ヤスリ
44660 S-10P ------------------- ￥1,056

サンドペーパーセット（4 枚組）

ヤスリの強さとサンドペーパーの
細かさを兼ねたドレッサー

￥960

44520 --------------------------------- ￥66 ￥60

研磨面：83 × 7・28㎜

サイズ：230 × 90㎜
荒目（＃ 80） 1 枚
中目（＃ 120） 1 枚
細目（＃ 240） 2 枚

研磨面：152 × 24㎜

44662 L-30P-------------------- ￥1,760 ￥1,600
研磨面：152 × 51㎜

目づまりしにくい研磨具です。

7 月価格変更

S

使いやすいサイズの
サンドペーパーの
セットです。

M

工芸・民芸

木工からアルミの仕上げまで、ヤスリの強さと

デザイン

44661 M-20P ------------------- ￥1,430 ￥1,300

サンドペーパーの細かさを兼ねた

絵画・画材

ドレッサー 中目（＃ 280 〜＃ 400）
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L

版画・染色
木彫・木工芸

44540 ＃ 120 ---------------------- ￥220 ￥200
44541 ＃ 240 ---------------------- ￥220 ￥200

サンドペーパー

44509 ＃ 80 -------------------------- ￥46 ￥42
44510 ＃ 120 ------------------------- ￥36 ￥33

44572 ＃ 1000 -------------------- ￥121 ￥110
44573 ＃ 1200 -------------------- ￥121 ￥110

44542 ＃ 400 ---------------------- ￥220 ￥200

44511 ＃ 240 ------------------------- ￥36 ￥33

金属、石、アクリルなどの硬質のものを磨くのに最
適です。水で濡らして使用します。

丈夫な布地製のサンドペーパーです。
木、粘土、金属、石、アクリル、その他色々な素材
が磨けます。

手でちぎって使用しますので、細かい作業にも向いて
います。広い面、平らな面は、当て木に巻いて使用し
てください。

ドライバーセット（8 本セット）

ハンドドリル

ドリルセット（13 本組）

（280 × 227㎜）

彫塑・彫刻

万能サンドクロス（280 × 233㎜）

てん刻

耐水ペーパー（280 × 230㎜）

44570 ＃ 400 ------------------------- ￥99 ￥90
44571 ＃ 800 ------------------------- ￥99 ￥90

陶
芸
ガラス工芸

千枚通し 1 本、穴あけギムネ
仕様：先端部マグネット付き

1本

44741 -------------------------- ￥3,520 ￥3,200
サイズ：240㎜
ドリル刃付き（φ 2㎜、φ 3㎜

各 1 本）

44740 -------------------------- ￥1,408 ￥1,280

1.5㎜ 2㎜ 2.5㎜ 3㎜ 3.2㎜
4㎜ 4.5㎜ 4.8㎜ 5㎜ 5.5㎜
6.5㎜（プラスチックケース付）
＜用途＞

3.5㎜
6㎜

木、プラスチック、アルミ、軟鉄用

皮革工芸

マイナスドライバー（先端 3㎜、4.5㎜、6㎜） 各 1 本
プラスドライバー（先端＃ 0、＃ 1、＃ 2） 各 1 本

金属工芸

44805 -------------------------- ￥1,320 ￥1,200

七宝焼
資料

のこぎり替刃式
44835----------------------------- ￥2,970 ￥2,700
仕様：片刃、胴付

44836 替え刃 ------------------- ￥1,980 ￥1,800

44841 21㎜ ------------------------ ￥924 ￥840
44842 18㎜ ------------------------- ￥924

￥840

木づち

44871 42㎜ ------------------------- ￥836 ￥760

備品

サイズ：150㎜

上製かなづち（釘抜き付き）

178

彫刻刀

絵画・画材

安全性、携帯性、強度を追及

デザイン
工芸・民芸

つけはがね

マルイチ彫刻刀 SX

版画・染色

44039 5 本組 ----------------- ￥1,815

よしはる彫刻刀 GX（付鋼）
￥1,650

中丸刀 7㎜、小丸刀 5㎜、三角刀 7㎜
印刀 7㎜、平刀 7㎜
名前シール、ノンスリップシート付き

44014 5 本組 ----------------- ￥2,200

ノンスリップシート
￥2,000

中丸刀 7㎜、小丸刀 5㎜、三角刀 7㎜
印刀 8㎜、平刀 8㎜
名前シール、ノンスリップシート付き

木彫・木工芸

安全性、携帯性、強度を追及して開発した、ロック付きのプラケース入り彫刻刀です。
ケースは、スタンド機構が付いていて、大変取り出しやすくなっています。
柄は、ABS 樹脂＋エラストマー樹脂の二重構造で、滑りにくくなっています。
また柄には、刃の形状マークが入っていて、刃の種類が一目でわかります。

