせて模様を吸い取ります。

71000 ---------------------------- ￥462 ￥420
皮革工芸

染め紙用和紙（450 × 300㎜）3 枚
染料 1g 粉末（赤、青、黄、黒）各 1 袋

和紙染め、板締め、折り染めなどに
使用できるセットです。

七宝焼

＜使用方法＞
和紙染めセットの染料は、一袋を 50cc の水に溶く
と濃色、100cc に溶くと淡色になります。
混色も可能です。

サイズ：939 × 636㎜

22910 小（350 × 310 × 50㎜）------ ￥1,254 ￥1,140
22911 中（410 × 330 × 60㎜）------ ￥1,958 ￥1,780
22912 大（540 × 410 × 100㎜）------ ￥3,630 ￥3,300
材質：プラスチック製

スクリーンの水洗いに便利です

備品

色のにじみ具合が良く、
しかも水に濡れても破
れにくい丈夫な和紙で
す。折り染め、板じめ、
マーブリングなどの和紙
染めに最適です。

バット

資料

70000 折染め和紙 -------------- ￥363 ￥330

