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木彫素材

絵画・画材

チーク

チーク

かつら

かつら

チーク

かつら

デザイン
工芸・民芸
版画・染色

木彫キーホルダー A

木彫キーホルダー B

42325 チーク ---------------------- ￥242 ￥220

42301 チーク ---------------------- ￥198 ￥180

木彫ブローチ
42341 チーク -------------------- ￥143 ￥130

サイズ：97 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

42326 かつら ---------------------- ￥187 ￥170

42302 かつら ---------------------- ￥132 ￥120

サイズ：97 × 50 × 10㎜

サイズ：50 × 50 × 10㎜

42306 かつら -------------------- ￥110 ￥100

＜付属品＞
キーホルダー金具

＜付属品＞
キーホルダー金具

サイズ：50 × 50 × 10㎜

木彫・木工芸

＜付属品＞
ブローチ、金具付き

チーク

かつら

チーク

チーク

かつら

かつら

てん刻
彫塑・彫刻

陶
芸
ガラス工芸

木彫ペンダント

木彫かみばさみ（クリップ）

42351 チーク -------------------- ￥385 ￥350

42376 チーク --------------------- ￥220 ￥200

42304 チーク --------------------- ￥748 ￥680

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

サイズ：50 × 50 × 8㎜

42352 かつら -------------------- ￥330 ￥300

42377 かつら --------------------- ￥165 ￥150

サイズ：50 × 50 × 10㎜

サイズ：50 × 50 × 10㎜

＜付属品＞
ペンダントくさり
金具付き

＜付属品＞
クリップ（プラスチック製）

木彫チャーム
42305 かつら --------------------- ￥682 ￥620
サイズ：50 × 50 × 10㎜
＜付属品＞
クサリ：長さ 150㎜
（全長 210㎜）

金属工芸

※ 付属のプラ製クリップの片面
は、滑り止めの形状 になってお
りますので、サンドペーパー等
で軽く削ってからお使い下さい。

かつら

皮革工芸

チーク

七宝焼

ローズ

木彫ループタイ
資料

42310 かつら ---------------------- ￥385 ￥350
42311 チーク ---------------------- ￥440 ￥400
42312 ローズ ---------------------- ￥506 ￥460

備品

サイズ：
いずれも 50 × 50 × 20㎜
＜付属品＞
ひも（えんじ色）付き

チーク

かつら

木彫アクセサリー素材
42321 チーク 50 × 50 × 8㎜ ---- ￥132 ￥120
42323 かつら 50 × 50 × 10㎜ ---- ￥66 ￥60
42320 黒たん 50 × 50 × 10㎜ -- ￥275 ￥250
42333 黒たん 97 × 50 × 10㎜ -- ￥550 ￥500
42318 ローズ 97 × 50 × 8㎜ ---- ￥220 ￥200
42322 ローズ 50 × 50 × 8㎜ ---- ￥110 ￥100
42319 ローズ 50 × 35 × 10㎜ -- ￥110 ￥100
ローズ、黒たんは、なくなり次第廃止です

＜木の硬さ＞

黒たん

かつら、チーク、ローズ、黒たんの順で柔らかい素材です。

ローズ

木彫素材

絵画・画材

木彫マグネット・ネオ
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5 月価格変更

42368 チーク ----------------------- ￥198 ￥180
42369 かつら ----------------------- ￥132 ￥120

デザイン

＜付属品＞

ネオジムマグネット（φ 15 × 2㎜）

強力なネオジムマグネットです。 ※ 割れやすいので取扱注意
接着剤または両面テープで取り付けてください。

42360 ------------------------------- ￥418 ￥380

1 セットで携帯ストラップと
ブレスレットがつくれます。

かつら

木彫マグネット
42371 チーク ----------------------- ￥154 ￥140
42372 かつら ------------------------- ￥88 ￥80
＜付属品＞

磁石（φ 15 × 5㎜）

一般的な磁石です。
接着剤または両面テープで取り付けてください。

やや軽軟材で、加工が容易。

薄くて強力

磁石↓

↑ネオジムマグネット

チーク

耐久性に優れた木材、塗装無しで
もしっとりとしたツヤが出ます。

チークサイズ
50 × 50 × 8㎜
かつらサイズ
50 × 50 × 10㎜

てん刻

ペーパーナイフ

木彫・木工芸

文字の映える朴の木や
磨くとツヤが出るチーク
どちらも素敵なアクセサリー
ができます。

予備用にどうぞ。 ※ 割れやすいので取扱注意

版画・染色

朴、チーク（12 × 12 × 12㎜穴加工済み）各 4 個
ロー引き紐 1 本、ブレスレット用留め金具 1 個
ストラップ金具 1 個、紙やすり 2 枚
木製ビーズ 10 個 、説明書付き

ネオジムマグネット（10 個） 5 月価格変更
30519 φ 15 × 2㎜ ---------------- ￥770 ￥700

工芸・民芸

ウッドアクセサリー

40000 チーク A（300 × 50 × 8㎜）----- ￥440 ￥400
40001 チーク B（300 × 50 × 13㎜）--- ￥1,034 ￥940
40003 さくら（300 × 50 × 10㎜）------ ￥264 ￥240

彫塑・彫刻

40005 朴（298 × 40 × 7㎜）------------- ￥198 ￥180
40015 桂（300 × 50 × 10㎜）------------ ￥231 ￥210
40016 エンジュ（300 × 50 × 10㎜）--- ￥264 ￥240
40004 黒たん（200 × 25 × 7㎜）------- ￥825 ￥750

陶
芸

チーク B

さくら

朴

桂

エンジュ

黒たん

※ エンジュは無くなり次第廃止

皮革工芸

チーク

金属工芸

「硬い」 黒たん → さくら → ローズ → エンジュ → チーク → 桂 → 朴 「柔らかい」※ 硬さの目安です。

ガラス工芸

チーク A

かつら
七宝焼

くつべら

42603 ------------------------------------------------------------- ￥605 ￥550

40020 かつら（500 × 40 × 14㎜）------------------------------ ￥297 ￥270

＜セット内容＞
チーク（茶）2 朴またはシナ（白）2
ブラックウォルナット（焦茶）1

40021 チーク（450 × 50 × 8㎜）----------------------------- ￥1,100 ￥1,000

ブビンガ（朱赤）1

（サイズ：300 × 10 × 10㎜）

室内アクセサリーと実用性を兼ね備えた木彫素材です。
木の硬さ：かつら、チークの順に柔らかい素材です。
※木材の厚さは、変更する可能性があります。

備品

長さを 300㎜に統一していますのでペーパーナイフが作例としてマッチしますが、
コースターやアクセサリーなどアレンジして寄せ木工芸を楽しめます。

資料

寄せ木ペーパーナイフ