44120 ------------------------------ ￥198 ￥180
サイズ：300 × 200㎜
木彫板や版画作業板の下に敷いたり、ベニヤ板やレ
リーフ板の下に直接敷いて、彫刻刀で作業する際の
滑り止めとして使用するものです。

44032 6 本組 ------------------- ￥1,133 ￥1,030
てん刻

平刀 7㎜、右印刀 7㎜、右印刀 4㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6
㎜、小丸刀 4㎜

マルイチ彫刻刀単品
彫塑・彫刻

44033 平刀（7㎜）------------------ ￥198 ￥180
44034 右印刀（7㎜）--------------- ￥198 ￥180
44035 右印刀（4㎜）--------------- ￥198 ￥180

陶

44036 三角刀（5㎜）--------------- ￥198 ￥180

芸

マルイチ彫刻刀（紙箱入り）
44030 4 本組 ----------------------- ￥792 ￥720

ガラス工芸

平刀 7㎜、右印刀 7 ㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6㎜

44037 丸刀（6㎜）------------------ ￥198 ￥180
44038 小丸刀（4㎜）--------------- ￥198 ￥180
※ マルイチ彫刻刀（紙箱入り）の砥石は、安定的な入手が困難と

木版画作業台
22130 ------------------------------ ￥726 ￥660
サイズ：300 × 220㎜

なるため、付属の砥石無しでの販売となります。

材質：ベニヤ合板製

44031 5 本組 ----------------------- ￥968 ￥880

木彫作業用の台です。
安定した状態に固定してより安全に、より楽に彫る
ことができます。

平刀 7㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 6㎜
小丸刀 4㎜

金属工芸

44012 6 本組 ------------------ ￥2,376 ￥2,160

皮革工芸

平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、大丸刀 10㎜、三角刀 5㎜
丸刀 7㎜、小丸刀 4㎜

44013 7 本組 ------------------- ￥2,772 ￥2,520
平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、右印刀 4㎜、大丸刀 10㎜
三角刀 5㎜、丸刀 7㎜、小丸刀 4㎜

七宝焼

よしはる彫刻刀単品
44020 三角刀（5㎜）--------------- ￥396 ￥360
つけはがね

資料

よしはる彫刻刀（付鋼・紙箱入り）

44021 小丸刀（4㎜）--------------- ￥396 ￥360
44022 丸刀（7㎜）------------------ ￥396 ￥360

44010 4 本組 ------------------- ￥1,584 ￥1,440 44023 右印刀（7㎜）--------------- ￥396 ￥360
平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 7㎜

44011 5 本組 ------------------ ￥1,925 ￥1,750
備品

平丸刀 8㎜、右印刀 7㎜、三角刀 5㎜、丸刀 7㎜
小丸刀 4㎜

44024 平丸刀（8㎜）--------------- ￥396 ￥360
44026 左印刀（7㎜）--------------- ￥396 ￥360
44025 大丸刀（10㎜）---------------- ￥451 ￥410

作業台（コルク付き）
22135 -------------------------- ￥1,430 ￥1,300
サイズ：300 × 220㎜
材質：ラワンベニヤ、コルク

版画作業台に最適です

片面がコルク付きなので刃物にや
さしく、傷が付きにくい仕様です。
YouTobe 説明動画です→

彫刻刀
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絵画・画材

デザイン

44200 ---------------- ￥825 ￥750

切り出し（プラ柄）

72107 ---------------- ￥660 ￥600

無くなり次第廃止

＜用途＞
木工作の細かい切断や、削り用

サイズ：長さ 165㎜
刃渡り 40㎜

無くなり次第廃止

14140 ---------------- ￥770 ￥700

材質
柄：すべりにくいエラストマー樹脂製
刃：付け鋼製

44881 ---------------- ￥264 ￥240

四つ目きり（中）
44882----------------- ￥264 ￥240
安全キャップ付き
※ 無くなり次第廃止

木彫・木工芸

サイズ：長さ 185㎜
刃渡り 65㎜

三つ目きり（中）

版画・染色

サイズ：190㎜
刃渡り 68㎜

ペナント切出ナイフ

工芸・民芸

小刀（木柄）

シェアカービンググループセット
てん刻

44040 ---------------------- ￥58,300 ￥53,000
＜セット内容＞
高級木柄彫刻刀（安全キャップ付き）

彫塑・彫刻

平刀 7.5㎜ 印刀 7.5㎜ 15 本
小丸刀 3.0㎜中丸刀 6.0㎜ 15 本
三角刀 3.0㎜ 15 本
すべり止めマット 15 枚

あら

48021 荒砥 ------------------- ￥3,080 ￥2,800

芸

砥石

環境に優しいエコロジーな彫刻刀。
環境に優しいエコロ
ジーな彫刻刀。

陶

五段引出し収納ケース
（幅 160 ×高さ 330 ×奥行 230㎜）

なか

刃物鋼青紙 2 号を使用しているので長切れして刃研ぎもしやすい

＜刀芯＞

刀芯は柄の奥まで入っているのでガタがなく、刃研ぎをして刀芯が短くなりましたら、

48023 仕上げ砥 ------------- ￥3,630 ￥3,300
砥 石 サ イ ズ： い ず れ も、D182 × W53 × H16 ㎜

鉛筆の芯を出す時に削る様に、柄を削って使用できます。

ステンレス、鋼両用
台：プラスチック製、すべり止め付き

柯材（かき、ブナ科）を使用しておりますので、軽くて手にしっくりとなじみます。

皮砥に刃物を押し当てることにより精密な刃物の研磨ができます。

NEW モーターシャープナー

小さいけれども高性能、しかも音が静かで使いやすい刃物研磨機
小さいけれども高性能、
しかも音が静かで使いやすい刃物研磨機

ハイスケアー

サイズ：H160 × W225 × D115㎜
電源：100V 消費電力：0.6A ／ 60W
振動数・回転数：2800rpm（50Hz） 3400rpm（60Hz）
定格時間：15 分
重量：4.7kg コード長さ：1.8m

＜付属品＞
ペーパー砥（荒砥＃ 120）5 枚、ペーパー砥（中砥＃ 220）5 枚
ペーパー砥（仕上げ砥＃ 400）5 枚、ペーパー台 3、皮砥用補助研磨剤
ダイヤブリック 1、六角棒レンチ 1
スパナ 1 ヘルパー 1
フットスイッチ 1

＜付属品＞
中研ぎ（PVA 砥石φ 90 × 1㎜）1
ダイヤブリック 1、青棒 1

上部にペーパー台を取り付け、裏
面粘着付きのペーパー砥石を取
り付ければ、刃こぼれしたもの
を研ぐこともできます。

仕上げ用フェルトバフ
平φ 95 × 15㎜
丸φ 90 × 8㎜
角φ 70 × 8㎜ 各 1
刃物磨きでモーターが止まるような強い力で押し付け
てもモーターに 絶縁防止装置が付いていますので安
全です。

わかりやすい使用説明動画

刃物研ぎ（彫刻刀）の工程がわかりやすく説明されて
います。

You tube へのリンク QR コードです→

備品

＜用途＞
彫刻刀、小刀、かんなの刃、は
さみ、包丁などの刃物の研磨。

1

資料

サイズ：H220 × W210 × D200㎜
砥石サイズ：φ 180 × 20㎜
電源：100V 消費電力：72W（50Hz）／ 76W（60Hz）
振動数、回転数：945rpm（50Hz）1100rpm（60Hz）
定格時間：15 分 重量：10kg コード長さ：1.9m

七宝焼

48050 ------------------------------------------------------- ￥26,400 ￥24,000

皮革工芸

48000 ------------------------------------------------------- ￥53,900 ￥49,000

金属工芸

＜ 柄 ＞

ガラス工芸

48022 中砥 ------------------- ￥3,080 ￥2,800

＜刃先＞

